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経営情報学部  アドミッションポリシー（入学者受入れの方針）

　本学が養成しようとする人材は、経営情報の高度で専門的な知識・技能を収め、建学の精神「至心」を進んで
実践しようとする豊かな人間性を備えたビジネスパーソン・ITエキスパートです。この基本的理念に基づき、
経営情報学科、情報ネットワーク学科共通で、以下の方針に従って入学者を受入れます。

Ⅰ. 建学の精神を理解し、実践しようとする意欲を持っていること。
　本学建学の精神「至心」を理解し、実践しようとする意欲があり、勉学に進んで取り組み、そして進取の精神に
溢れた人を求めます。

Ⅱ. 経営情報の分野に関心を持ち、学ぶ意欲があること。
　経営情報の諸分野に関心を持ち、知識や技能を身につけ、深めていこうとする意欲がある人、特に経営情報
の諸分野に関する検定試験や資格取得に積極的に取り組む意欲がある人を求めます。

Ⅲ. 基礎的な学力を身につけていること。
　大学で学ぶにあたって必要とされる学力（学校教育法第30条の第2項による）
　　（1）基礎的・基本的な知識・技能
　　（2）知識・技能を活用して課題を解決するために必要な思考力・判断力・表現力等 
　　（3）主体的に学習に取り組む態度
を入学までに修得している人を求めます。

Ⅳ. 社会の諸問題を広く多様な視点から理解し、その解決に貢献したいという意欲があること。
　広範な知識・技能を体得し、社会の発展のために積極的に参画していく気概がある人を求めます。

Ⅴ. 上記の方針に基づき、本学では多様な入学試験を実施して学生を受け入れます。
　（本学の入学試験の詳細については「九州情報大学入試概要」をご覧ください。）

Ⅵ. 本学が指定する「入学前学習」を指示に従って最後まで履行できること。
　入学予定者に対しては、大学で学ぶにあたって必要と思われる基礎学力を確認・強化するために、課題や必要
に応じて入学前のスクーリング等を課します。入学予定者は本学の指示に必ず従ってください。

○経営情報学科  アドミッションポリシー（入学者受入れの方針）

　経営情報学科は、経営・会計を中心とする経営情報分野の全般にわたって高度で専門的な知識・技能を備え
たビジネスパーソンを養成することを目指しています。この目標を達成するために経営情報学科は、大学が
定めるアドミッションポリシーに基づき、以下のような意欲・目標を持った入学者を求めます。

Ⅰ. ビジネス・マネジメント全般にわたって関心がある人
Ⅱ. 情報処理全般にわたって関心がある人
Ⅲ. 経営・会計分野の検定試験に意欲的に取り組める人
Ⅳ. 学習の目的と将来の進路について意識を持っている人

○情報ネットワーク学科  アドミッションポリシー（入学者受入れの方針）

　情報ネットワーク学科は、情報を中心とする経営情報分野の全般にわたって高度で専門的な知識・技術を
備えたITエキスパートを養成することを目指しています。この目標を達成するために情報ネットワーク学科は、
大学が定めるアドミッションポリシーに基づき、以下のような意欲・目標を持った入学者を求めます。

Ⅰ. 情報処理全般にわたって関心がある人
Ⅱ. ビジネス・マネジメント全般にわたって関心がある人
Ⅲ. 情報分野の検定試験に意欲的に取り組める人
Ⅳ. 学習の目的と将来の進路について意識を持っている人
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募集学科及び募集人員　　　

学　　　部 学　　　科 募集人員

経営情報学部
経営情報学科 18 人

（外国人留学生総合型選抜を含む）情報ネットワーク学科

出願資格　　　

　・ 2021 年度 日本留学試験（日本語とその他 1 科目）を受験した者
　・ 入学時に次のすべてに該当する者

(1) 「留学」という在留資格で入学可能な者（日本語能力試験N2レベル相当以上の能力を
有していること）

(2) 令和 4 年 4 月 1 日現在、満 18 歳以上の者
(3) 次のいずれかに該当する者

1. 高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、または令和 4 年 3 月卒業見込みの者
2. 通常の課程による 12 年の学校教育を修了した者
3. 外国において、学校教育における 12 年の課程を修了した者、又はこれに準ずる者で

文部科学大臣の指定した者
4. 専修学校の高等課程（修業年限が 3 年以上であることその他の文部科学大臣が定める

基準を満たすものに限る）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定め
る日以後に修了した者

5. 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施
設の当該課程を修了した者

6. 文部科学大臣の指定した者
7. 高等学校卒業程度認定試験規則（平成 17 年文部科学省令第 1 号）による高等学校卒

業程度認定試験に合格した者（同規則附則第 2 条の規定による廃止前の大学入学資格
検定規程により大学入学資格検定に合格した者を含む）

8. 本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力
があると認めた者
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選考方法・入試日程及び試験会場　　　
(1) 筆記試験：本学独自の学力試験、日本語能力試験を行いません。
    ただし、下記の試験の成績が本学入学試験の合否判定資料となりますので、

必ず受験してください
	 	 	 	｢2021年度（令和3年度）	日本留学試験｣　日本語と他１科目以上を受験すること。

	 	 	 ※	独立行政法人日本学生支援機構が 2021 年 6月、11 月に実施する試験。	 	

どちらでも可。

(2) 面接試験：日時

  （一期） 令和 3 年 12 月 18 日 （土） 10：00 ～
  （二期） 令和 4 年    2 月 15 日 （火） 10：00 ～
  （三期） 令和 4 年    3 月 23 日 （水） 10：00 ～

入学試験会場 所　在　地 電話番号

九州情報大学 
（太宰府キャンパス）

福岡県太宰府市宰府 6-3-1 092-928-4000

※ 試験室は、当日掲示します。受験生は、9：45 までに入室してください。
※ 西鉄太宰府駅から本学までスクールバスを運行していますのでご利用ください。
※ 合否については、面接、出願書類の日本語作文、日本留学試験の総合評価で判定します。

受験上および修学上の配慮や支援が必要な入学志願者の事前相談について
本学に入学を志願する者で、身体に障害等（視覚障害、聴覚障害、肢体不自由、病弱、発達障害、 
その他）があり、受験上および修学上の配慮や支援が必要な場合は、相談してください。
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出願手続き　　　

1. 出願書類

下記①②③④⑤⑥⑫の出願書類は、本学指定の用紙（様式留 1 ～ 7）を使用
①本人記入の入学志願書（様式留 1）　※写真貼付
②本人記入の履歴書（様式留 2）
③学費等及び生活費を負担する人の承諾書（様式留 3）
※在学中の学費等及び生活費を負担できることを証明する書類を添付
(ｱ)　本人以外の者が費用を負担する場合
　（ⅰ . ～ⅴ . いずれか１つまたは複数）
ⅰ . 負担者名義の預金残高証明書（原本）
ⅱ . 負担者名義の住民税又は所得税の納税証明書（原本）
ⅲ . 負担者名義の源泉徴収票（原本）
ⅳ . 負担者名義の確定申告書の写し
ⅴ . その他ⅰ～ⅳに準ずる書類
(ｲ)　本人が費用を負担する場合
　（ⅰ . ～ⅲ . のいずれか１つまたは複数）
ⅰ . 給付金額及び給付期間を示した奨学金給付に関する証明書（原本）
ⅱ . 本人名義の日本国内金融機関における預金残高証明書（原本）　※通帳のコピーは不可

ⅲ . その他ⅰ . またはⅱ . に準ずる書類
④日本語能力等に関する証明書（様式留 4）
⑤自筆及び自分自身の文章による日本語作文（様式留 5）
⑥健康診断書（様式留 6）　※医療機関において、出願前 3 ヶ月以内に作成したもの

⑦日本留学試験（EJU）成績通知書（コピー）
⑧日本語能力試験（JLPT）N3 以上の成績通知書（コピー）
⑨高等学校以上最終学歴までの卒業証明書（原本）　※別に日本語訳を添付

⑩高等学校以上最終学歴までの成績証明書（原本）　※別に日本語訳を添付

⑪ 住民票、又は公的機関が発行した国籍を証明する書類（原本）  
※在留資格、在留期間が記載されているもの

⑫奨学生申請書（様式留 7）　※希望者のみ

2. 入学検定料

16,000 円 　○郵便局で郵便為替を購入してください（為替には何も記入しないこと）。
  　○一旦提出した書類及び検定料は返却しません。
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3. 出願期間

（一期）令和 3 年 12 月    1 日（水） ～ 令和 3 年 12 月    9 日（木）必着
（二期）令和 4 年    1 月 25 日（火） ～ 令和 4 年    2 月    3 日（木）必着
（三期）令和 4 年    3 月    9 日（水） ～ 令和 4 年    3 月 15 日（火）必着

4. 提 出 先

九州情報大学	入試広報課

〒 818-0117	福岡県太宰府市宰府 6-3-1　℡	092-928-4000

(1) 郵送の場合は必ず本学所定の入学願書用封筒に、出願手続きに必要な提出書類と検定料
を同封し書留速達で送付してください（締切日必着）。

(2) 持参の場合は入試広報課窓口に提出してください（月～金／ 9:00 ～ 16:00）。
(3) 願書提出後、受験票の入手が試験当日まで間に合わない場合には、提出書類の書留控え

を試験場に持参し係員の指示を受けてください。

5. 出願上の注意

(1) 出願書類は、必ず指示されたとおりに書いてください。また、出願に必要な書類が完備
していることを確認し出願してください。書類不備の場合は、受験できません。 

(2) 前記、選考方法に記載してある日本学生支援機構実施の「2021 年度（令和 3 年度） 日本
留学試験」を受験してください。

(3) 選考結果は入学志願書に書かれた住所に郵送します。郵便物が確実に届くように下宿先
名、又はアパート名及び部屋番号を必ず記入してください。

(4) 郵送の場合は、書留速達にて送付してください。

合格発表
  （一期） 　令和 3 年 12 月 25 日 （土）
  （二期） 　令和 4 年    2 月 22 日 （火）
  （三期） 　令和 4 年    3 月 26 日 （土）

(1) 合格者には志願者の現住所宛に合格通知及び入学手続きガイダンス一式を速達で郵送し
ます。

(2) 不合格者には志願者の現住所宛に不合格通知を郵送します。
(3) 合格発表についての電話による問い合わせには、応じません。
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入学手続き及び入学許可書
(1) 合格者は、指定日までに所定の学費等を専用振り込み用紙で納入し、入学手続き関係書

類を学生課に提出してください。
(2) 指定日までに手続きをしない場合は、合格を取り消します。
(3) 入学許可書は、入学手続きが完了後、学生課に各自手続きをしてください。

学費等の納入
【納入金内訳（入学年度）】
合格者は、下記の納入期日（必着）までに学費等を納入してください。

納入期限（必着）

入学手続時 前期納入分 後期納入分

合計
一期 R4.1.14

R4.9.20二期 R4.3. 2
三期 R4.3.29

入 学 金 220,000 － －  220,000
授 業 料 － 300,000 300,000  600,000
施 設 拡 充 費 －  50,000  50,000  100,000
実 習・ 教 材 費 －  25,000  25,000   50,000
その他必要経費 －  71,000 －   71,000

合 計 220,000 446,000 375,000 1,041,000

※ その他、ノートパソコン購入費が必要です。本学指定ノート型パソコンの購入価格には
本学でのネットワーク管理料 2 万円が含まれています。本学指定機種のスペックと同等
以上のノート型パソコンを既に所有されていて本学指定のノート型パソコンを購入され
ない場合は、九州情報大学ネットワーク管理料（入学年度のみ）を入学後に別途徴収い
たしますことをご了承ください。 

(1) 入学手続き完了後、入学を辞退するときは「入学辞退届」を提出してください。
(2) 出願時に「奨学生申請書」を提出した者のうち、外国人留学生選抜で合格した者に
対しては九州情報大学奨学生規程に基づき、選考の上、奨学金給付の措置がなされ

ます。給付の内容については、合格通知とともに通知します。

(3) 一旦納入された入学金は、事情の如何にかかわらず返還いたしません。
(4) 入学年度前期のみ、別途預り金として 69,300 円を徴収します。



志願書類

1. 入学志願書 ………………………………………（様式留1）

2. 履歴書【学歴･職歴】 ……………………………（様式留2）

3. 学費等及び生活費を負担する人の承諾書 ……（様式留3）

4. 日本語能力等に関する証明書 …………………（様式留4）

5. 日本語作文 ………………………………………（様式留5）

6. 健康診断書 ………………………………………（様式留6）

7. 奨学生申請書 ……………………………………（様式留7）



フリガナ

氏　名
Full Name

ローマ字氏名
In Roman Letters

国　籍
Nationality

生年月日
Date of Birth

言語知識
Language 
Knowledge

読解
Reading

聴解
Listening 総合得点

/180

現住所
（選考結果送付先）
Present Address

本国住所
（帰国先）
Home Address

受験
番号 ＊ ＊ 受験

番号
受験
レベル

科目
日本語

聴解・
聴読解 読解 合計 記述 理科 総合

科目 数学

得点

経営情報学科

情報ネットワーク学科

学　科

性　別

◎希望する学科

◎出身学校等　※現在、在籍している学校を記入してください。

◎在留期間満了日　※入国している場合にのみ記入してください。

◎日本留学試験（EJU）

在留資格 在留期間満了日

◎日本語能力試験（JLPT）

2022（令和4）年度　
外国人留学生選抜　入学志願書

様式留1

受験番号  ※本学記入欄

男
Male

女
Female

※中国人学生はピンイン（pinyin）で記入してください。

※希望する学科１つに○をつけてください。

（注1）志願者自身が日本語又は英語で記入してください。
（注2）氏名に簡体字を使用している人は、繁体字もあわせて記入してください。

【個人情報の取り扱いについて】
・本学に提出する出願書類に記載していただいた個人情報（氏名、生年月日、住所及び電話番号）は、入学試験に伴う使用、入学後
の学務に使用する以外の目的で使用することはありません。
・個人情報に関して、その訂正を希望される方は入試広報課までご連絡ください。
・出身学校宛の通知について、いずれかを○で囲んでください。　　　　　　　　　通知する　　・　　通知しない

※受験した科目に○をつけ、得点を記入してください。 ※直近の試験結果（成績が確定しているもの）を記入して
　ください（N3以上）。

申請を　1.　する
　　　　2.　しない

奨学生
◎奨学生について

※希望する番号に○をつけてください。

※アパート名、部屋番号まで記入すること

※EJU、JLPT以外で、日本語能力について公的機関が証明する資格や検定等を取得している場合は、成績を記入してください（成績、合格証のコピーも提出してください）。

タテ　4.0㎝
×

ヨコ　3.0㎝

写真貼付欄

〒（post code）　　　　－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話（Phone）（　　　　　）　　　　　－　　　　　　　　

〒（post code）　　　　－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話（Phone）（　　　　　）　　　　　－　　　　　　　　

　（西暦）　 　　　　　年　　　　　月　　　　　日生
　　　　　　　　　 　　（Year）　　 （Month）　　　（Day）

　　　　   　　　年　　　　　月　　　　　日
　　　　　　　（Year）　　 （Month）　　 　（Day）



フリガナ

志願者氏名
Applicant（Full Name）

中学校入学から始めて現在まで、すべての履歴を年代順に記入してください。
List all of your school and vocational background, in chronological order, starting with juniorhigh school entrance 
up to the present.

入学　年/月

卒業　年/月

◎学歴

学校名
School

所在地
Location

入社　年/月

退職　年/月

◎職歴

勤務先
Employer

所在地
Location

履歴書
PERSONAL HISTORY

様式留2

受験番号  ※本学記入欄



フリガナ

志願者氏名
Applicant（Full Name）

私は、上記志願者の九州情報大学に在学中の学費等及び生活費を負担することを承諾します。
I consent to pay the above named applicant’s school and living expenses while he/she is enrolled stays at 
Kyushu Institute of Information Sciences, as a Foreign Student. 

（注1） 本人が学費を負担する場合は、本人の氏名、住所を記入し、「本人との関係」欄は「本人」に○をつけて
ください。

（注2） 負担する者の氏名と一致する証明書類を添付してください。

氏　名
Full Name

住　所
Address

勤務先
Employer

勤務先所在地
Location

本人　　・　　父　　・　　母　　・　　その他（　　　　　　　　　　）本人との関係
Relation to the Applicant

地　位
Position

〒（post code）　　　　－

　　　　　　　　　　　　　電話（Phone)（　　　　　）　　　　　－　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　電話（Phone)（　　　　　）　　　　　－　　　　　　　　

学費等及び生活費を負担する人の承諾書
LETTER OF CONSENT ISSUED BY THE PERSON 
WHO PAYS SCHOOL AND LIVING EXPENSES

様式留3

受験番号  ※本学記入欄

印
Signature

九州情報大学長　様
(To President of Kyushu Institute of Information Sciences.)



フリガナ

志願者氏名
Applicant（Full Name）

日付
Date of Guarantee

氏名
Full Name

機関名及び所在地
Name of Institution
And Address

熟達度を○で囲むこと
Mark the applicant’s proficiency

（注） 日本政府在外公館員又は出身学校の日本語講師（担任等）に記入を依頼してください。
 This form must be filled out either by a diplomatic official of Japanese government, or by an instructor of the 

Japanese language (or the homeroom professor).

上記のとおり志願者の日本語等に関する能力を証明します。
I hereby certify that the above named applicant is competent in the Japanese language as mentioned above.

日

　本

　語

　能

　力

学
力
の
要
素

聴解能力
Listening Comprehension

優
Excellent

良
Good

可
Fair

不可
Poor

優
Excellent

良
Good

可
Fair

不可
Poor

優
Excellent

良
Good

可
Fair

不可
Poor

優
Excellent

良
Good

可
Fair

不可
Poor

優
Excellent

良
Good

可
Fair

不可
Poor

優
Excellent

良
Good

可
Fair

不可
Poor

読解能力
Reading Comprehension

会話能力
Speaking Ability

筆記能力
Writing Ability

思考力・判断力・表現力
Ability to Calculate, Comprehend  and 

Express One’s Mind

主体性・協働する態度
Independent and 

Collaborative Learning Skill

優
Excellent

良
Good

可
Fair

不可
Poor

総合評価
Overall Evaluation

特記事項
Remarks

※選考のための資料となりますので、是非、記載へのご協力をお願いします。
Please add any information regarding the applicant that can be used in assessing 
their application.

日本語能力等に関する証明書
Certificate of Japanese-Language Proficiency

様式留4

受験番号  ※本学記入欄

　　　　　年　　　　月　　　　日

印
Signature

印
Signature



フリガナ

氏　　名
Full Name

課　題
(Theme)

100

200

300

400

日本語作文
JAPANESE COMPOSITION 

様式留5

受験番号  ※本学記入欄

下記の課題について600字程度で志願者の自筆によって作文してください。  
Write a composition by yourself in your own handwriting in Japanese on the designated  theme using about 600 
Japanese characters.

九州情報大学を志願した理由
Your reason for applying for the Kyushu Institute of Information Sciences.

 裏面に続きます



500

600

700

800

900

 続き

フリガナ 性　別

氏　　名
Full Name

身　長
Height

視　力
Eye-sight

右　　　　　　　　　（　　　　　）

左　　　　　　　　　（　　　　　）

蛋白

Medical history

Any other remarks, if any 

Describe in detail the conditions of the applicant’s 
lungs and the result of chest X-ray examination 

糖

（矯正視力）
With glasses

尿検査
Urine test 

既往症

そ
の
他

胸
部
エ
ッ
ク
ス
線
検
査

所見

間接

直接

撮影日　　　　　　　　年　　　月　　　日

フィルムNo

cm

体　重
Weight ㎏

診断の結果、上記のとおり相違ないことを証明する。
I hereby certify the above statement is correct.

日付
Date of Examination 

住所（所在地）
Address of the Institution 

医療機関名
Name of the Institution 

医師の氏名
Name of the Doctor 印

Signature

生年月日
Date of Birth

診　断　事　項

　(西暦) 　　　　　年　　　　月　　　　日生

男
Male

女
Female

健康診断書
Report of Medical Examination

様式留6

受験番号  ※本学記入欄



500

600

700

800

900

 続き

フリガナ 性　別

氏　　名
Full Name

身　長
Height

視　力
Eye-sight

右　　　　　　　　　（　　　　　）

左　　　　　　　　　（　　　　　）

蛋白

Medical history

Any other remarks, if any 

Describe in detail the conditions of the applicant’s 
lungs and the result of chest X-ray examination 

糖

（矯正視力）
With glasses

尿検査
Urine test 

既往症

そ
の
他

胸
部
エ
ッ
ク
ス
線
検
査

所見

間接

直接

撮影日　　　　　　　　年　　　月　　　日

フィルムNo

cm

体　重
Weight ㎏

診断の結果、上記のとおり相違ないことを証明する。
I hereby certify the above statement is correct.

日付
Date of Examination 

住所（所在地）
Address of the Institution 

医療機関名
Name of the Institution 

医師の氏名
Name of the Doctor 印

Signature

生年月日
Date of Birth

診　断　事　項

　(西暦) 　　　　　年　　　　月　　　　日生

男
Male

女
Female

健康診断書
Report of Medical Examination

様式留6

受験番号  ※本学記入欄



年　　　　月　　　　日

外国人留学生区　　分

フリガナ

氏　　名

生年月日・性別 　(西暦) 　　　　　年　　　　月　　　　日生 男　　　女

印
Signature

九州情報大学長　様

私は、貴学に入学を志願し、経済的理由により下記の奨学生を申請いたします。

奨学生申請書

様式留7

受験番号  ※本学記入欄



Kyushu Institute of Information SciencesKyushu Institute of Information Sciences

URL https://www.kiis.ac.jp/　E-mail nyushi@kiis.ac.jp
TEL:092-928-4000　FAX:092-928-3200

お問い合わせ先

九州情報大学 入試広報課
〒818-0117  福岡県太宰府市宰府6-3-1

Department of Admission and Public Relations
Kyushu Institute of Information Sciences

6-3-1, Saifu,Dazaifu-City, Fukuoka, 818ｰ0117  JAPAN


