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１. 募集課程 （修士課程）及びアドミッション・ポリシー
＜国際関係学研究科＞
専攻

プログラム
国際関係学プログラム（2 年制）
国際開発学プログラム（2 年制）

国際関係学専攻

公共経営・政策分析プログラム（2 年制）

学位
修士（国際関係学）
修士（政治学）
修士（国際開発学）
修士（経済学）
修士（公共経営学）
修士（公共政策学）
修士（国際関係学）

日本・グローバル開発学プログラム（2 年制）

修士（国際開発学）
修士（経済学）
修士（公共経営学）

国際公共政策プログラム（1 年制）
(注)

修士（国際公共政策）

国際開発学プログラムの学位（修士“国際開発学”あるいは“経済学”）については、入学後、論文指導開始時まで
に決定されます。

「キャンパスの国際的な知的環境の創造に寄与し、重要な政策課題を共に学び、国際場裡で実践活
用できる人材を養成する」ことを主眼とし、下記の基準に照らして選抜します。
(1) 大学院で学ぶ動機（モチベーション）が明確であること。
(2) 学部での学業成績が本学での教育・研究活動に必要な水準を満たしていること。
(3) グローバル化が進む組織を牽引するリーダーとなる意欲と資質を持っていること。
(4) 本学における高い教育研究課程に耐えうる人間的成熟度を持っていること。
(5) 様々な国籍・背景を持つ本学学生の一員として、社会人としての健全な価値観を持ち、異文化
を理解し、コミュニケーションを図り、世界的な人的ネットワークを築く意欲と資質を持って
いること。
(6) 教育・研究活動に必要な英語能力を習得していること。

＜国際経営学研究科＞
専攻

プログラム

学位

ＭＢＡプログラム（2 年制）
日本・グローバル開発学プログラム（2 年制） 修士（経営学）
国際経営学専攻

ＭＢＡ１年制プログラム
デジタルトランスフォーメーションプログラ
ム（1 年制）
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修士（デジタル経営学）

明日のグローバルリーダーとなる人材の養成を目的としています。この目的に基づき、下記の基準
に照らして選抜します。
(1) 大学院で学ぶ動機（モチベーション）が明確であること。
(2) 学部での学業成績が本学での教育・研究活動に必要な水準を満たしていること。
(3) グローバル化が進む組織を牽引するリーダーとなる意欲と資質を持っていること。
(4) 本学における高い教育研究課程に耐えうる人間的成熟度を持っていること。
(5) 様々な国籍・背景を持つ本学学生の一員として、社会人としての健全な価値観を持ち、異文化
を理解し、コミュニケーションを図り、世界的な人的ネットワークを築く意欲と資質を持って
いること。
(6) グローバルビジネスを理解し、社会的責任を担って職務を遂行する意欲と資質を持っているこ
と。
(7) 教育・研究活動に必要な英語能力を習得していること。

２. 募集人員
研究科

プログラム

募集人員

国際関係学プログラム（2 年制）
国際開発学プログラム（2 年制）
国際関係学研究科

公共経営・政策分析プログラム（2 年制）

110 名
内

日本・グローバル開発学プログラム（2 年制）

国内居住者

20 名程度

海外居住者

90 名程度

国際公共政策プログラム（1 年制）
ＭＢＡプログラム（2 年制）
日本・グローバル開発学プログラム（2 年制）
国際経営学研究科

ＭＢＡ１年制プログラム

75 名
内

デジタルトランスフォーメーションプログラ

国内居住者

25 名程度

海外居住者

50 名程度

ム（1 年制）

３. 入学時期
2023年9月

４. 選抜方法
選抜は国内居住者と海外居住者について、それぞれの方法により行われます。
(1) 国内居住者: 日本人及び外国人(在留カードあるいは特別永住者証明書保有者)
面接及び出願時の提出書類により総合判定します。
国際経営学研究科IUJ Math Test受験者については、上記に加えて、出願後に実施されるIUJ Math
Testの結果も加味し、総合判定します。
(2) 海外居住者: 日本人及び外国人
出願時の提出書類により判定します。
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国際経営学研究科IUJ Math Test受験者については、出願時の提出書類に加えて、出願後に実施され
るIUJ Math Testと面接により、総合判定します。
(注)

海外居住者のうち、国際機関、外国政府等特定の機関による留学・奨学プログラムを通じて入学を志願する者に
ついては、別に定める要項により、特別選抜を実施します｡

５. 入試日程 ＜国際関係学研究科・国際経営学研究科共通＞
国内居住者

出願締切日

面接日（オンライン）

合格発表日

入学手続締切日

第１期

2 月 15 日(水)

2 月 25 日(土)

3 月 16 日(木)

4 月 6 日(木)

第２期

3 月 22 日(水)

4 月 4 日(火)

4 月 20 日(木)

5 月 12 日(金)

第３期

5 月 1 日(月)

5 月 12 日(金)

5 月 25 日(木)

6 月 16 日(金)

第４期

6 月 7 日(水)

6 月 14 日(水)

6 月 26 日(月)

7 月 21 日(金)

奨学金の受給を希望する方は早めの出願をお勧めします。
国際経営学研究科 IUJ Math Test は面接日にオンラインで行われます。

海外居住者

出願締切日

合格発表日

入学手続締切日

第１期

1 月 25 日(水)

3 月 17 日(金)

4 月 11 日(火)

第２期

2 月 14 日(火)

3 月 17 日(金)

4 月 1１日(火)

第３期

3 月 23 日(木)

4 月 21 日(金)

5 月 14 日(日)

国際経営学研究科 IUJ Math Test 受験を選択した出願者へは出願締切後に IUJ Math Test 及び面接の日程を通知し
ます。

６. 出願資格
(1) 共通： 本大学院に出願できる者は、入学以前において、次のいずれかに該当する者とします。
1)

大学を卒業した者

2)

大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者

3)

外国において、学校教育における16年の課程を修了した者

4)

外国の学校が行う通信教育を日本国内において履修することにより、当該外国の学校教
育における16年の課程を修了した者

5)

日本国内において、外国の大学相当として指定した外国の学校の課程（文部科学大臣指
定外国大学日本校）を修了した者

6)

外国の大学等において、修業年限が3年以上の課程を修了することにより、学士の学位に
相当する学位を授与された者

7)

文部科学大臣指定専修学校専門課程を修了した者

8)

防衛大学校、海上保安大学校、気象大学校など、各省大学校を修了した者

9)

本大学院において、個別の入学資格審査（注）により、大学を卒業した者と同等以上の学
力があると認めた者で、22歳に達した者

(注)個別の入学資格審査は、高等学校卒業後、短期大学、専修学校、外国大学日本分校等を修了した者等に対して行
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われます。これに該当し、個別の入学資格審査により出願資格の認定を希望する方は、事前に入試係までお問い
合わせください。

(2) 国際経営学研究科ＭＢＡ１年制プログラム：
上記（1）に加え、3 年以上の職務経験がある者
(3) 国際関係学研究科国際公共政策プログラム（1 年制）
：
上記（1）に加え、5 年以上の職務経験がある者

７. 出願方法
下記の国際大学ホームページよりオンラインで出願してください。各出願締切日24時まで利用可能
です。
【日本語】https://www.iuj.ac.jp/jp/admission/online/
【英語】

https://www.iuj.ac.jp/admission/online/

注意事項
1)

TOEFL、IELTS、GMAT等の成績証明書については、出願締切日までに本学に提出できる
よう受験してください。

2)

一旦支払われた検定料の返金はいたしません。

８. 出願書類
英語表記のものをオンライン出願内で提出してください。詳細については学生募集要項英語版
（2023 Admissions Guidelines）をご参照ください。
（No. 1～7 は共通、No. 8～11 は該当者のみ提
出）

1
2

3

4

オンライン願書
Online Application Form

志望理由書
Personal Statement
研究テーマ
Research Topic
顔写真
Photo

オンライン出願内の説明に従って入力してください。

オンライン出願内の説明に従ってアップロードしてください。
オンライン出願内の説明に従ってアップロードしてください。
※ 国際経営学研究科の志願者は、該当セクションからGuideline/Templateを
ダウンロードし、様式に沿ってご入力ください。
上半身正面。オンライン出願内の説明に従ってアップロードしてください。
1) 成績証明書
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出身大学証明書
College Certificate

2) 課程修了・学位取得証明書
オンライン出願内の説明に従ってアップロードしてください。大学院修了者
は大学学部、大学院双方について1）、2)を提出してください。入学手続き時
に各証明書本書の提出が必要になります。

4

TOEFL、IELTSまたはTOEICの成績証明書をオンライン出願内の説明に従っ
てアップロードしてください。TOEFL、IELTSの成績証明書については、出
願締切日必着で、テスト機関から直接本学に郵送しても構いません(TOEFLの
本学コードNo.は0712)。

TOEFL/IELTS/
TOEICいずれかの
成績証明書＊

なお、下記に該当する志願者はTOEFL、IELTSおよびTOEICの成績証明書の
提出は不要です。
1)

英語が母国語であり、かつ、英語を公用語とするアイルランド、英国、オースト
ラリア、カナダ、ニュージーランド、米国のいずれかの国に居住し教育を受けた
者。

English Test Score
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2)

アイルランド、アフリカ諸国 *1)、インド、英国、オーストラリア、カナダ、カリ
ブ海諸国 *2)、シンガポール、ニュージーランド、フィリピン、米国、マルタの
いずれかの国において、英語による教育で学部課程以上を修了した者。
*1) アフリカ諸国：ボツワナ、ガンビア、ガーナ、ケニア、リベリア、マラウイ、

IELTSテスト受験上の注

シエラレオネ、南アフリカ、ウガンダ、ザンビア、ジンバブエ

意：アカデミック・モジュ

*2) カリブ海諸国：バルバドス、ジャマイカ、トリニダード・トバゴ、セントクリ

ールを選択のこと

ストファー・ネーヴィス、セントルシア、セントビンセント及
びグレナディーン諸島

（注）新型コロナウィルス感染拡大を考慮し、TOEFL iBT Home Edition（TOEFLオ
ンライン受験）の成績証明書の提出も可能です。TOEFL iBT Home Editionを受けら
れる通信環境が無い場合は、出願手続き開始時に入試担当者までお知らせください。
面接試験時の英語コミュニケーション能力から英語力を判定します。

国内居住者： 9,000円
海外居住者： 5,000円
検定料
7 Application Fee

オンライン出願内の説明に従い、銀行振込またはクレジットカードで支払っ
てください（振込手数料等についてはご負担ください）。
＜振込口座＞

銀行名：

第四北越銀行（銀行番号：0140）

支店名：

大和支店（支店番号：510）

口座名義： 学校法人国際大学検定料口
口座番号： （普通）111130
国際経営学研究科の志願者は GMAT または GRE の成績証明書をオンライ
ン出願内の説明に従ってアップロードしてください(GMAT Online、GRE
Test at Home も可)。出願締切日必着で、テスト機関から直接本学に成績証
GMAT/GRE い ず れ か
の成績証明書*
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(国際経営学研究科の志
願者のみ)

明書を郵送しても構いません。
(GMAT の本学コード No.は BV1-7F-20、GRE のコード No.は 0712)
国内居住者、デジタルトランスフォーメーションプログラム志願者、及び海

GRE テ ス ト 受 験 上 の 注 外居住者第３期志願者は GMAT/GRE スコアの提出に代え、IUJ Math Test
意： General Test を選択 （オンライン）での受験が可能です。オンライン出願内で IUJ Math Test 受
のこと

験を選択してください。オンライン出願完了後、詳細な実施方法をお知らせ
します。

カメラ及びマイク機能を有するパソコンを用意し、インターネット環境が整った静か
な個室で、一人で受験してください。

5

【必要動作環境】
・macOS Catalina (version 10.15, 2015 model or after) / Windows 10 Version 1909
(RAM 8GB)
・Broadband communication speed: 10Mbps

オンライン出願内で IUJ Math Test サンプルをダウンロードできます。
（注）新型コロナウィルス感染拡大を考慮し、海外居住者第１期・第２期志願者が現
地の GMAT/GRE テストセンターを利用できず、
GMAT Online/GRE Test at Home
の受験もできない正当な理由が認められる場合は IUJ Math Test（オンライン）で
の受験が可能です。これに該当する場合は、遅くとも出願締め切り日の 2 週間前ま
でに入試担当者までお知らせください。
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在留カードのコピー

国内居住者のうち日本国籍以外の者のみ、在留資格・住居地等の証明のためオ

（国内居住外国人のみ）

ンライン出願内にアップロードしてください。

パスポートのコピー

日本国籍以外の者のみ、顔写真が表示されているページをオンライン出願内

（外国人のみ）

にアップロードしてください。

大学等学術機関発行の
11 研究歴証明書
（該当者のみ）

*(参考)
TOEFL:
IELTS:

大学教育修了までの学校教育の課程が16年に満たない国において大学教育を
修了し、その後、大学等の研究機関においておおむね1年以上研究に従事して
おり、22歳に達した者で、この研究歴により出願資格を満たそうとする者は、
研究歴証明書を提出してください。

日本での TOEFL/IELTS/TOEIC、 GMAT/GRE 機関照会先
プロメトリック株式会社

Tel:(03)6204-9830

www.prometric-jp.com/

スコアレポート用コードナンバー: 0712

㈶日本英語検定協会 IELTS 事務局

Tel:(03)3266-6852

www.eiken.or.jp/ielts/
TOEIC:

IIBC 試験運営センター

Tel:(03)5521-6033

www.toeic.or.jp
GMAT:

GMAT® Customer Service

スコアレポート用コードナンバー: BV1-7F-20

www.mba.com/
GRE:

プロメトリック株式会社

Tel:(03)6204-9830

www.prometric-jp.com/

スコアレポート用コードナンバー: 0712

９. 試験 (国内居住者及び国際経営学研究科 IUJ Math Test 受験海外居住者のみ)
＜面接（共通）＞
(1） 日本国内居住者及び国際経営学研究科 IUJ Math Test 受験海外居住者に対しては面接試験
を行い、出願書類と合わせて総合的に判定します。
(2） 面接はオンラインで行い、言語は英語で実施します。
(3） 奨学金の受給を希望される方は早期の受験をお勧めします。
(4） 面接時間についての詳細は試験日の 1 週間前をめどに受験者に通知します。
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＜IUJ Math Test（国際経営学研究科）＞
国内居住者、デジタルトランスフォーメーションプログラム志願者及び海外居住者第３期志願者は、
GMAT/GRE スコアの提出に代え、面接前にオンラインで実施される IUJ Math Test での受験が可
能です。

１０.

合格発表

(1） 時間： 各合格発表日

13:00

(2） 方法： オンライン
オンライン出願内で合否を発表いたします。合格者には入学手続き関係書類を郵送します。

１１.

入学手続

入学手続の要領については、合格発表日に合格者に送付される「入学手続の手引」にて通知します。
合格後、入学希望者は所定の入学手続締切日までに入学手続*を完了してください。入学手続完了
者に対してのみ入学許可書が発行されます。
*(1)所定の手続き書類の提出(出身大学証明書、健康診断書等)と(2)入学金の納付

１２. 修学に必要な主たる経費
(1） 学納金
入学金

各プログラム共通

300,000 円

授業料
国際関係学研究科：
・国際関係学プログラム（2 年制）

3,200,000 円（年）

・国際開発学プログラム（2 年制）

〃

・公共経営・政策分析プログラム（2 年制）

〃

・日本・グローバル開発学プログラム（2 年制）

〃

・国際公共政策プログラム（1 年制）

3,900,000 円

国際経営学研究科：
・ＭＢＡプログラム（2 年制）

3,200,000 円（年）

・日本・グローバル開発学プログラム（2 年制）
・ＭＢＡプログラム（1 年制）

〃
3,900,000 円

・デジタルトランスフォーメーションプログラム（1 年制）

〃

(2） 生活費
単身寮費＊（部屋代）

39,000 円（月）

学寮維持管理費

10,000 円（入寮時のみ）

光熱水道料金
食

5,000 円（月）（概算）

費

30,000 円（月）（概算）
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教材費

国際関係学研究科

30,000 円（年）（概算）

国際経営学研究科

90,000 円（年）（概算）

＊単身寮費には、電話基本料金、学内LAN利用料金、寝具レンタル料金が含まれます。

(3） 夏期英語集中講座（IEP）入学者向受講料（該当者のみ）
受講料、教材費、課外活動費

企業等からの派遣生 1,000,000 円
私費学生

500,000 円

（注）
1)

入学金は入学手続期間に納付してください。なお、一旦納入された入学金は、いかなる理由があって
も返還しません。

2)

授業料は学期ごとに分納することもできます。初年度第１学期分は、予め通知する入学前の期限まで
に納付してください。

3)

在学中に、交換留学に参加あるいは現地研修（学生個々人の研究計画に応じて実施される任意のカリ
キュラム）を実施する場合は、上記のほか渡航費、現地での滞在費等が必要となります。

１３. 奨学金制度
国際大学では、日本人及び外国人学生(原則として私費学生のみ)の修学を支援する奨学金制度を設
けています。受給を希望される方はオンライン出願内で申請してください。入試成績を勘案して奨
学金グレードを決定し、合格発表時に結果を通知します。
詳細は国際大学奨学金案内またはホームページをご参照ください。

【ご参考】夏期英語集中講座（IEP）
IEP（Intensive English Program）は入学予定者を対象とする8週間の夏期英語集中講座です。ディ
スカッションやプレゼンテーションだけでなく、リーディングやライティングも含め、実質的で確
実な英語スキルの獲得を目標とした合宿型のプログラムです。例年７月中旬より８週間行われます。
私費でIEPの受講を希望される方は、早めの入学試験日での受験をお勧めいたします。なお、IEP
は、基本的にはTOEFL iBT 80点（TOEIC 730点相当）未満の方が対象ですが、80点以上の方にも
参加を推奨しています。
詳細については、語学プログラム担当(TEL:025-779-1498, E-mail:iep@iuj.ac.jp)までお問い合わせください。

その他
身体に障がいのある方の受験については、必ず出願に先立ち、入試係までお問い合わせください。

8

【個人情報の取り扱いについて】
本学では、提出された出願書類等は、入試関連業務および入学後の学籍管理関連業務以外の目的に
は使用しません。
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＜お問い合わせ先＞
国際大学（IUJ）
〒949-7277 新潟県南魚沼市国際町777番地
国際関係学研究科 入試係

Tel:
Fax:
E-mail:
URL:

(025)779-1200
(025)779-1188
admgsir@iuj.ac.jp
https://www.iuj.ac.jp/jp/admis/
https://www.iuj.ac.jp/jp/graduate/gsir/

国際経営学研究科 入試係

Tel:
Fax:
E-mail:
URL:

(025)779-1500
(025)779-1188
admgsim@iuj.ac.jp
https://www.iuj.ac.jp/jp/admis/
https://www.iuj.ac.jp/jp/graduate/gsim/

