2023年度
Application for Admission

募集要項
春 学 期 募 集（4月入学）
【募集対象】
● 正科生（3年次編入学）

● 正科生（1年次入学）

● 正科生（2年次・3年次転入学）

● 特修生

● 科目等履修生

秋 学 期 募 集（1 0月入学）
【募集対象】
● 正科生（3年次編入学）

● 特修生

● 科目等履修生
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のわかるビジネスパーソン」という、知識的にも技能的にも今後の社会に求められるバランスの取れた
人材の育成を目指しています。学部カリキュラムでは、テクノロジーとビジネスの両分野を基礎から幅広
く学んだ後、進路に応じて、プログラミングに始まり、IoT・ビッグデータからAIに至る利用技術の基礎
を身に付け、起業・経営のために必要な実践的知識を修得します。
建学の理念に基づき、社会に貢献できる人間でありたいと願う、すべての人に門戸を開いています。入
学に際しては、志望動機から学習意欲を確認するとともに、大学での学びに必要な思考力・判断力・表
現力等を有しているか判定します。入学後には、ITとビジネスに関する基礎科目の学修が必要となり、
そのためには高校卒業程度の基礎学力が求められます。仮に履修の不足分野がある場合や、復習が必
要な場合には、入学者それぞれに合わせて補習授業を行い、弱点を補います。

※サイバー大学の授業はすべて日本語で行われますので、母語が日本語ではない方は以下のいずれかの
日本語能力を証明する書類を提出していただく必要があります。

１.日本留学試験（EJU）「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（2年以内に受験したもの）

２.日本語能力試験（JLPT）N2以上
３.実用日本語検定（J.TEST）準B級以上
また、身体的に障がいをお持ちの方は、障がいの種類や程度によって、受講できない科目がありますので、別途ご相談ください。
精神的・身体的疾患のある方への修学支援について（https://www.cyber-u.ac.jp/support/consideration.html ）

出願にあたっての確認・了解事項
出願に際しては以下の事項をご確認いただき、了解のうえで出願してください。

出願等について
・すべての提出書類は理由の如何に関わらず返却いたしません。
・入学時点で入学要件を満たしていることを確認できない場合は、入学取り消しとなる可能性があります。
・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。
なお、合否に関わる問い合わせは一切受け付けません。
・検定料を所定の期日までに納付しない、もしくは提出書類を期日までに提出しない場合は、入学検定を辞退した
ものとみなします。
検定料は理由の如何に関わらず返還いたしません。ただし特修生・科目等履修生で履修選考に漏れ、1科目も履修
できなくなった場合は、検定料を返還いたします。
・入学金（正科生）、登録料（特修生・科目等履修生）、授業料、学籍管理料、システム利用料、その他の費用は
所定の期日までに納付してください。また、入学後に納付された費用は理由の如何に関わらず返還いたしません。
・特修生・科目等履修生の履修期間は1学期間です。履修の前提条件が指定された科目は登録できません。
履修期間終了後も履修の継続を志願する者は、所定の費用を支払い、大学が許可した場合において、翌学期も継続
して履修することができます。

・本学ではEU一般データ保護規則（以下「GDPR」という。）遵守のため、対象国に滞在または居住する者による
出願はできません。EU加盟国をはじめとするGDPR対象国からの出願が発覚した場合には、合格・入学を
取り消すことがあります。
また、入学後においてもGDPR対象国からの学習およびそれを理由とした休学は認めていません。
・本学は障がいを理由に入学をお断りすることはありませんが、フルオンラインの特殊な学習環境のため、
身体的に障がいをお持ちの方は、障がいの種類や程度によって、受講できない科目があります。出願の際、
入学願書にその旨を入力してください。なお、内容に応じて詳細をうかがう場合があります。
※ 精神的・身体的疾患のある方への修学支援について （ https://www.cyber-u.ac.jp/support/consideration.html ）

・出願時に不適切な行為や言動（ハラスメント等）があった場合は、合否に影響します。
・その他、本要項の注意事項等を確認のうえ、手続きを進めてください。

入学区分について
・入学の目的や最終学歴に応じた入学区分で出願手続きを進めてください。
・入学区分が不明な場合は入試係まで事前にお問い合わせください。
入学目的

・願書提出以降のすべての手続きは、出願した募集期間のみ有効です。
手続きが途中であっても、次学期の出願手続きに持ち越すことはできません。
・入学を辞退することが確定した場合、春学期（4月入学）出願者は、2023年3月31日（金）、
秋学期（10月入学）出願者は、2023年9月30日（土）までに入試係にお申し出ください。
所定の期日までに履修登録を行わない者または、入学金、授業料、登録料、学籍管理料およびシステム利用料
その他の費用を納付しない者は入学を辞退したものとみなします。
・本学は、「個人情報の保護に関する法律」（平成15年5月30日法律第57号）、
ならびに「学校における生徒等に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に
関する指針」（平成16年文部科学省告示第161号）の遵守徹底を図り、志願者本人、志願者が未成年である場合に
おいてはその保護者の方および推薦人等に関する個人のプライバシー・個人情報の保護に努めており、本学の
「個人情報保護方針」に則って個人情報を取り扱います。「個人情報保護方針」の詳細は、本学Webサイトで
ご確認ください。なお、入学後は、自己紹介、演習授業でのプレゼンテーション等において氏名、ご本人を
撮影した動画・画像等が他の受講者に公開されることがあります。
・出願時点で、パソコン・Webカメラおよび志願者本人のメールアドレスが必要となります。
また入学後は、パソコンやモバイル端末を利用して学習を行うため、ご自宅等にインターネット環境を
整える必要があります。

● 大学卒業資格
（学士号）
を取得したい
● ITとビジネスを体系的に
学びたい
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2023年度募集

入学区分

高校卒業以上、高認・大検合格

正科生（1年次入学）

他大学、短大、高等専門学校、
専修学校（専門課程）、
高等学校専攻科を卒業

正科生（3年次編入学）

他大学で1年以上在学し、30単位以上修得

正科生（2年次転入学・3年次転入学）

最終学歴が中学校卒業、あるいは高校退学

（一定の条件を満たせば正科生（1年次入学）として
入学でき、大学卒業をめざすことが可能。）

特修生

高校卒業以上、高認・大検合格

●大学卒業資格
（学士号）は不要
●特定の科目のみ
学びたい

他大学、短大、高等専門学校、
専修学校（専門課程）、
高等学校専攻科を卒業

科目等履修生

他大学に在学中または退学予定
最終学歴が中学校卒業、あるいは高校退学

※ フィーチャーフォンのメールアドレスは使用できません。
パソコンは（ https://www.cyber-u.ac.jp/qualiﬁcation/ ）に記載された要件を満たすものをご用意ください。
また大学からのお知らせがeメールで届く場合もありますので、パソコンでeメールのやりとりができるようにご準備ください。

・本学との協定に基づく者を除いては、二重学籍を認めておりません。
他大学等に在籍している場合、本学へ入学する際は退学することが必要となるため、退学したことを証明
する書類を必ず提出してください。期日までに提出できない場合、別紙の退学申請証明書を提出し、後日
あらためて退学証明書類を提出してください。なお、入学後に、二重学籍が発覚した場合は、入学取り消しとなる
場合があります。

最終学歴

特修生

選考方法について
志望動機書の内容や提出書類により選考を行い、入試判定委員会および教授会審議を経て、
学長が合否を決定します。
なお、選考の過程で、提出書類による選考だけでなく電話面談等を実施する場合があります。

2023年度募集
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募集日程について

学費について

春学期募集（2023年4月1日入学）

学費について

募集対象 : 正科生（1年次入学）／正科生（3年次編入学）／正科生（2年次・3年次転入学）／特修生／
科目等履修生
募集区分
一次募集
二次募集
三次募集

出願期間

／

検定料納付期間

2022年 11月 21日
（月）12:00 〜 2022年 12月 15日
（木）
※2022年12月16日
（金）書類必着

2022年 12月 16日
（金）12:00 〜 2023年 1 月 30日
（月）
※2023年 1 月31日
（火）書類必着

2023年 1 月 31日
（火）12:00 〜 2023年 3 月 3 日
（金）
※2023年 3 月 6 日
（月）書類必着

合格発表日

※入学手続サイトにて発表

2023年 1 月 11日
（水）18:00〜
2023年 2 月 14日
（火）18:00〜

入学区分

入学金

学籍管理料

システム利用料

授業料

10,000円

100,000円

12,000円

16,000円

21,000円

（出願時のみ）

（入学時のみ）

／1学期

／1学期

／1単位

検定料

登録料

学籍管理料

システム利用料

授業料

10,000円

20,000円

12,000円

16,000円

21,000円

（出願時のみ）

／1学期

／1学期

／1学期

／1単位

正科生（1年次入学）
正科生（3年次編入学）

正科生（2年次・3年次転入学）

2023年 3 月 16日
（木）18:00〜
入学区分

募集区分

検定料

納付期間 （入学金・登録料・学籍管理料・システム利用料・授業料）

特修生

2023年 3 月 3 日
（金）18:00 〜 2023年 3 月 31日
（金）

科目等履修生

一次募集合格者
二次募集合格者
2023年 3 月 24日
（金）18:00 〜 2023年 3 月 31日
（金）

三次募集合格者

＜正科生（1年次入学）の場合＞
・卒業までに最低限必要な授業料は、21,000円×124単位＝2,604,000円です。
・授業料の他、4年間（8学期）在籍した場合、
（学籍管理料＋システム利用料）×8学期＝224,000円が必要です。

秋学期募集（2023年10月1日入学）
募集対象 : 正科生（3年次編入学）／特修生／科目等履修生
募集区分
一次募集
二次募集

募集区分

出願期間

／

検定料納付期間

2023年 6 月 29日
（木）〜 2023年 7 月 31日
（月）
※2023年8月1日
（火）書類必着

2023年 8 月 1 日
（火）〜 2023年 8 月 29日
（火）
※2023年8月30日
（水）書類必着

※入学手続サイトにて発表

2023年 8 月 16日
（水）18:00〜
2023年 9 月 12日
（火）18:00〜

一次募集合格者

2023年 8 月 30日
（水）18:00 〜 2023年 9 月29日
（金）

二次募集合格者

2023年 9 月 22日
（金）18:00 〜 2023年 9 月29日
（金）

・書類については、ご自身の出身校に連絡し、お取り寄せください。
・合否に関するお問い合わせにはお答えしかねます。
・手続き完了日によって、合格発表日が通常日程と異なることがあります。
・入学手続きの詳細については、合格発表後、合格者に別途ご連絡します。
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合格発表日

納付期間 （入学金・登録料・学籍管理料・システム利用料・授業料）

【注 意事 項】

2023年度募集

【注 意事 項】

＜正科生（編入学・転入学）の場合＞
・卒業までに最低限必要な授業料は認定単位数に応じて異なります。
（授業料＝21,000円×（124単位−認定単位数））
例）60単位認定された場合、21,000円×（124単位‑60単位）＝1,344,000円です。
・授業料の他、2年間（4学期）在籍した場合、
（学籍管理料＋システム利用料）×4学期＝112,000円が必要です。
＜特修生／科目等履修生の場合＞
・必要な費用は、21,000円×履修単位数＋登録料＋学籍管理料＋システム利用料となります。
＜各入学区分共通＞
・本学では個々の学びのスタイルに応じて、各学期の履修単位数を設定することができます。
・授業料は履修する単位数に応じてお支払いください。ただし、正科生の場合、各学期の履修単位数の下限は、原則8単位です。
・本学で学習を進めるにあたって、上記金額以外に教材費、通信費、その他の費用が発生することがあります。
また、一部の科目を履修する際に、実習環境利用料（3,000円〜4,800円／1科目）が必要です。
・入学金、登録料、授業料、学籍管理料、システム利用料、実習環境利用料に関しては一括の支払いをお願いします。
・払込票の請求額が300,000円を超える場合は、コンビニエンスストアでのお支払いはできませんので、郵便局や銀行にて
お支払いください。
・最終日にお支払いいただく場合は翌営業日扱いにならないよう、必ず午前中に納付手続きを行ってください。
・海外在住者は、払込票が使用できないため、銀行振込等でのお支払いが選択できます。
詳しくは本学Webサイトの学費ページ（https://www.cyber-u.ac.jp/tuition/ ）をご覧ください。

2023年度募集
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出願手続きについて
※春学期出願と秋学期出願で、一部手続き方法や手続サイトの画面レイアウトが異なります。
本学Webサイトを確認のうえ最新の情報にしたがって、出願手続きを行ってください。

「入学手続サイト」からの出願手続き

STEP.

1

STEP.

8

STEP.

5 志望動機書入力

志望動機書を入力します。まずは以下の4項目について、選択式で回答してください。

STEP.

1 入学手続サイトにアクセス

入学の目的／サイバー大学を選んだ理由／卒業までの期間／学びたい内容
次に、以下の課題作文を作成してください。

本学での履修体験を活かして、卒業後にはどのような人材となることをめざしますか

https://www.cyber-u.ac.jp/apply/

200文字以上〜400文字未満で、具体的に分かりやすい表現で入力してください。なお、長
時間ページを開いているとエラーになる場合があります。途中で「一時保存」ボタンを押し
ながら進めるか、あらかじめ「メモ帳」等で内容を用意したうえでご入力ください。

〈 ご用意いただくもの 〉
・クレジットカード（入学検定料をクレジットカードで支払う場合）
・入学区分に応じた提出書類（郵送するまでの間に揃える）
・提出書類郵送用封筒
（資料請求時に同封の封筒あるいは市販の角2封筒）

秋学期（10月入学）出願者の場合 ： 本学Webサイトにて最新情報を確認のうえ、手続きを進めてください。

STEP.

2 ID登録開始

「まずはID登録」ボタンをクリックして、フォームへ氏名やメールアドレスを入力
します。

STEP.

3 システム利用規約の確認

STEP.

入学検定料（10,000円）を納付してください。
納付方法は、クレジットカードと銀行振込（ネットバンキング・払込票）から選択でき
ます。
ネットバンキングの場合は、eメールで振込情報をご案内しますので、即日お振込み
いただけます。払込票の場合は、郵送される払込票をご利用のうえ、全国の郵便局、
銀行、コンビニエンスストアにてお支払いください。

STEP.

秋学期（10月入学）出願者の場合 ： 証明写真のみ、郵送ではなくWeb上にアップロードのうえ提出してください 。

※ eメールのセキュリティ設定によっては、迷惑メールに振り分けられる場合が
ありますのでご注意ください。

4 入学願書提出

マイページにログインし、出願手続きを始めます。画面の案内に従い、願書提出に
必要な項目を入力します。入学区分の詳細はP10〜19をご確認ください。

7 郵送で書類を送付

提出書類は、入学区分により異なります。各入学区分の提出書類（P10〜19）を確認のうえ、書類提出期日
までに「簡易書留」にてご郵送ください。郵送には資料請求時に同封の封筒あるいは市販の角2封筒をご
利用ください。
市販の角2封筒の場合、宛名用紙（ https://www.cyber-u.ac.jp/pdf/recruitment/address̲form.pdf ）
を印
刷し、貼り付けてください。

利用規約を確認のうえ、「確認画面へ進む」をクリックしてください。入力された
メールアドレス宛に登録用のURLが記載されたeメールが届きますので、アクセス
してアカウント作成を完了してください。

STEP.

6 検定料納付

書類郵送先

STEP.

〒813-0017 福岡県福岡市東区香椎照葉3-2-1 シーマークビル 3階
サイバー大学 入試係 宛

8 出願完了

書類に不備がないことが確認されると、入学手続サイト「入学までのステップ」の「書類送付」メニューにチェックが入ります。チェックが
入ると出願手続きが完了となりますので、合格発表までお待ちください。
※掲載されている画面は実際の画面と異なる場合があります。
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2023年度募集

09

正科生（1年次入学）
◎ 春学期：2023年 4月1日入学：800人

募集人員

● 秋学期：2023年10月1日入学：募集無し

高校卒業以上で大学卒業をめざす方

出願から入学までの日程

P06参照

出願資格および提出書類
出願資格
1

2

必須提出書類

2023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

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）。

証明写真

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。

〈出願時に未成年の方〉
誓約書・保証書（別紙）

最近3か月以内に撮影
半身、脱帽、正面、背景なしカラー写真

高等学校（同等）の

※スナップ写真の使用は不可

〈大学、短大、専門学校を退学された方〉

・卒業（修了）証書のコピー
・調査書

3

該 当者のみ提出書類

退学証明書
※退学手続き中の方は退学申請証明書（別紙）

スペースあける

・卒業証明書
のいずれか1点

〈証明書と現在の姓が異なる方〉
婚姻やその他の理由により証明書記載の姓と
現在の姓が異なる場合は、戸籍謄本または
戸籍抄本

4cm

4

5

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。

〈母語が日本語ではない方〉
・合格証書のコピー
・合格証明書
・合格成績証明書

写真は本人確認および学生証に使用します。

のいずれか1点

6

・日本留学試験（EJU）
「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」
（2年以内に受験したもの）

3cm

裏面に氏名と電話番号を記載し 、
写真台帳（別紙）に貼り付け、証明書類と一緒に
郵送してください 。

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
（特修生として本学に在籍し、本学の指定する科目を16単位以上修得済みである者。
詳細はP17「特修生を経た正科生入学」を参照）。

・日本語能力試験（JLPT）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（J.TEST）準B級以上を証明する
「認定証」または「成績表」
いずれかの日本語能力を証明する書類（コピー可）を
必ず提出してください

【注 意事 項】
・書類の提出期限は、各出願期間の最終日の翌営業日必着です。期日を過ぎた場合、不合格となる場合がありますので、

P20 単位認定制度

〈別紙〉
退学申請証明書

〈別紙〉
誓約書・保証書

〈別紙〉写真台帳

あらかじめご了承ください。
・出身校より書類を取り寄せる場合、お手元に届くまでに時間を要する場合がありますので、あらかじめ余裕を持ってご準備ください。
・提出書類はコピーと記載されているもの以外すべて原本での提出が必須です。
・提出書類は日本語または英語で表記されたものが必要です。他言語の書類は、日本語または英語に翻訳した書類を添付してください。
翻訳書類は大使館や所属学校等の公的機関による証明（証明機関による証明日、証明機関名、証明者の署名が記載されたもの）が必要です。
・提出書類は返却しません。
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2023年度募集

書類郵送先

※簡易書留でお送りください。

〒813-0017

福岡県福岡市東区香椎照葉3-2-1 シーマークビル 3階

サイバー大学 入試係 宛

お問い合わせ先

サイバー大学

E-mail：nyushi@cyber-u.ac.jp

入試係

Tel：0120-948-318

受付時間：10：00〜19：00（日曜を除く）

2023年度募集

11

正科生（3年次編入学）
◎ 春学期：2023年 4月1日入学：225人（3年次転入学を含む）

募集人員

● 秋学期：2023年10月1日入学：100人

大学・短大・高専・専門学校・高等学校専攻科を 卒業 された方

出願から入学までの日程

P06参照

出願資格および提出書類
出願資格

1

2

春学期：2023年 4 月入学を希望する場合は、2023年3月までに
秋学期：2023年10月入学を希望する場合は、2023年9月までに
次号のいずれかに該当する者

必須提出書類
証明写真

他の大学（外国の大学を含む）を卒業、または卒業見込みの者。

短期大学（外国の短期大学を含む）を卒業、または卒業見込みの者。

①卒業（修了）証書のコピー
または
卒業証明書（最終学歴）

高等専門学校（外国の高等専門学校を含む）を卒業、または卒業見込みの者。

〈証明書と現在の姓が異なる方〉

最近3か月以内に撮影
半身、脱帽、正面、背景なしカラー写真

婚姻やその他の理由により証明書記載の姓と
現在の姓が異なる場合は、戸籍謄本または
戸籍抄本

※スナップ写真の使用は不可

②成績証明書

3

該 当者のみ提出書類

スペースあける

※出願時受講中の科目がある場合は、
後日最終の成績証明書を提出すること

〈母語が日本語ではない方〉
・日本留学試験（EJU）
「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」
（2年以内に受験したもの）

4cm

4

高等学校の専攻科、中等教育学校の後期課程の専攻科および特別支援学校の専攻科（修業年限が2年以上であること、
その他の文部科学大臣の定める基準を満たす者に限る）を修了、または修了見込みの者。

①卒業（修了）証書のコピー
または
卒業証明書（最終学歴）

・日本語能力試験（JLPT）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」

※出願時受講中の科目がある場合は、
後日最終の成績証明書を提出すること

5

6

専修学校の専門課程（文部科学大臣の定める基準である、修業年限が2年以上、総授業時数が1,700時間以上、
または62単位以上である者に限る）を修了、または修了見込みの者（学校教育法第90条第1項に規定する者に限る）。

旧国立工業教員養成所または旧国立養護教諭養成所を卒業した者。

・実用日本語検定（J.TEST）準B級以上を証明する
「認定証」または「成績表」
いずれかの日本語能力を証明する書類（コピー可）を
必ず提出してください

3cm

②成績証明書

写真は本人確認および学生証に使用します。
◎春学期（4月）入学希望者

③編入学資格証明書

裏面に氏名と電話番号を記載し、
写真台帳（別紙）に貼り付け、証明書類と一緒に
郵送してください。

※専門士授与の記載がある場合、
編入学資格証明書は不要

●秋学期（10月）入学希望者

①卒業（修了）証書のコピー
または
卒業証明書（最終学歴）

デジタルカメラ・スマートフォン等で自身を撮影し、
手続サイト上からアップロードしてください。
写真のファイル形式はJPG、ファイルサイズ10MB
以下でご用意ください。

②成績証明書

※写真加工アプリの使用不可

【注 意事 項】
・書類の提出期限は、各出願期間の最終日の翌営業日必着です。期日を過ぎた場合、不合格となる場合がありますので、

P20 単位認定制度

〈別紙〉編入学資格証明書

〈別紙〉写真台帳

※春学期（4月入学）のみ

あらかじめご了承ください。
・出身校より書類を取り寄せる場合、お手元に届くまでに時間を要する場合がありますので、あらかじめ余裕を持ってご準備ください。
・提出書類はコピーと記載されているもの以外すべて原本での提出が必須です。
・提出書類は日本語または英語で表記されたものが必要です。他言語の書類は、日本語または英語に翻訳した書類を添付してください。
翻訳書類は大使館や所属学校等の公的機関による証明（証明機関による証明日、証明機関名、証明者の署名が記載されたもの）が必要です。
・秋学期募集のみ、証明写真は郵送ではなくWeb上にアップロードのうえ提出してください。
・提出書類は返却しません。
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書類郵送先

※簡易書留でお送りください。

〒813-0017

福岡県福岡市東区香椎照葉3-2-1 シーマークビル 3階

サイバー大学 入試係 宛

お問い合わせ先

サイバー大学

E-mail：nyushi@cyber-u.ac.jp

入試係

Tel：0120-948-318

受付時間：10：00〜19：00（日曜を除く）

2023年度募集

13

正科生（2年次転入学・3年次転入学）
募集人員

他大学を 退学 された方

出願から入学までの日程

P06参照

◎ 春学期：2023年 4月1日入学 ：2年次転入学：50人
：3年次転入学：225人（ 3年次編入学を含む）
● 秋学期：2023年10月1日入学：2年次転入学・3年次転入学ともに募集無し

出願資格および提出書類
出願資格

必須提出書類

2023年3月までに以下のいずれかに該当し、かつ本学以外の大学を退学済みまたは退学予定の者

該 当者のみ提出書類

証明写真
〈出願時退学済みの方〉

1

2年次転入学：本学以外の修業年限4年以上の大学に1年以上在籍し、かつ30単位以上修得済みの者。

〈証明書と現在の姓が異なる方〉
婚姻やその他の理由により証明書記載の姓と
現在の姓が異なる場合は、戸籍謄本または
戸籍抄本

最近3か月以内に撮影
半身、脱帽、正面、背景なしカラー写真

①在籍期間証明書
または
退学証明書
（入学時期と退学時期が
明記されている書類）

※スナップ写真の使用は不可

〈母語が日本語ではない方〉

スペースあける

・日本留学試験（EJU）
「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」
（2年以内に受験したもの）

②成績証明書
4cm

〈入学月の前月までに退学予定の方〉

・日本語能力試験（JLPT）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」

①退学申請証明書（別紙）
※退学手続きが完了次第
退学証明書を提出すること

2

3年次転入学：本学以外の修業年限4年以上の大学に2年以上在籍し、かつ62単位以上修得済みの者。

・実用日本語検定（J.TEST）準B級以上を証明する
「認定証」または「成績表」
いずれかの日本語能力を証明する書類（コピー可）を
必ず提出してください

3cm

②成績証明書
※出願時受講中の科目がある場合は、
後日最終の成績証明書を提出すること

③在籍期間証明書

写真は本人確認および学生証に使用します。
裏面に氏名と電話番号を記載し 、
写真台帳（別紙）に貼り付け、証明書類と一緒に
郵送してください 。

【注 意事 項】
・書類の提出期限は、各出願期間の最終日の翌営業日必着です。期日を過ぎた場合、不合格となる場合がありますので、

P20 単位認定制度

〈別紙〉退学申請証明書

〈別紙〉写真台帳

あらかじめご了承ください。
・出身校より書類を取り寄せる場合、お手元に届くまでに時間を要する場合がありますので、あらかじめ余裕を持ってご準備ください。
・提出書類はコピーと記載されているもの以外すべて原本での提出が必須です。
・提出書類は日本語または英語で表記されたものが必要です。他言語の書類は、日本語または英語に翻訳した書類を添付してください。
翻訳書類は大使館や所属学校等の公的機関による証明（証明機関による証明日、証明機関名、証明者の署名が記載されたもの）が必要です。
・提出書類は返却しません。
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2023年度募集

書類郵送先

※簡易書留でお送りください。

〒813-0017

福岡県福岡市東区香椎照葉3-2-1 シーマークビル 3階

サイバー大学 入試係 宛

お問い合わせ先

サイバー大学

E-mail：nyushi@cyber-u.ac.jp

入試係

Tel：0120-948-318

受付時間：10：00〜19：00（日曜を除く）

2023年度募集
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特修生

大学入学資格をお持ちでない方

◎ 春学期：2023年 4月1日入学
各学期で科目ごとに募集

募集人員

● 秋学期：2023年10月1日入学

※ただし正科生の履修が優先されますので、ご希望の科目によっては
履修できない場合があります。

出願から入学までの日程

P06参照

特修生を経た正科生入学
「特修生を経た正科生入学」とは、高校卒業資格を持たず、大学入学資格検定および高等学校卒業程度認定試験に
合格していない方でも、特修生を経て正科生の1年次として入学し、大学卒業資格をめざすことができる制度の
ことです。

■対象者
以下のすべてを満たす者。
（１） 高校卒業資格を持たず、大学入学資格検定および高等学校卒業程度認定試験にも合格していない者。
（２） 大学卒業資格の取得を希望する者。

出願資格および提出書類
出願資格

必須提出書類

該当者のみ提出書類

証明写真
最近3か月以内に撮影
半身、脱帽、正面、背景なし
カラー写真
※スナップ写真の使用は不可

スペースあける

・住民票

〈出願時に未成年の方〉
誓約書・保証書（別紙）

■正科生（1年次入学）としての出願要件
以下の条件をすべて満たす者。
（１） 特修生として1学期以上の期間本学に在籍し、本学の指定する以下の科目を16単位以上修得済であること。

〈証明書と現在の姓が異なる方〉

科目名

婚姻やその他の理由により証明書記載の
姓と現在の姓が異なる場合は、戸籍謄本
または戸籍抄本

・運転免許証

1

4cm
中学校卒業または
または
健康保険証の
高等学校退学等で
コピー
2023年4月1日に
（裏面に住所の記載
満18歳に達し、
がある場合は、
3cm
本学の科目を
裏面のコピーも提出） 写真は本人確認および受講証に
履修し得る能力が
使用します。
あると認められる者。 いずれか1点

◎春学期（4月）入学希望者

外国籍の方は
在留カードのコピー

裏面に氏名と電話番号を記載し、
写真台帳（別紙）に貼り付け、
証明書類と一緒に郵送してください。
●秋学期（10月）入学希望者
デジタルカメラ・スマートフォン等で
自身を撮影し、手続サイト上から
アップロードしてください。
写真のファイル形式はJPG、ファイル
サイズ10MB以下でご用意ください。

〈母語が日本語ではない方〉
・日本留学試験（EJU）
「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」
（2年以内に受験したもの）
・日本語能力試験（JLPT）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（J.TEST）準B級以上を
証明する「認定証」または「成績表」
いずれかの日本語能力を証明する
書類（コピー可）
を必ず提出してください

1単位

ITのための基礎知識

2単位

教養科目（自然科学分野）

2単位以上

教養科目（人文科学分野）

2単位以上

教養科目（社会科学分野）

2単位以上

専門・教養・外国語科目
（自由選択）

7単位以上

合計

16単位以上

【注 意事 項】
・正科生として入学する際には、あらためて出願手続きが必要です。詳細はお問い合わせください。
・特修生として履修した科目については申請により既修得単位認定を行います。
・本学で修得した単位について、他大学にて既修得単位認定を得ることはできません。
・本学にて学士取得後も、高校卒業（およびそれと同等）の資格を得ることはできません。

【注 意事 項】
不合格となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

スタディスキル入門

・大学入学資格は本学のみにおいて有効です（他大学への入学・転学はできません）。

※写真加工アプリの使用不可

・書類の提出期限は、各出願期間の最終日の翌営業日必着です。期日を過ぎた場合、

必要単位数

〈別紙〉誓約書・保証書

・正科生として入学後に退学した場合、中途退学とはならず、一切の単位認定を行いません。
・成績不良により、資格要件を満たしても正科生入学が許可されない場合があります。

・提出書類はコピーと記載されているもの以外すべて原本での提出が必須です。
・提出書類は日本語または英語で表記されたものが必要です。他言語の書類は、日本語または
英語に翻訳した書類を添付してください。
翻訳書類は大使館や所属学校等の公的機関による証明
（証明機関による証明日、証明機関名、証明者の署名が記載されたもの）が必要です。
・秋学期募集のみ、証明写真は郵送ではなくWeb上にアップロードのうえ提出してください。

〈別紙〉写真台帳

※春学期（4月入学）のみ

書類郵送先

※簡易書留でお送りください。

〒813-0017

福岡県福岡市東区香椎照葉3-2-1 シーマークビル 3階

サイバー大学 入試係 宛

お問い合わせ先

サイバー大学

E-mail：nyushi@cyber-u.ac.jp

入試係

Tel：0120-948-318

受付時間：10：00〜19：00（日曜を除く）

・提出書類は返却しません。
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科目等履修生

一つまたは複数科目の履修を希望される方

◎ 春学期：2023年 4月1日入学
各学期で科目ごとに募集

募集人員

● 秋学期：2023年10月1日入学

出願から入学までの日程

P06参照

※ただし正科生の履修が優先されますので、ご希望の科目によっては
履修できない場合があります。

出願資格および提出書類
出願資格
1

必須提出書類

2023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

該 当者のみ提出書類
証明写真

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）。

〈出願時に未成年の方〉

最近3か月以内に撮影
半身、脱帽、正面、背景なしカラー写真

2

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）。

高等学校（同等）の

誓約書・保証書（別紙）

※スナップ写真の使用は不可

・卒業（修了）証書のコピー

スペースあける

〈証明書と現在の姓が異なる方〉

・調査書

3

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。

4

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）

婚姻やその他の理由により証明書記載の姓と
現在の姓が異なる場合は、戸籍謄本または
戸籍抄本

・卒業証明書
のいずれか1点

4cm

〈母語が日本語ではない方〉
・日本留学試験（EJU）
「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」
（2年以内に受験したもの）

3cm

写真は本人確認および受講証に使用します。

5

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。

・合格証書のコピー
・合格証明書
・合格成績証明書
のいずれか1点

◎春学期（4月）入学希望者
裏面に氏名と電話番号を記載し、
写真台帳（別紙）に貼り付け、証明書類と一緒に
郵送してください。
●秋学期（10月）入学希望者

6

デジタルカメラ・スマートフォン等で自身を撮影し、
手続サイト上からアップロードしてください。
写真のファイル形式はJPG、ファイルサイズ10MB
以下でご用意ください。

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。

・日本語能力試験（JLPT）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（J.TEST）準B級以上を証明する
「認定証」または「成績表」
いずれかの日本語能力を証明する書類（コピー可）を
必ず提出してください

※写真加工アプリの使用不可

【注 意事 項】

〈別紙〉誓約書・保証書

・書類の提出期限は、各出願期間の最終日の翌営業日必着です。期日を過ぎた場合、不合格となる場合がありますので、

〈別紙〉写真台帳

※春学期（4月入学）のみ

あらかじめご了承ください。
・出身校より書類を取り寄せる場合、お手元に届くまでに時間を要する場合がありますので、あらかじめ余裕を持ってご準備ください。
・提出書類はコピーと記載されているもの以外すべて原本での提出が必須です。
・提出書類は日本語または英語で表記されたものが必要です。他言語の書類は、日本語または英語に翻訳した書類を添付してください。
翻訳書類は大使館や所属学校等の公的機関による証明（証明機関による証明日、証明機関名、証明者の署名が記載されたもの）が必要です。
・秋学期募集のみ、証明写真は郵送ではなくWeb上にアップロードのうえ提出してください。
・提出書類は返却しません。
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書類郵送先

※簡易書留でお送りください。

〒813-0017

福岡県福岡市東区香椎照葉3-2-1 シーマークビル 3階

サイバー大学 入試係 宛

お問い合わせ先

サイバー大学

E-mail：nyushi@cyber-u.ac.jp

入試係

Tel：0120-948-318

受付時間：10：00〜19：00（日曜を除く）

2023年度募集
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単位認定制度について

卒業要件について
本学を卒業して学士の学位（4年制大学卒業資格）を取得するには、以下の要件を満たすことが必要です。

包括単位認定

正科生（1年次入学）

学校種や在籍期間（既卒／退学）、既修得単位数、学修分野を確認し、科目群ごとに単位認定審査を実施します。
2年次転入学可能な場合は30単位、3年次編入学・転入学可能な場合は50〜62単位を認定します。
申請対象者
結果通知

（1）原則4年以上在学していること。（最長8年まで）

正科生（編入学・転入学）出願者

申請期間

自身の出願期間（P06参照）と同様

合格発表後、入学年次・認定単位数をお知らせします

提出書類

出願時提出書類と同様（P06参照）

個別単位認定
「正科生（編入学・転入学）出願者」または「正科生（1年次入学）出願者のうち転入学条件を満たさない他大学等退学および
各省庁設置の一部の大学校出身者」

自身の出願期間（P06参照）と同様

結果発表

合格発表後、認定単位数をお知らせします

提出書類

成績証明書および受講時期のシラバス、既修得単位等に係る単位認定希望申請書（その他、出願時提出書類）

資格による単位認定

正科生（2年次転入学・3年次転入学）

※入学後に申請を行ってください

公的な資格等により本学の科目を履修したとみなし、単位認定審査を実施します。
既修得単位等の単位認定に関する細則を確認し、資格等に係る単位認定希望申請書（別紙）に必要事項を記入のうえ、
申請してください。申請方法の詳細は入学後に別途お知らせします。
なお、認定を希望する科目については、履修登録しないようにしてください。
新入生を含む在学生（特修生・科目等履修生を除く）

申請期間

毎年4月、10月

6月頃または12月頃にeメールで連絡予定

提出書類

資格等に係る単位認定希望申請書、資格証明書の原本

＜単位認定対象資格一覧＞

【外国語科目】

※2022年10月時点

【専門科目】

認定科目名

TOEFL
iBT

TOEIC
L&R

IELTS

実用英語
技能検定

基礎英語Ⅰ
基礎英語Ⅱ

60

550

5.0

準1級

中級英語Ⅰ
中級英語Ⅱ

75

650

6.0

準1級

上級英語Ⅰ-A
上級英語Ⅰ-B

85

780

7.0

1級

上級英語Ⅱ-A
上級英語Ⅱ-B

99

880

8.0

1級

認定科目名

中国語
検定試験

漢語
水平考試

中国語
コミュニケーション
能力検定

中国語入門A
中国語入門B

4級

2級

350

中国語応用A
中国語応用B

3級

3級

380

認定科目名

公的資格

国家資格

会計簿記入門

日商簿記検定2級

公認会計士、税理士

ビジネス実務法務検定2級

弁護士、司法書士、
行政書士

ビジネス法務入門
認定科目名

※ TOEIC Speaking＆Writing、TOEIC Bridge、TOEIC-IPについては、認定対象外と
する。
※ 英語および中国語に関するすべての資格等については申請を行った学期の開始日から
遡って2年以内に取得したものに限る。

2023年度募集

（1）正科生（2年次転入学）
：原則3年以上在学していること。（最長6年まで）
正科生（3年次転入学）
：原則2年以上在学していること。（最長4年まで）
（2）卒業に必要な単位を124単位以上修得していること。
※以下の表から単位認定された分の単位数を差し引いた単位をサイバー大学で修得していただきます。
※科目区分ごとの認定単位数およびその合計は、合格発表後にお知らせします。

https://www.cyber-u.ac.jp/entrance/pdf/CreditTransferPolicy.pdf

既修得単位等の単位認定に関する細則

20

※以下の表から単位認定された分の単位数を差し引いた単位をサイバー大学で修得していただきます。
※科目区分ごとの認定単位数およびその合計は、合格発表後にお知らせします。

https://www.cyber-u.ac.jp/syllabus/latest/

サイバー大学開講科目シラバス

結果通知

（1）原則2年以上在学していること。（最長4年まで）
（2）卒業に必要な単位を124単位以上修得していること。

申請期間

申請対象者

※以下の表から単位認定された分の単位数を差し引いた単位をサイバー大学で修得していただきます。

正科生（3年次編入学）

他大学等で単位修得した科目の内容をシラバスより確認し、科目ごとに単位認定審査を実施します。
既修得単位等に係る単位認定希望申請書（別紙）に必要事項を記入のうえ、申請してください。
申請対象者

（2）卒業に必要な単位を124単位以上修得していること。

情報処理技術者試験
情報処理安全確保支援士試験

※2008年度以前の制度での取得は対象外とする

インターネット入門

応用情報技術者
ネットワークスペシャリスト

ネットワーク
技術基礎

ネットワークスペシャリスト

コンピュータ入門

応用情報技術者

情報セキュリティ
入門

情報セキュリティマネジメント
情報セキュリティスペシャリスト
情報処理安全確保支援士

データベース論

データベーススペシャリスト

プロジェクト
マネジメント入門

プロジェクトマネージャ

〈 卒業に必要な単位数の内訳 〉

専門基礎
専門応用
卒業研究

62単位※1

外国語科目

教養科目

専門科目

＋

24単位

共通区分 （ 専門・教養・外国語科目から選択 ）

＋

12単位※2

26単位※3

※1：専門科目は1科目2単位。特別研究I・IIのみ3単位
※2：外国語科目の4単位は教養科目の選択科目から履修可能。
※3：専門・教養・外国語科目いずれでもよい。ただし外国語科目は上限8単位。

2023年度募集
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合格から受講開始まで
合格発表後、合格された方にはeメールにて各手続きのご案内をしますので、
出願時に登録されたeメールを必ずご確認ください。

入学時本人確認

履 修 登 録

合格発表にて「合格」を確認した方は、入学時本人確認の予約をしてください。
入学時本人確認は、パソコンのWebカメラやスマートフォンのカメラ機能を利用し、提出された証明写真と合格者が同一人物で
あることを確認させていただくものです。入学日前日までに必ず完了してください。入学後も完了していない場合は、
Cloud Campusへのログインが制限されます。なお、実施時間の目安は15分程度で、最終の時間は18:45〜19:00となります。

・本学では毎学期（年2回）履修登録をしますので、半年間に受講する科目を履修登録してください。
・履修登録期間内に履修する科目を決め、履修登録を行ってください。所定の期日までに履修登録を行わない場合は
入学辞退とみなします。
・履修登録方法の詳細は、Webオリエンテーションおよび新入生ガイドブックでご案内します。

春学期（4月入学）入学者
①入学手続サイトより、確認方法と希望日時を3つ指定し、
「予約・変更」ボタンをクリックし、本人確認を予約してください。
希望日時は予約申込時より3営業日以降の日時にて指定してください。
②予約完了後、入試係または学生サポートセンターより、実施日時をeメールにてご連絡します。
③本人確認日当日、スタッフが指定の方法にて本人確認を実施します。

授業料等納付
・履修登録した科目が確定した後に、授業料納付期間が開始されます。
・春学期募集（4月入学）の場合は、3月末までに、
秋学期募集（10月入学）の場合は、9月末までに入学金・授業料等を納付してください。

秋学期（10月入学）入学者
①「本人確認予約」から空いている日時の枠を指定し、予約してください。
②申込完了後、確定した実施日時とZoom URLをeメールでご連絡します。
③本人確認日当日、eメールに記載のZoom URLにアクセスしてください。
④スタッフが本人確認を実施します。

入

Webオリエンテーション ＆ 新入生ガイドブック
春学期（4月入学）入学者
合格発表の翌日以降に、入学許可証およびCloud CampusのIDとパスワード、新入生ガイドブックが大学から郵送されます。

学

春学期募集（4月入学）の方は3月末までに、秋学期募集（10月入学）の方は9月末までに
入学金・授業料等を納付することで、それぞれ4月1日、10月1日入学となります。
入学が確定し、入学時本人確認および授業料等納付が完了した後、4月入学の方には5月末まで、
10月入学の方には11月末までに学生証（特修生と科目等履修生は受講証）が大学から郵送されます。
払込票は到着まで数日から1週間程度かかりますので、納付期限が迫っている場合は口座振込をご利用いただくなど、
必ず授業料納付期間内に納付してください。

秋学期（10月入学）入学者
合格発表当日以降に、入学手続サイトより入学許可証（PDF）がダウンロードできます。後日、Cloud CampusのIDと
パスワードおよび新入生ガイドブックが大学から郵送されます。
IDとパスワードを利用してCloud Campusにログインすると、Webオリエンテーションが視聴できます。Webオリエンテーションでは、
知っておくべき大学のルールなど重要な情報を説明していますので、必ず視聴してください。Webオリエンテーションを視聴の際は、
新入生ガイドブックもお手元にご用意ください。

受 講 開 始
春学期は4月上旬、秋学期は10月上旬から受講開始となります。
計画的に受講を進めてください。

基礎力診断テスト ＆ リメディアル教材受講

※科目等履修生は不要

・Cloud Campus上で基礎力診断テストを受験してください。
・基礎力診断テストは、国語・数学・情報・英語に関する現状確認となります。
成績には一切関与しませんので、入学時に自身の現在の学力を確認するために必ず受験してください。
・受験結果を確認後、補講としてリメディアル教材を受講してください。
・リメディアル教材は無料で受講することができます。
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www.cyber-u.ac.jp

サイバー大学 入試係
E-mail：nyushi@cyber-u.ac.jp
Te l：0120-948-318
受付時間：10:00〜19:00（日曜を除く）

2022.10

