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2017 年度≪平成 29 年度≫秋期 通信教育部経営情報学部 

ネット出願要項 

１ 学生等の種別 

正科生Ａ 経営ネットワーク学科 400名 システム情報学科 720名 

システム情報学科情報数理専攻 80名(1､2年次入学のみ) 

正科生Ａとは、大学卒業を目指す方です。卒業と同時に学士(経営情報学)を授与します。 

卒業に必要な要件を満たすことによって、大学の卒業資格を得ることができます。 

１年次入学、２年次編入学、３年次編入学ができます。 

システム情報学科情報数理専攻は、中学・高校の数学教員免許取得を目指すコースです。 

（３年次編入学の学生は選択できません） 

※他に本学の指定した専門学校（教育センターと呼びます）に在籍しながら本学通信教育部にも籍を置く

併修制度の正科生Ｂがあります。 

（正科生Ｂの入学志願要項を希望する方は、別途資料をご請求ください（平成 30年度春期入学です）） 

科目等履修生 若干名 

科目等履修生とは、大学の卒業資格を所持している方が大学の卒業を目的とせず、情報・商業・

数学の教員免許状取得を目指すなど、必要な科目のみ学習する方です。 

 

２ 入学時期・ネット出願受付期間 

入学時期 ネット出願受付期間  

秋期入学（10月生） 第 1期：平成 29年 8月 1日(火)10:00～平成 29年 10月 2日(月)23:29 

第 2期：平成 29年 10月 3日(火)10:00～平成 29年 11月 6日(月)23:29 

 

３ 入学選考・入学手続締切日 

＜入学選考＞ 

入学試験はありません 

本学において、書類選考を行います。 

（不許可の場合、理由についてのお問い合わせにはお答えできません） 

  ＜合格通知・入学手続締切日＞ 

入学選考の結果によって、合格者には合格通知と入学手続書類を送付します。なお、合格通知の発送日や

各選考の入学手続締切日等は、以下のとおりです。 
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秋期入学 

第 1期：出願受付開始日：平成 29年 8月 1日（火） 

選考回 出願締切日 選考日 合格通知発送日 入学手続締切日 

第 1回 平成 29年 8月 24日（木） 平成 29年 8月 28日（月） 平成 29年 8月 30日（水） 平成 29年 9月 15日（金） 

第 2回 平成 29年 9月 6日（水） 平成 29年 9月 8日（金） 平成 29年 9月 12日（火） 平成 29年 9月 28日（木） 

第 3回 平成 29年 9月 20日（水） 平成 29年 9月 22日（金） 平成 29年 9月 26日（火） 平成 29年 10月 10日（火） 

第 4回 平成 29年 10月 2日（月） 平成 29年 10月4日（水） 平成 29年 10月 6日（金） 平成 29年 10月 16日（月） 

 

第 2期：出願受付開始日：平成 29年 10月 3日（火） 

選考回 出願締切日 選考日 合格通知発送日 入学手続締切日 

 平成 29年 11月 6日（月） 平成 29年 11月8日（水） 平成 29年 11月 10日（金） 平成 29年 11月 22日（水） 

   ※第 2期で出願の場合、平成 29年度後期地方スクーリングの受講はできません。 

    （平成 29年度冬期スクーリングから受講可能） 

    同じく、平成 29 年度 11 月の科目試験の受験もできません。（平成 29 年度 1 月の科目試験から受験可能） 

 

   ※平成 29年 10 月 2日（月）から平成 29年 11月 6日（月）まで、正科生 Bの志願受付も並行して受付して

います。 

    平成 29年度秋期入学を希望される方は、正科生 Bの志願と間違わないよう、ご注意願います。 

 

４ 出願にあたっての諸注意 

■詳細事項の確認ついて 

授業科目や学び方等についての詳細情報につきましては、北海道情報大学通信教育部のホームページ等で

ご確認ください。ご不明の点がありましたら、「１３ 出願書類送付先・問い合わせ先」にある連絡先まで

お問い合わせ願います。 

 

■パソコンの用意について 

後述する「在籍証明書」、「専修学校専門課程修了（見込）基礎資格証明書」「学費支払者届」、「身体状況等

申告書」、「入学者紹介制度申請書」、「保証人・誓約書再提出用紙」をダウンロードして提出する必要がある

場合は、プリンタが無ければ書類を印刷できません。 

提出する書類を印刷できない場合は、本学に入学志願要項をご請求いただき、ネット出願ではなく、郵送に

よる出願にて手続を進めてください。 

 

インターネットメディア授業の受講、レポートや実習課題の作成、ポータルサイトの利用など、学習するう

えで、パソコンとインターネット環境が必要なため、ご用意願います。 

特に、教職課程の情報と数学の科目を履修する場合は、パソコンを利用した実習を行う科目がありますの

で、パソコンが使用できる環境が必要です。 

なお、パソコンの性能については、インターネットメディア授業を受講できる動作環境であれば差し支え

ありません。 
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■ネット出願の対象者 

「１ 学生等の種別」に記載されているとおり、正科生Ａ（１年次入学、２年次編入学、３年次編入学）の

方と科目等履修生の方が、ネット出願の対象者となります。 

特修生の方、再入学の方、聴講生の方、科目トライアル生・科目カプセル生の方は、出願書類の提出による

受付となりますので、ご了承願います。 

 

■選考料決済について 

ネット出願では、選考料決済にコンビニエンスストアや郵便局・銀行 ATM、ネットバンキング、クレジット

カードが利用できますが、入学手続時及び入学後にかかる費用（入学料や授業料（履修料）等）は、本学か

ら送付する振込用紙での入金となりますので、ご了承願います。 

 

■二重学籍の禁止 

「学校教育法」に定める他の大学・短期大学・大学院・高等専門学校等に在籍している方は、正科生Ａとし

て入学することはできません（卒業見込みまたは修了見込みの方は、出願にあたってはこの限りではあり

ません）。 

 

■日本語能力について 

教材、関係資料、各種連絡文の表記及び各種授業・科目試験の実施等はいずれも日本語となります。入学に

あたっての日本語能力の目安は、日本語能力試験（財団法人日本国際教育支援協会）Ｎ１（旧１級）取得程

度です。 

 

■国外にお住まいの方 

日本国内で科目試験の受験が可能であることが入学の条件となります。また、教材等の各種資料の送付先、

緊急連絡先及び学費請求先等は、日本国内を指定していただくこととなりますので、あらかじめご了承く

ださい。なお、出願にあたっても、入学志願票の受理通知及び合格通知の宛先は、必ず日本国内をご指定く

ださい。 

 

■各種学校、または外国の学校を入学資格とする方 

必ず出願前に本学通信教育部入試係にお問い合わせください。事前に入学資格の確認をいたします。いず

れの場合も出身校から必要書類を入手するのに相応の時間が掛かりますので、余裕を持ってお問い合わせ

ください。 

 

■身体が不自由な方 

学習をしていただくうえでのご要望につきましては、できる限り配慮いたしますが、残念ながら対応でき

ない事がございますので、必ず出願前に本学通信教育部にお問い合わせください。 

また、施設・設備の状況につきましては、会場により異なりますので、可能であれば事前に見学されること

をお勧めします。 
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＜対応できないもの（主な例）＞ 

・手話通訳者、ノートテイカー及び移動補助等の介助者が必要な場合は、各自で確保してください。 

・教材を点字化、拡大化及び録音教材化することはできません。 

 

■システム情報学科情報数理専攻について 

平成 27年度より、中学・高校の数学教員免許取得を目指すコースとして、システム情報学科情報数理専攻

を開設しました。 

数学免許取得を目的とするため、卒業要件に必修科目を設定しております（詳細はお問い合わせください）。 

情報・商業・数学のいずれかの免許取得を希望される場合は、「システム情報学科」「経営ネットワーク学

科」のどちらの学科でもかまいません。 
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５ 出願資格 

■正科生Ａ１年次入学生・科目等履修生 

平成 29 年 4 月 1 日現在、満 18 歳以上で次のいずれかに該当する方（平成 29 年 9 月 30 日までに卒業見込

みの方も含みます）。 

出願資格 

（１）高等学校（または中等教育学校）を卒業した方 

（２）通常の課程による 12年の学校教育を修了した方 

（３）特別支援学校の高等部または高等専門学校の 3年次を修了した方 

（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方またはこれに準ずる方で文部科学大

臣の指定した方 

（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

課程を修了した方 

（６）文部科学大臣の指定した方 

（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

定試験に合格した方（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（昭和 26

年文部省令第 13 号）による大学入学資格検定に合格した方を含みます） 

（８）専修学校の高等課程を卒業した方 

（９）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

認められた方で、18 歳に達した方（本学特修生として所定の単位を修得した方など） 

 

■正科生Ａ２年次編入学生・３年次編入学生 

2年次編入学：次に該当する方（平成 29年 9月 30日までに退学見込みの方も含みます） 

・同一の大学または短期大学に継続して 1年以上在学し、30単位以上を修得した方 

（休学期間は在学期間に含まれません。） 

3年次編入学：次のいずれかに該当する方（平成 29年 9月 30日までに資格を満たす方も含みます） 

 ・他の大学・短期大学・高等専門学校（5年制）を卒業した方 

 ・同一の大学に継続して 2年以上在学し、62単位以上を修得した方 

（休学期間は在学期間に含まれません。） 

 ・大学入学資格を有し、かつ、文部科学大臣の定める基準（修業年限が 2年以上で、課程の修了に必要な

総授業時間数が 1,700 時間以上であること）を満たす専修学校の専門課程を修了した方、または専門

士の称号の付与が認められた課程を修了した方 

 ・高等学校の専攻科（修業年限が 2年以上で、文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る）を修了し 

た方 
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６ ネット出願に必要な書類 

出願にあたっては、以下の書類を志願者の皆様にご用意いただきます。 

ご用意いただく書類 留意事項 

１．顔写真 

（正面・無帽・背景なし） 

 

デジタルカメラ・スマートフォン等で撮影した写真をアップロードして

ください。証明写真をスキャナで取り込んでも構いません。不鮮明な場

合は、出願を保留し再度提出を求めます。 

※顔写真は、学生証・受講証に使用します。 

２．出願資格を証明する書類等 以下の「出願資格を証明する書類等」を参照のうえ、必要な証明書類等

をご用意ください。書類がご用意できたら、デジタルカメラ・スマート

フォン等で撮影してアップロードしてください。スキャナで取り込んで

も構いません。不鮮明な場合は、出願を保留し再度提出を求めます。 

◎証明書類等は、出身校等にご請求ください。 

↓ 

出願資格を証明する書類等（正科生Ａ １年次入学を希望する方）以下のいずれか 

① 高等学校卒業（見込）者 

・高等学校の「調査書」 

・保管期間経過のため高等学校の調査書を入手できない場合は、

「卒業証明書」 

②  

高等学校卒業程度認定試験合格

者（旧 大学入学資格検定合格

者含む） 

・「合格証明書」 

③ 本学 特修生修了者 

・出願資格を証明する書類は不要です。 

◎正科生Ａへの入学を志願できるのは入学資格を取得してから２

年以内ですのでご注意ください。 

出願資格を証明する書類等（正科生Ａ ２年次編入学を希望する方） 

④ 大学・短期大学中途退学者 

・「在籍証明書」（別途ダウンロードする用紙）と「成績証明書」の

両方 （在学していた大学・短期大学に発行をご依頼ください） 

・通信教育課程を中途退学された場合は、併せて「１年次入学資格

を証明する書類（高等学校の調査書等）」も必要。また「成績証

明書」には面接授業での修得単位数が明記されていること。 

出願資格を証明する書類等（正科生Ａ ３年次編入学を希望する方）以下のいずれか 

⑤ 
大学・短期大学（通学課程）・ 

高等専門学校等卒業（見込）者 
・「卒業（見込）証明書」 

⑥ 
短期大学（通信教育課程）卒業

（見込）者 

・「卒業（見込）証明書」と「成績証明書」（面接授業での修得単位

数が明記されている卒業時点での最終的なもの）の両方 

⑦ 専門学校卒業・修了（見込）者 

・「専修学校専門課程修了（見込）基礎資格証明書」（別途ダウンロ

ードする用紙）（在学していた専門学校に発行をご依頼くださ

い） 

⑧ 大学・短期大学中途退学者 ④の書類をご用意ください。 

出願資格を証明する書類等（科目等履修生で入学を希望する方）以下のいずれか 

⑨ 高等学校卒業（見込）者 ①の書類をご用意ください。 
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⑩ 

高等学校卒業程度認定試験合格

者（旧 大学入学資格検定合格

者含む） 

②の書類をご用意ください。 

⑪ 
大学・短期大学・ 

高等専門学校等卒業（見込）者 
⑤の書類をご用意ください。 

⑫ 
過去に本学に在籍したことがあ

る方 

過去に正科生もしくは科目等履修生で本学に在籍していた方で、

科目等履修生で入学を希望する場合は、出願資格を証明する書類

は不要です。 

  ※ダウンロードする用紙は、上記提出書類をオンライン提出する画面の一番下にある「各種用紙ダウンロード」

からダウンロードできます。 

 

注意：・証明書等が外国語で記載されている場合は、日本語訳を必ず添付してください。 

   ・証明書類は、発行後 1年以内のものを用意してください。ただし、卒業、修了又は退学後に発行され

た証明書については、発行年月日は問いません。 

     ・卒業見込・修了見込・退学予定で証明書等を用意する場合は、卒業・修了・退学後速やかに最終の証

明書等を提出しなおしてください（平成 29 年 9 月末までに卒業（修了）見込又は退学予定の方に限

ります）。 

     ・各選考回の出願締切日までに「卒業証明書」を入手することがどうしても困難な場合は、「卒業証書」

や「教員免許状」を写真撮影してネット出願してください。 

「卒業証明書」を入手しましたら、早急に本学にご提出ください。（遅くとも各選考回の入学手続締

切日までにご提出ください） 

卒業証書の原本を送付することは紛失の危険性がありますのでお止めください。 

     ・大学院の修了（見込）証明書は、出願資格を証明する書類として使用できません。 
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７ その他の必要書類 

ネット出願後に、郵送で以下の書類を本学宛てに送付していただきます。（１は全員提出。２～７は対象者

のみ提出） 

ご用意いただく書類 留意事項 

１．出願資格を証明する書類等 「６ ネット出願に必要な書類」でご用意いただいた書類の原本。 

２．身体状況等申告書 身体状況等申告書をダウンロードして印刷します。身体に障害のある

方等で、特に科目試験受験やスクーリング受講などにあたって何らか

の措置が必要な場合には必ず身体障害者手帳の写しまたは障害の状

況が確認できる医師の診断書（写し可）を添付して提出してください

（提出前に必ず本学 通信教育部入試係にお問い合わせください）。 

３．在留カード又は特別永住者証

明書の写（両面）もしくは外

国人登録証明書の写（両面） 

外国籍の方は、必ずご提出ください。 

４．戸籍抄本等 婚姻等により、提出する証明書と現在の氏名が異なっている場合は、 

それを確認できる書類をご提出ください。 

５．入学者紹介制度申請書 

〔正科生Ａ対象者のみ〕 

入学者紹介制度申請書をダウンロードして印刷します。北海道情報大

学 通信教育部の卒業生・終了生ならびに在学生の方から紹介いただ

いた方は、書類と一緒に提出してください。紹介者は、次のいずれか

に該当する方です。 

①卒業生（正科生Ａおよび正科生Ｂ） ②在学生（正科生Ａのみ） 

③科目等履修生（終了生および在学生） 

詳細は「卒業生・終了生・在学生からの入学者紹介制度について」（ダ

ウンロードファイル）をご覧ください。 

６．退学予定誓約書 

〔正科生Ａ対象者のみ〕 

出願時に他大学等に在学中で退学予定の場合は、退学予定誓約書を 

ご提出ください。（作成例はダウンロードファイルを参照） 

７．氏名字体届 

（フリーフォーマット） 

出願時に戸籍どおりの字体で登録できなかった文字があった場合、戸

籍どおりの字体を鮮明に記入したメモをご提出ください。 



9 
 

８ 学費 

   ＜選考料の納入＞ 

１．画面の指示にしたがい、選考料 10,000円を納入してください（振込手数料等はご本人負担）。納入の取

扱い期限は、第 1 期が平成 29 年 10 月 2 日（月）23:29、第 2 期が平成 29 年 11 月 6 日（月）23:29で

す。期限を過ぎると受付けられませんので、ご注意ください。また、本学の窓口では受付けできません。

選考料の決済が可能な方法でお支払いください。 

  ※それぞれの出願締切日間際にネット出願される場合、納入の取り扱い期限までに以下の決済手続きが

完了しなければ、選考料は納入できません。時間に余裕を持って選考料を納入してください。 

・決済手続きを済ませる事ができる支払い方法（クレジットカード等）での手続き完了まで 

・コンビニ決済での端末操作終了まで（その後 30分以内にレジにて支払いを済ませる） 

   ２．一度納入した選考料は、理由の如何を問わず返還できませんので、ご注意ください。 

      

  ＜学費の納入＞ 

     入学時の学費の納入は、入学選考合格後に行います。入学手続締切日までに学費を納入することで入 

学手続完了となります。納入は、本学より送付する銀行振込用紙を使って金融機関の窓口でご入金をお

願いします。 

（振込手数料はご本人負担となります） 

 

  ＜正科生Ａが入学年次に支払う費用＞ 

        費用内訳        入学年次         支払時期 

     入学料         30,000円                  入学時 

      授業料（半期分）      60,000円                  入学時 

      授業料（半期分）      60,000円                  半期後 

      レポート添削料       11,000円                  入学時 

       科目試験料         6,000円                  入学時 

       入学年次合計       167,000円          － 

※上記には、スクーリング受講料、インターネットメディア授業受講料、教科書代は含まれておりません。 

 詳細はホームページの入学志願要項をご参照ください。 

 

  ＜科目等履修生が支払う費用＞ 

■１年目 

科目等履修生入学料     25,000円 

◎科目等履修生科目履修料   1単位 6,000 円×履修単位数 

■２年目以降（継続する場合） 

科目等履修生継続料     15,000円 

◎科目等履修生科目履修料   1単位 6,000 円×履修単位数 

 

◎再履修時の科目等履修生履修料は不要です。上記には、スクーリング受講料、インターネットメディア授

業受講料、教科書代は含まれておりません。詳細はホームページの入学志願要項をご参照ください。 
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９ 個人情報の取扱いについて 

 本学 通信教育部において入学選考業務を行うにあたり、志願者から提供された個人情報については、その 

管理と運用に万全の注意を払って取扱います。 

 また、本学 通信教育部では、出願情報を入学後は学籍簿として使用するなど、出願時に提出された個人情

報を入学後もそのまま学籍情報として使用しますので、本学での個人情報の取扱いに関して、次の入学選考

時の取扱い及び入学後の取扱いと併せ本学のプライバシーポリシーなどを参照し､ご了解のうえ、出願され

るようお願いいたします。 

 

＜入学選考時の取扱い＞ 

・ 出願情報記載の住所等連絡先の情報は、本学からの連絡等に利用します。 

・ 学歴・証明書類等の情報は、出願資格の有無の判定・合否判定に利用します。 

・ 職歴・職種コード等は、志願者の統計・集計に利用します。 

・ 取得した個人情報は、本学提携専門学校（教育センター）へ提供する場合があります。 

・ 本学は必要に応じて業務委託先に取得した情報を提供する場合、本学のプライバシーポリシーに沿っ

た取扱いをする業者に対してのみ提供し、適切に取扱いをするよう指導いたします。 

 

＜入学後の取扱い＞ 

・ 入学後、志願票は学籍簿として利用し、取得した個人情報は全て、本学のプライバシーポリシーに準

じて利用されます。プライバシーポリシーは、ホームページ（http://www.do-johodai.ac.jp/）で公開

しています。 

なお、本学プライバシーポリシーについてご不明な点は、本学総務課「個人情報相談窓口（011-385-

4412）」へお問い合わせください。 

 

＊出願辞退・入学辞退の場合、本学の規定に定める期間適切に保存し、期間終了後は適切に破棄いたします。 
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１０ ネット出願の流れ 

各選考回の出願締切日までに、以下の手順（１）～（９）を実施してください。（操作手順の画面を参照） 

 

（１）北海道情報大学通信教育部 ネット出願の画面で画面上部の『要項を見る』をクリックして、本要項

を確認します。（画面①参照） 

（２）北海道情報大学通信教育部 ネット出願の画面で画面上部の『事前登録する』をクリックします。 

   メールアドレスとパスワードを事前登録します。このとき、登録するメールアドレス宛に確認メー

ルを送付しますので、「do-johodai.ac.jp」 からのメールを受信可能にします。（画面②参照） 

（３）確認メールが届いたら、北海道情報大学通信教育部 ネット出願の画面で画面上部の『ログインする』

をクリックして、登録されたメールアドレスとパスワードを入力して、画面中央の『ログインする』

をクリックします。（画面③参照） 

（４）出願情報入力画面で、必要事項（項目に（*）のある情報は必須入力）をすべて入力または選択肢か

ら選びます。以下に入力内容を説明します。 

なお、途中で入力を中断したい場合は、『入力を一時中断する』をクリックするとそこまで入力した

内容を保持します。再度（３）を実施して入力を続けることができます。（画面④参照） 

 項目 入力内容 

① 区分（*） 出願する学生種別を選択します。 

② 学科（*） 
出願する学科を選択します。学科の選択は入学案内を参照して確定してください。 

なお、科目等履修生の方は、学科選択は不要です。 

③ 
志願者氏名

（*） 

漢字とカナで姓・名を入力します。戸籍どおりの字体が無い場合、一番近い字体で

入力いただき、後日送付いただく書類の中に、戸籍どおりの字体を記入したメモに

てお知らせください（字体が分かるよう鮮明に記入願います）。 

④ 性別（*） 男・女を選択します。 

⑤ 生年月日（*） 西暦で生年月日を入力します。 

⑥ 本籍地（*） 本籍地の都道府県名を入力します。外国籍の方は国名を入力します。 

⑦ 住所（*） 
郵便番号を入力して「郵便番号検索」をクリックすると、住所の入力をアシストし

ます。残りの丁目や番地、建物名等を入力します。 

⑧ 電話（*） 自宅電話、携帯電話の番号を入力します。自宅電話の場合市外局番から入力します。 

緊急連絡先（本人を指定することはできません。本人以外の日本国内にお住まいの方を指定します。） 

⑨ 住所（*） ⑦と同じように入力します。 

⑩ 氏名等（*） 
③と同じように入力します。 

続柄は、志願者との続柄を入力します。 

⑪ 電話（*） ⑧と同じように入力します。電話区分を自宅か勤務先で選択します。 

⑫ 電子メール メールアドレスをお持ちの場合、入力します。 

 

⑬ 
学費支払者

（*） 

本人もしくは、本人以外を選択します。本人以外の場合、学費支払者の情報（住所

（⑦と同様）、氏名等（⑩と同様）、電話（⑧と同様））を入力します。 

⑭ 最終学歴（*） 最終学歴を選択します。 
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⑮ 学歴（*） 
⑭の選択内容に応じて学歴欄が表示されます。表示された場合、高校や大学の名前

を入力します。大学を中退した場合は、卒業種別を中退で選択します。 

⑯ 勤め先等（*） 

「勤め先」は、現職がある場合は、記入します。 

「現職コード」は、該当する職業を選択します。 

「入学の動機」は、該当する内容を選択します。 

「媒体」は、本学をどのような媒体で知ったのかを選択します。 

⑰ 
本学在籍有

無（*） 
本学に在籍したことがあるかを選択します。 

⑱ 
教職課程履

修申込（*） 

科目等履修生の方のみ、教職課程の履修申込をするか選択します。 

（次ページも参照願います） 

 

（５）出願情報入力画面で、必要事項をすべて入力したら、画面の一番下にある『次へ進む』をクリック

します。（画面④その２参照） 

（６）「６ ネット出願に必要な書類」でご用意いただいた「１．顔写真」と「２．出願資格を証明する書

類等」を写真かスキャナで取り込んでファイルにしたものを準備します。 

書類提出の画面で『参照』をクリックするとファイル名の入力画面になるので、準備したファイル

を一つ選択して開きます。ファイル名が表示されたら、『インターネット提出開始』をクリックする

と、メッセージが表示されるので、『ＯＫ』をクリックします。（画面⑤参照） 

（７）（６）の操作方法ですべてのファイルをオンライン提出したら、画面の一番下にある『次へ進む』を

クリックします。（ファイルをオンライン提出しないと次の画面に進めません）（画面⑤参照） 

（８）選考料決済手続画面で、出願番号が表示されていることを確認し、出願番号を記録してください。

この番号は、決済の際や本学へのお問い合わせに必要となります。（画面⑥参照） 

    出願番号を確認したら、『決済を開始する（出願する）』をクリックすると、ネット出願完了画面と

選考料の決済画面は表示されます。 

（９）ネット出願完了画面（画面⑦参照）が表示されると、同じ内容がメールでも送信されます。 

   選考料の支払い方法については、決済サイト（DISCO）をご覧ください。（画面⑧参照） 

（１０）以上で、ネット出願の処理は完了です。この時点では仮出願ですので、続いて「１１ ネット出

願後の流れ」を実施してください。 

 

※どの手順の途中でも、出願手続を中断したい場合は、『入力を一時中断する』をクリックすると、そこ

まで実施した手続を保持します。再度（３）を実施して手続を続けることができます。 

 （決済サイト（DISCO）を除く（画面⑧）） 
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＜免許法第 6条別表第４による免許取得希望者の一括履修登録について＞ 

 

 免許法第 6条別表第 4による免許取得をする方で、教科ごとに指定科目をすべて履修する方に限り、 

指定科目を一括で履修登録することができます。 

 メリットは以下のとおりです。 

・初回のみ本学において履修登録しますので、履修登録の手間が省けます。 

・予め、履修登録する単位数に基づき入学手続金を印字した振込用紙を送付します。 

 （ご自身で計算する必要がありません） 

 入学手続金額が確定するため、教育ローンを利用する場合の手続もスムーズに行えます。 

 （入学金を含み 24 単位の場合 169,000円、28単位の場合 193,000円、30単位の場合 205,000円） 

    

１．対象者 

① ６条４で、本学において必要単位全て（２４単位 or２８単位 or３０単位）を履修する予定の方 

② 上記①に該当する方で、次の履修登録に同意する方   

 情報（24単位） 商業（24単位） 数学（高校数学 24単位、中学数学 28

単位 、中・高数学 30単位） 

履修内容 

「入学学期の

印刷授業」で登

録 

 

情報社会論 

知的所有権論 

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｻｲｴﾝｽ入門 

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ基礎※1 

ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｼｽﾃﾑ 

ｼｽﾃﾑ設計演習※1 

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾈｯﾄﾜｰｸ 

ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ画像概論 

情報職業論 

情報科教育法Ⅰ 

情報科教育法Ⅱ 

管理会計論 

e-ﾋﾞｼﾞﾈｽ総論 

ｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 

マーケティング論 

流通概論 

ﾍﾞﾝﾁｬｰﾋﾞｼﾞﾈｽ論 

経営情報ｼｽﾃﾑ 

英語Ⅲ(中級英語読解) 

商法 

職業指導 

商業科教育法Ⅰ 

商業科教育法Ⅱ 

行列と連立１次方程式 

代数学 

ベクトル空間と線形写像 

複素数 

一変数の積分法 

一変数の微分法 

三角関数・指数関数・対数関数 

確率論 

統計概論 

データ解析入門 

数学科教育法Ⅰ 

数学科教育法Ⅱ（高のみ） 

数学科教育法Ⅲ（中のみ） 

数学科教育法Ⅳ（中のみ） 

数学科教育法Ⅴ（中のみ） 

※1 のみ「入学学期の IM授業」で登録 

 

２．手続き方法 

・志願票裏面の教職課程履修申込書の「免許法第 6条別表第 4（一括履修）」の該当する教科の欄に 

チェックしてください。 

数学を中学・高校両方取得の場合は、「数学（高校）」「数学（中学）」両方にチェックしてください。 

 

３．注意事項 

・2教科以上履修登録する場合、一括履修登録する教科と一括登録しない教科の混在はできません。 
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１１ ネット出願後の流れ 

ネット出願手続き終了後、入学手続完了までの流れは、以下の通りです。 

 

（１）ネット出願で提出された写真や出願資格を証明する書類等について、本学にて内容確認し、3 日以

内（土日祝日、及び平成 29年 8月 11日～平成 29年 8月 23日を除く）に結果を事前登録されたメ

ールアドレス宛てにご連絡いたします。（メールは常にご確認願います。） 

   （XXX@do-johodai.ac.jpからメールが届きます(XXXは任意の文字)。do-johodai.ac.jpのメール受

信設定をしてください。） 

内容に不備が無ければ入学志願受理としてご連絡いたしますが、提出された内容が不鮮明もしくは

不備がある場合は、再度提出を求めます。 

※メールが届かない場合は、お手数ですが本学へお問い合わせください。 

（２）（１）の入学志願受理メールを確認後、「７ その他の必要書類」を参照して、提出が必要な書類一

式を本学宛てに郵送してください。 

「２．学費支払者届」、「３．身体状況等申告書」、「６．入学者紹介制度申請書」、「９．保証人・誓

約書再提出用紙」等は、出願完了メールにあるＵＲＬから、メールアドレスとパスワードでログイ

ンすると出願内容確認画面が表示されますので、画面の一番下にある「各種用紙ダウンロード」か

らダウンロードし、プリンタで印刷して記入してください。 

提出期限は各選考回の合格通知発送日までに本学必着とします。期日が迫っている場合は、速達に

て郵送をお願いします。 

なお、出願締切日間際にネット出願された場合等、本学から別途日付を指定することがあります。

その場合は、指定の期日までに郵送してください。 

（３）入学選考結果を踏まえて、期日までに書類が届き内容に不備の無い方には、合格通知と入学手続書

類を送付します。（不備がある場合は、個別にご連絡いたします） 

（４）正科生Ａの場合、入学手続書類の内容に従い、入学手続締切日までに学費を納入することで入学手

続完了となります。 

   科目等履修生の場合、入学手続書類の内容に従い、入学手続締切日までに履修届を提出し、学費を

納入することで入学手続完了となります。 

 

 

１２ 出願辞退・入学辞退 

ネット出願手続き後に、出願辞退や入学辞退をする場合は、入学志願要項.PDF の 40 ページのとおりとな

ります。 

辞退する時期により、納入した学費が返還できない場合がありますので、ご注意願います。 
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１３ 出願書類送付先・問い合わせ先 

■出願書類送付先 

 〒０６９－８５８５ 北海道江別市西野幌５９番２ 北海道情報大学通信教育部事務部 

 

■問い合わせ先、 

 ＴＥＬ：０１１－３８５－４００４（受付時間：平日９：００～１７：４５） 

 ＦＡＸ：０１１－３８５－１０７４ 

 ｅ－ｍａｉｌ：ｔ＿ｋｏｈｏ＠ｄｏ－ｊｏｈｏｄａｉ．ａｃ．ｊｐ 


