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人材養成の目的

アドミッションポリシー

幅広く深い教養及び主体的な判断力と豊かな人間性

を身につけ、経済学分野と経営学分野に関する専門

的な知識及び経済活動に必要な法規に関する基礎

的な知識習得のもと、経済活動に関する諸課題に対

して、研究的手法を用いて解明し、その成果を経済

活動に活かすことのできる人材を育成する。

１ . 経済学・経営学分野に対する興味や関心と学部

　　教育に対する学習意欲を有している。

２ . 高等学校で履修した主要科目について、教科書

　　レベルの基本的な知識を有している。

３ . 自分の考えを適切に表現することができ、他者

　　に対して的確に伝えることができる。
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以下いずれかの方が１年次もしくは２年次生として入学し、
学士（経済経営学）の学位取得を目指します。

（１年次）他の大学（海外の大学含む）に在籍期間が６ヶ月以上の方。
（２年次）他の大学（海外の大学含む）に18ヶ月以上在籍（見込）し、
　　　　 既修得単位が30単位以上ある方。

高等学校または中等教育学校を卒業した者（卒業見込みを含む）。

通常の課程による12年の学校教育を修了した者（通常の課程以外の課程により、これに相
当する学校教育を修了した者を含む）。

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、またはこれに準じ文部科学大臣が指定した者。

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、またはこれに準ずる者で文部
科学大臣が指定した者。（※年齢要件なし）

大学入学資格検定規程（昭和26年文部省令第13号）により文部科学大臣の行う大学入学資
格検定に合格した者、または高等学校卒業程度認定試験に合格した者。

その他本学において、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。

※授業を履修するためには、要求スペックを満たしたデバイスとインターネット環境が必要となります。
※留学生は本学への入学を理由としての「留学ビザ」の取得はできません。

2022年4月1日時点で満18歳に達しており、かつ次号のいずれかに該当する者。

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

（6）

幅広く深い教養及び主体的な判断力と豊かな人間性を身につけ、経済学分野と経営学分

野に関する専門的な知識及び経済活動に必要な法規に関する基礎的な知識習得のもと、

経済活動に関する諸課題に対して、研究的手法を用いて解明し、その成果を経済活動に

活かすことのできる人材を育成する。

新入学とは正科生（転入学）

［転入学］

※休学期間除く
※各省庁の大学校の在学者は、本学への転入学は認められません。

（２年次）他の大学に１年以上在籍（見込）し、既修得単位が20単位以上ある方。
（３年次）他の大学に２年以上在籍（見込）し、既修得単位が40単位以上ある方。

［転入学］

入試区分 募集人数 募集期間 出願期間（書類必着） 合否通知日 入学手続締切日

転入学 若干名

第１期 ６/１(水) ～６/30(木） ７/12(火） ７/22(金）

第２期 ７/１(金) ～８/１(月） ８/12(金） ８/22(月）

第３期 ８/２(火) ～８/31(水） ９/12(月） ９/22(木）

入学区分 _ 転入学（１年次・２年次）

選考方法／募集日程
本学では入試において学力試験は行いません。アドミッションポリシーに基づき、入学希望者の熱意や意欲、
これまでの経験や実績を評価し、入学希望者を受け入れています。

下記の出願期間に書類必着で出願手続きを行ってください。
出願手続きの詳細はＰ５の「出願の流れ」を参照ください。

●選考方法

●募集日程

□書類審査
□志望理由※

※志望理由は、出願時に400字以上800字未満で所定のフォームに入力してください。
※本学の出願はネット出願となります。事前に顔写真をご準備ください。

※ 選考の結果、認定単位数によっては、希望の年次とは異なる年次で合格を通知することがあります。また、認定された単位数
により、転入学可能な年次や卒業までに修得が必要な単位数が異なります。
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コース／学費

学位取得に向けた単位修得に
かかわる費用 （本科）※非課税

入学金 50,000円

授業料（半期分） 150,000円

初年度学費計
（半期分） 200,000円

2年目以降（年間） 300,000円

ネットの大学 managara の本科の科目を自分のぺースで受講して大学卒業を目指すコース
ベーシックコース

ベーシックコースの学び・サポートに加え、学修に関するサポートや就職・希望進路実現に向けた
キャリアサポートを受けながら大学卒業を目指すコース

スタンダードコース

学位取得に向けた単位修得に
かかわる費用 （本科）※非課税

キャリアサポートに
かかわる費用 ※税込

入学金 50,000円 22,000円

授業料（半期分） 150,000円 181,500円

初年度学費計
（半期分） 403,500円

2年目以降（年間） 630,000円

※ 本科の科目以外のサポートは、株式会社ウィザスが運営する第一学院オンラインカレッジが提供します。別途
「第一学院オンラインカレッジのお申し込みに関するご案内兼内容確認書」を提出いただきます。

※キャリアサポートにかかわる費用は1年更新となります。

※2023年度４月から、以下コース以外へのコース変更が可能です。

▶ 高等教育の修学支援新制度について
本学は、高等教育の修学支援新制度の対象校です。該当される方は在学にあたり、国からの支援を受けることが可能です。
詳細は本学サイトをご確認ください。

▶教育ローンについて
学校提携教育ローンのほか、国の教育ローンや各銀行の教育ローンの活用が可能です。詳細はお問い合わせください。
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出願準備

1. 提出書類

2. 顔写真

出願にあたっては以下２点を事前にご確認ください。

出願にあたって顔写真を登録いただきますので、事前にご準備ください。

1 

ネット出願にアクセス
（提出書類が揃っていない場合でもネット出願を進めることは可能です。）

2

出願情報の入力3

マイページの生成4

入学検定料の納入5

出願完了

募集要項を確認の上、必要書類をご確認ください。書類によってはお取り寄せに時間がかかる場合があ
りますので、お早目にお手続きください。
※提出書類が揃っていない場合でもネット出願を進めることは可能です。出願期間内に到着するようご準備をお願いします。

お名前・電話番号・メールアドレスを入力ください。入力完了後、登録したメールアドレスに「仮登録完
了」メール が届きますので、メール本文に記載の URL より必要事項を入力の上、本登録をお願いします。

画面に沿って出願情報を入力します。入試区分を選択し、志望理由（400字以上800字以内）を入力してくだ
さい。
※一定時間が経過すると、入力内容が消える場合があります。志望理由等は事前に作成した上で入力することを推奨します。

情報を送信すると、マイページが生成されます。出願期間内であれば、マイページより出願情報の変更が
可能です。また、最初はパスワードが設定されておりませんので、パスワードの設定をお願いします。

入学検定料10,000円を銀行振込もしくはクレジットカード
決済にて納入ください。

郵送が必要な書類の到着を以て出願完了となります。合否は後日、お知らせいたします（マイページ内で
確認が可能です）。

6

画像について
※直近3ヶ月以内に撮影したカラー写真を使用してください。
※上半身（胸あたりより上）、脱帽・正面向きで撮影してください。
※絵柄や物が映り込んだ写真は使用できません。
※頭部が切れている写真は使用できません。
※背景が無地・薄い色の写真を使用してください。
※写真加工アプリを使用し、加工された写真は使用できません。

出願の流れ

銀行：第四北越銀行
支店：柏崎中央支店
種別：普通預金
口座番号：2057993
名義：ネットの大学　マナガラ

検定料納入口座 
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出願時の必要書類
下記の必要書類を、市販の角２封筒に入れ、出願締切日必着にて「簡易書留」で郵送ください。

以下2点を印刷し、手続きを行ってください。

　①必要書類チェックシート(出願時に記入し同封)
　②宛名ラベル(市販の角2封筒に貼付)

本学サイトよりダウンロードし、印刷して出願手続きを行ってください。

※出願セット

書類提出先 

〒945-1393
新潟県柏崎市軽井川4730番地
新潟産業大学内　ネットの大学 managara 教育相談室
TEL： 0120-836-047　E-mail：managara_nyushi@ada.nsu.ac.jp

転入学 備考

出願セット 本学所定 〇

既修得単位認定申請書 本学所定 〇 ※他の大学等で修得した単位の認定を希望する場合。

在学証明書もしくは在籍期間証明書 〇 ※ 出願時に「在学期間見込証明書」を提出した場合は、入学前に
改めて「在学期間証明書」の提出が必要。

成績証明書 原本／厳封不要 〇

シラバス 〇

※ 単位認定を希望する科目の概要が記載された資料。各教育機関
のホームページからプリントアウトしたもの、冊子をコピーし
たもの、いずれも提出可能。

 （履修当時のシラバスが確認できない場合）
　・科目名が同一であれば、年度の異なるシラバスでも可
　・「科目概要」等の資料の提出も可
　・いずれも提出できない場合はご相談ください

新潟産業大学の成績証明書 △ ※本学の科目履修生として修得した単位の認定を申請する場合。

資格等の公的な証明書のコピー △ ※資格等に係る単位認定を希望する場合。

各コースの
申込手続き書類 本学所定 〇

※ ベーシックコース以外のコースに申し込む場合。各コースに必
要な書類は以下のとおり。

　・ スタンダードコース：
　　 第一学院オンラインカレッジのお申し込みに関するご案内兼

内容確認書
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事前に下記をご確認いただき、了承の上で出願ください。

１. 出願前に必ず本募集要項を確認ください。

２.  出願は必ず志願者本人が行ってください。何かしらの事情で代理の方が行う必要がある場合は、事前に教育
相談室までご連絡ください。

３.  提出書類はすべて発行日より3カ月以内のものに限ります。また、調査書・推薦書は厳封の上、送付ください。

４.  提出された書類および入学検定料は、理由のいかんにかかわらず返却いたしません。

５.  身体に障害のある受験者で、受験上特別の配慮を希望する方は、出願前に教育相談室までご連絡ください。

６.  出願に虚偽の内容や不正行為が認められた場合には、合格・入学を取り消すことがあります。

７.  受講にあたっては、８ページ記載の環境が必要です。確認の上、出願ください。

出願にあたっての注意事項

◆外国に国籍を有する方の出願について

◆海外に在住している方の出願について

◆心身に障がいのある方の出願について

日本語能力を証明する下記のいずれか1つの書類を必ず提出ください。

（１）日本語能力試験（JLPT）N1（1級)またはＮ2（2級）の日本語能力認定書のコピー
（２）日本留学試験（EJU）の日本語科目「読解・聴解・聴読解」の合計得点200点以上の成績通知書のコピー
（３）BJTビジネス日本語能力試験400点以上の成績通知書のコピー

海外に在住している方も、出願および入学は可能です。ただし、上記「出願にあたっての注意事項」・８ページの
「推奨環境」を確認の上、出願してください。なお、在学中の大学との連絡は原則学習管理システム上で行いますが、
緊急の連絡などを行う場合がありますので、日本国内の連絡先を必ず登録してください。

心身に障がいがあっても、出願および入学は可能です。ただし、点字による教材・出願書類（以下、「教材等」と略
します。）や文字を大きくした教材等、音声化した教材等、データ化した教材等、手話通訳による教材等の説明、と
いった特別な配慮はできませんので、事前に必ず、教育相談室まで問い合せください。

※母語が日本語でない方の場合

本課程の授業は、すべて日本語で行います。日本語を母語としない方は、日本語能力を証明する下記のい
ずれか1つの書類を出願時に必ず提出してください。なお、通信教育課程においては、「留学」に関する在
留資格認定証明書交付申請並びに在留期間更新許可申請はできません。

・ 日本留学試験の場合（2年以内に受験したもの）「日本語」の「読解・聴解・聴読解」の合計得点200点
以上、「記述」の得点25点以上を証明する「成績通知書」または「成績に関する証明書」

・日本語能力試験の場合N2（旧2級可） 以上を証明する「日本語能力認定書」または「成績証明書」
・実用日本語検定の場合 準 B 級以上を証明する「認定証」または「成績表」
※日本の高等学校以上の学校に通学もしくは卒業していることの証明書でも可
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回線速度 下り：512kbps以上
上り：256kbps 以上

CPU
Celeron1GHz以上、
または CoreDuo1.66GHz 以上、
または上記に相当以上の CPU

動作環境

注意事項
※ Webカメラが標準装備されていないPCの場合は、別途Webカメラを接続してください。
※  一部の授業で双方向授業（Zoom等）を実施する場合があります。マイクが標準装備されていないPCの場合は、

別途マイクを接続してください。
※ Android は機種が非常に多いため完全な動作保証はしておりません。
※  動作環境外のOS・ブラウザの場合でも、サイト自体は基本的に見ることができますが、一部の機能が利用できない・

レイアウトのずれ等が発生する場合がございます。
※  ブラウザの JavaScript、Cookie、SSL の設定が有効である必要があります。
※  セキュリティソフトウェアまたは、アンチウイルスソフトウェアのセキュリティ機能によってサービスの機能が

正しく利用できない場合があります。

推奨環境
受講にあたっては、以下の環境をご自身でご用意ください。
システムの仕様変更に応じ必要環境は変更となる場合があります。

対象OS ブラウザ

Windows 10, 11
Windows 8.1
　　　　　　※ Windows RT は非対応です。

Microsoft Edge（最新版）
FireFox（最新版）
Google Chrome（最新版）

Mac OS X以降 Safari（最新版）

iOS 10.0 以降
iPad OS 14.0 以降 Safari（最新版）

Android 5.0以降 Google Chrome（最新版）

（2022年 4月現在）
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