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●この募集要項には出願手続きから入学手続き完了までのすべてを記載しています。はじめに一通り熟読してください。さらに必要なところ
を読み返して、書き違い、思い違いのないように十分注意してください。
　出願書類で記入が必要なものは、黒のボールペンを使用してください。※欄は記入しないでください。

●選考日当日はこの「募集要項」を必ず持参してください。

●不正行為が発覚した場合は、試験当日以降の受験は認めません。

※「個人情報保護法」の施行に伴い、本学では、学内における学生個人の情報に利用・管理方法の再確認を行うとともに、
個人情報の管理に最善の注意を払って取り組んでいます。
入学試験での提出書類の記載事項については、次のとおり利用します。
1.入学試験に関する資料作成のため
2.合格者及び入学決定者への諸連絡のため
3.入学決定者については、入学後の新入生名簿及び学生名簿作成のため
4.志願者の在籍校（出身校）に、教育上必要な場合に入試結果等の通知のため
なお、上記の業務については、その一部を業者に委託する場合があります。その場合、個人情報の預託にあたり、個人情
報保護水準が十分な業者を選定します。

『個人情報保護法』について
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発熱・咳等の症状がある受験者はあらかじめ医療機関で受診をしてください。
新型コロナウイルス等の感染症に罹患し、選考当日までに医師が治癒したと診断していない受験者や
選考日直前に保健所等から濃厚接触者に該当するとされた受験者は受験できません。
発熱・咳等の症状のある受験者は、選考当日の検温で、37.5度以上の熱がある場合は、受験できません。
選考会場及び選考会場までの移動には、発熱・咳等の症状の有無にかかわらず、昼食時以外は各自で
用意したマスクを常に着用してください。
試験室への入退出を行うごとに、速乾性アルコール製剤による手指消毒をお願いいたします。
選考会場は、試験室の換気のため窓の開放等を行う時間帯があるので、暑さ寒さを調整できるような
服装を持参してください。
選考当日は、食堂等の営業は行いません。昼食が必要な場合は持参してください。その際、昼食は自席
で取ってください。
試験終了後、試験室ごと又は試験室内の列ごと等に退出の順番を指示することがあります。
感染拡大防止のため、原則、受験者以外は大学構内に立ち入りできません。受験上の配慮が必要な場
合は、出願締切日までにあらかじめ入試課に相談してください。
他の疾患の罹患等のリスクを減らすため、インフルエンザワクチンその他の予防接種を受けておくことを
心がけてください。
日頃から、手洗い・手指消毒、咳エチケットの徹底、身体的距離の確保、「三つの密」の回避などを行うと
ともに、バランスのとれた食事、適度な運動、休養、睡眠等、体調管理に心がけてください。
新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）をダウンロードし、活用してください。
新型コロナウイルスの感染により受験できない場合は、選考日までに入試課に相談してください。
新型コロナウイルス等の感染状況によっては、本要項に記載されている選考方法とは異なる方法で選考
することがあります。その際は本学ホームページにてお知らせします。

新型コロナウイルス等の感染症の対応について

建学の精神理念 目的 ポリシー等

出願から入学手続きまでの流れ

募集人員・出願資格・日程

出願手続きに関する注意・出願書類

選考方法・時間割・選考会場

合否発表・学費等納付金一覧

入学手続・入学辞退
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【入学試験の留意点】

アドミッション・ポリシー（入学者受け入れの方針）を実現するため、以下の点に留意して各入学試験を実施します。志願する研究科・専攻

の教育目的に則して、研究のために必要な知識、専門性、研究に対する適性及び意欲等を多面的に審査・評価します。

■ 健康科学研究科が求める人物像（アドミッション・ポリシー）

【教育研究上の目的】

健康科学研究科は、保健・医療の分野を横断し、現代の健康問題に対応することができる総合的視野を養い、これまで培ってきた自身の

専門性を掘り下げ、健康の構成要素を追求し、健康を科学的に研究できる人材を養成します。

Ⅰ．ディプロマ・ポリシー（学位授与方針） 

教育研究上の目的に基づいて、健康科学研究科では次の通りディプロマ・ポリシーを定めます。

健康科学研究科では、所定の単位を取得して学位論文審査に合格し、かつ以下に該当すると判断した場合に、修士（健康科学）の学位を

授与します。

 • 健康の多様な構成要素を理解し、健康を総合的かつ多角的方面から捉えることができる。

 • 実践現場でリーダーシップをとり、実践を変容させていくためのマネジメントを行うことができる。

 • 経験知を学術的に証明し普及させることができる。

 • 新しい学術知を正しく理解して実践に生かすことができる。

 • 健康科学の視点を持ちながら、それぞれの専門領域の実践を高度に探究することができる。

 • 高度専門職業人として、健康を科学的に研究し、現場の課題解決のために働きかけることができる。

Ⅱ．カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施方針）

教育研究上の目的及びディプロマ・ポリシーに基づき、以下に掲げる方針によりカリキュラム（教育課程）を編成します。

 • 健康の多様な構成要素として、人の健康を「心身機能・身体構造」「活動」「参加」「環境因子」「個人因子」から総合的かつ多角的方面か

ら捉えなおす基礎力を養う共通科目として、「健康科学総合特論」を必修科目として設置する。

 • 健康の各構成要素をさらに掘り下げ、理解するための共通科目として、「健康科学特論Ⅰ～Ⅵ」を選択必修科目として設置する。

 • 専門知識を高度専門実践として生かすために必要となる、経験知を学術的に証明し普及させる力、新しい学術知を正しく理解して実践

に生かす力、リーダーシップをとり実践を変容させていく力、対象の健康課題や実践現場の課題解決力を引き出す力を習得するため

の健康科学基盤科目と研究基礎科目を設置する。

 • 健康科学の視点を持ちながら、それぞれの専門的支援を高度に探究するための専門科目を設置する。

 • 各自の実践現場にとどまらず、広く保健医療福祉分野の課題を解決に導くため、論理的思考の修得、研究成果を発表できる能力の育

成を目的とし、修士論文の研究指導（研究課題の明確化と計画作成、文献検索、データ収集・分析、論文作成）のための特別研究を設

置する。

 • ディプロマ・ポリシーに基づく、各自の学修プログラムを入学後早期に提示し、また原則として、ディプロマ・ポリシーに示す能力の修

得状況及び大学院生としての成長に伴う達成度を、クォーター毎に評価する。

Ⅲ．アドミッション・ポリシー（求める人物像）

健康科学研究科では、全研究科方針のもと、健康科学研究科の教育方針に共感し、以下すべてに当てはまる人を求めます。

1. 看護師・保健師・理学療法士・作業療法士・薬剤師、その他の健康支援にかかわる職の教育を受けている人

2. 自己の専門性をさらに高めることを通して、実践現場への寄与及び自己実現を目指す意欲を備えている人

3. 高度専門職業人として必要とされる体系的知識を習得するために必要な語学力、及び基礎的思考能力を備えている人

建学の精神 理念 目的 ポリシー等

■ 建学の精神

学問による人間形成

■ 教育理念

国際社会で生きる人間としての人格形成

■ ビジョン

城西国際大学は、高い倫理観のもと、地域社会及び国際社会のニーズに対応した先端的教育の提供及び研究の推進をもって、地域に

あっても日本全国はもちろん、世界で起きている現実を深い問題意識を持って理解し、他者と協働して活躍できる人材を育成する未来志

向のグローバル大学になります。

■ ミッション

城西国際大学は、総合大学としての教育研究環境を活かして、多様な時代に即した知的で刺激的な学びを提供し、文化を継承・創造し

多様性を理解して地域や世界で活躍できる人材、また、それぞれの専門能力を持って関連領域と連携できる職業人を育成します。

■ 教育目標

学校法人城西大学は、創立者水田三喜男による｢学問による人間形成｣を建学の精神として1965（昭和40）年に発足しました。城西国際大学は、

その建学の精神を継承しつつ、「国際社会で生きる人間としての人格形成」を独自の教育理念として掲げ、未来志向の人材育成を社会的使

命としています。本学学則第1条に「広い分野の知識と深い専門の学術を教授研究し、知的、道徳的能力の涵養をはかり、もって国家社会に

貢献し得る人材を養成するとともに、人類文化の発展に寄与することを目的とする」ことを掲げ、具体的に次の6項目を教育目標としています。

 • 大学としての教育研究環境のもと、多様な文化・価値に対応し得る思考力及び判断力を修得する学びを創出する。

 • 先端性を持った経営情報学、人文学、メディア学、観光学及び環境社会学の教育・研究に努め、文化を継承・創造し多様性を理解して

地域や世界で活躍できる人材を育成する。

 • 先端性を持った社会福祉学、理学療法学、薬学及び看護学の教育・研究に努め、それぞれの専門能力を持って関連領域と連携できる

職業人を育成する。

 • 地域社会及び国際社会で活躍する社会人として必要とされる人間力と教養、実務能力などの修得や帰属意識の形成を図る。

 • 本学が立地する地域社会と緊密な関係を保ち、産学民官の協働による地域の活性化及び文化の振興に貢献する「地域密着型」の総合

大学、そして未来志向の大学を目指す。

 • 同一学校法人が設置する城西大学と相互啓発・協働を推し進め、相携えて発展することで、社会における学校法人城西大学の責務を

果たす。

■ 城西国際大学が求める人物像（アドミッション・ポリシー）

城西国際大学大学院は、建学の精神「学問による人間形成」および教育理念「国際社会で生きる人間としての人格形成」を理解し、本学大

学院の教育方針に共感を示す以下のような人を広く求めます。

修士課程

 • 自らの研究分野について学士課程修了相当の基礎的な知識を持ち、それをさらに専門的に深化向上させるために主体的に取組むこと

ができる人

 • 研究者倫理について理解している人

 • 自らの研究分野について強い探求心を持ち、自ら研究課題を設定することができる人

 • 自らの研究課題や内容を口頭発表や論文で的確に表現できる人

 • 自らの研究成果を社会的な課題の解決に活用し、社会の発展に資することに価値を見出すことができる人

 • 異なる価値観が存在するグローバル社会のリーダーとなり、共に生きることや人が成長することに価値を見出すことができる人
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健康科学研究科は、保健・医療の分野を横断し、現代の健康問題に対応することができる総合的視野を養い、これまで培ってきた自身の

専門性を掘り下げ、健康の構成要素を追求し、健康を科学的に研究できる人材を養成します。

Ⅰ．ディプロマ・ポリシー（学位授与方針） 

教育研究上の目的に基づいて、健康科学研究科では次の通りディプロマ・ポリシーを定めます。

健康科学研究科では、所定の単位を取得して学位論文審査に合格し、かつ以下に該当すると判断した場合に、修士（健康科学）の学位を

授与します。

 • 健康の多様な構成要素を理解し、健康を総合的かつ多角的方面から捉えることができる。

 • 実践現場でリーダーシップをとり、実践を変容させていくためのマネジメントを行うことができる。

 • 経験知を学術的に証明し普及させることができる。

 • 新しい学術知を正しく理解して実践に生かすことができる。

 • 健康科学の視点を持ちながら、それぞれの専門領域の実践を高度に探究することができる。

 • 高度専門職業人として、健康を科学的に研究し、現場の課題解決のために働きかけることができる。
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 • 健康の多様な構成要素として、人の健康を「心身機能・身体構造」「活動」「参加」「環境因子」「個人因子」から総合的かつ多角的方面か
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 • 健康の各構成要素をさらに掘り下げ、理解するための共通科目として、「健康科学特論Ⅰ～Ⅵ」を選択必修科目として設置する。

 • 専門知識を高度専門実践として生かすために必要となる、経験知を学術的に証明し普及させる力、新しい学術知を正しく理解して実践

に生かす力、リーダーシップをとり実践を変容させていく力、対象の健康課題や実践現場の課題解決力を引き出す力を習得するため

の健康科学基盤科目と研究基礎科目を設置する。

 • 健康科学の視点を持ちながら、それぞれの専門的支援を高度に探究するための専門科目を設置する。

 • 各自の実践現場にとどまらず、広く保健医療福祉分野の課題を解決に導くため、論理的思考の修得、研究成果を発表できる能力の育

成を目的とし、修士論文の研究指導（研究課題の明確化と計画作成、文献検索、データ収集・分析、論文作成）のための特別研究を設

置する。

 • ディプロマ・ポリシーに基づく、各自の学修プログラムを入学後早期に提示し、また原則として、ディプロマ・ポリシーに示す能力の修

得状況及び大学院生としての成長に伴う達成度を、クォーター毎に評価する。

Ⅲ．アドミッション・ポリシー（求める人物像）

健康科学研究科では、全研究科方針のもと、健康科学研究科の教育方針に共感し、以下すべてに当てはまる人を求めます。

1. 看護師・保健師・理学療法士・作業療法士・薬剤師、その他の健康支援にかかわる職の教育を受けている人

2. 自己の専門性をさらに高めることを通して、実践現場への寄与及び自己実現を目指す意欲を備えている人

3. 高度専門職業人として必要とされる体系的知識を習得するために必要な語学力、及び基礎的思考能力を備えている人

建学の精神 理念 目的 ポリシー等

■ 建学の精神

学問による人間形成

■ 教育理念

国際社会で生きる人間としての人格形成

■ ビジョン

城西国際大学は、高い倫理観のもと、地域社会及び国際社会のニーズに対応した先端的教育の提供及び研究の推進をもって、地域に

あっても日本全国はもちろん、世界で起きている現実を深い問題意識を持って理解し、他者と協働して活躍できる人材を育成する未来志

向のグローバル大学になります。

■ ミッション

城西国際大学は、総合大学としての教育研究環境を活かして、多様な時代に即した知的で刺激的な学びを提供し、文化を継承・創造し

多様性を理解して地域や世界で活躍できる人材、また、それぞれの専門能力を持って関連領域と連携できる職業人を育成します。

■ 教育目標

学校法人城西大学は、創立者水田三喜男による｢学問による人間形成｣を建学の精神として1965（昭和40）年に発足しました。城西国際大学は、

その建学の精神を継承しつつ、「国際社会で生きる人間としての人格形成」を独自の教育理念として掲げ、未来志向の人材育成を社会的使

命としています。本学学則第1条に「広い分野の知識と深い専門の学術を教授研究し、知的、道徳的能力の涵養をはかり、もって国家社会に

貢献し得る人材を養成するとともに、人類文化の発展に寄与することを目的とする」ことを掲げ、具体的に次の6項目を教育目標としています。

 • 大学としての教育研究環境のもと、多様な文化・価値に対応し得る思考力及び判断力を修得する学びを創出する。

 • 先端性を持った経営情報学、人文学、メディア学、観光学及び環境社会学の教育・研究に努め、文化を継承・創造し多様性を理解して

地域や世界で活躍できる人材を育成する。

 • 先端性を持った社会福祉学、理学療法学、薬学及び看護学の教育・研究に努め、それぞれの専門能力を持って関連領域と連携できる

職業人を育成する。

 • 地域社会及び国際社会で活躍する社会人として必要とされる人間力と教養、実務能力などの修得や帰属意識の形成を図る。

 • 本学が立地する地域社会と緊密な関係を保ち、産学民官の協働による地域の活性化及び文化の振興に貢献する「地域密着型」の総合

大学、そして未来志向の大学を目指す。

 • 同一学校法人が設置する城西大学と相互啓発・協働を推し進め、相携えて発展することで、社会における学校法人城西大学の責務を

果たす。

■ 城西国際大学が求める人物像（アドミッション・ポリシー）

城西国際大学大学院は、建学の精神「学問による人間形成」および教育理念「国際社会で生きる人間としての人格形成」を理解し、本学大

学院の教育方針に共感を示す以下のような人を広く求めます。

修士課程

 • 自らの研究分野について学士課程修了相当の基礎的な知識を持ち、それをさらに専門的に深化向上させるために主体的に取組むこと

ができる人

 • 研究者倫理について理解している人

 • 自らの研究分野について強い探求心を持ち、自ら研究課題を設定することができる人

 • 自らの研究課題や内容を口頭発表や論文で的確に表現できる人

 • 自らの研究成果を社会的な課題の解決に活用し、社会の発展に資することに価値を見出すことができる人

 • 異なる価値観が存在するグローバル社会のリーダーとなり、共に生きることや人が成長することに価値を見出すことができる人
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選考
◎選考を行います。
◎日時、試験会場等は、受験票で確認してください。

6

合否発表
◎合格者には、合格通知発送日に本学より合格通知書および入学手続に関する書類を本人宛に発送します(書類は
翌日以降の到着となります)。また、不合格の場合郵送いたしません。なお、合否についての電話・電子メール等に
よる問い合わせには一切応じません。

◎インターネット（PC・携帯電話）により合否を確認する場合、p.9を参照してください。

7

学費等納付金を振込および入学手続書類を郵送
【学費納付金】
入学手続き締切日までに、一括して指定の銀行口座に払い込んでください。
【入学手続書類】
必要事項をもれなく記入、捺印のうえ、締切日までに郵送してください。

8

入学許可書を発送
◎入学手続き完了後、簡易書留にて入学許可書を発送いたします。
◎入学許可書は、入学後、学生証と交換になりますので大切に保管してください。

9

入試日程、出願書類等を募集要項で確認
◎募集要項および所定用紙は https://www.jiu.ac.jp/graduate/management/smec/ よりダウンロード
してください。
◎所定用紙は、A４サイズの白紙(片面)に印刷してください。
◎募集要項に目を通して、不明瞭な点等がある場合は、TEL.0475-55-8855、【メール】admis@j iu.ac.jpまで
お問い合せください。

1

所定用紙を記入・捺印 その他の出願書類を準備
◎所定用紙にもれなく記入・捺印ください。
◎証明書等その他の出願書類の準備をしてください。

2

入学検定料を納入
◎指定口座へ金融機関で支払ってください。

3

出願書類を郵送
◎出願書類の全てを募集要項P.7の書類順にそろえ、市販の封筒(角2)に入れて、簡易書留で郵送してください
（出願締切日必着）。
◎窓口受付は、9時から16時までに千葉東金キャンパスに限り、入試課に出願書類すべてを持参した場合に受け
付けます。

4

受験票
◎出願書類を受領後、入試課より受験票を発送します。選考日に必ず持参してください。

5

出願から入学手続きまでの流れ

城西国際大学大学院2023年4月　学生募集要項　【健康科学研究科】 

4 5JOSAI INTERNATIONAL UNIVERSITY JOSAI INTERNATIONAL UNIVERSITY



選考
◎選考を行います。
◎日時、試験会場等は、受験票で確認してください。

6

合否発表
◎合格者には、合格通知発送日に本学より合格通知書および入学手続に関する書類を本人宛に発送します(書類は
翌日以降の到着となります)。また、不合格の場合郵送いたしません。なお、合否についての電話・電子メール等に
よる問い合わせには一切応じません。
◎インターネット（PC・携帯電話）により合否を確認する場合、p.9を参照してください。

7

学費等納付金を振込および入学手続書類を郵送
【学費納付金】
入学手続き締切日までに、一括して指定の銀行口座に払い込んでください。
【入学手続書類】
必要事項をもれなく記入、捺印のうえ、締切日までに郵送してください。

8

入学許可書を発送
◎入学手続き完了後、簡易書留にて入学許可書を発送いたします。
◎入学許可書は、入学後、学生証と交換になりますので大切に保管してください。

9

入試日程、出願書類等を募集要項で確認
◎募集要項および所定用紙は https://www.jiu.ac.jp/graduate/management/smec/ よりダウンロード
してください。

◎所定用紙は、A４サイズの白紙(片面)に印刷してください。
◎募集要項に目を通して、不明瞭な点等がある場合は、TEL.0475-55-8855、【メール】admis@j iu.ac.jpまで
お問い合せください。

1

所定用紙を記入・捺印 その他の出願書類を準備
◎所定用紙にもれなく記入・捺印ください。
◎証明書等その他の出願書類の準備をしてください。

2

入学検定料を納入
◎指定口座へ金融機関で支払ってください。

3

出願書類を郵送
◎出願書類の全てを募集要項P.7の書類順にそろえ、市販の封筒(角2)に入れて、簡易書留で郵送してください
（出願締切日必着）。
◎窓口受付は、9時から16時までに千葉東金キャンパスに限り、入試課に出願書類すべてを持参した場合に受け
付けます。

4

受験票
◎出願書類を受領後、入試課より受験票を発送します。選考日に必ず持参してください。

5

出願から入学手続きまでの流れ

城西国際大学大学院2023年4月　学生募集要項　【健康科学研究科】 

4 5JOSAI INTERNATIONAL UNIVERSITY JOSAI INTERNATIONAL UNIVERSITY



ア．国内一般選抜
次の各号のいずれかの条件に該当する者
1. 学校教育法第83条の大学を卒業した者及び令和5年3月までに卒業見込みの者
2. 学校教育法第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者（大学評価・学位授与機構から学士の学位を授与された者）及び令和
5年3月までに学士の学位を授与される見込みの者

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及び令和5年3月までに修了見込みの者
4. 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国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
者及び令和5年3月までに修了見込みの者

5. 我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。）を有するも
のとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した
者及び令和5年3月までに修了見込みの者

6. 外国の大学その他の外国の学校1）において、修業年限が3年以上である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
れた者及び令和5年3月までに授与される見込みの者

1）その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準
ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。

2）当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教
育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。

7. 専修学校の専門課程（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及び令和5年3月までに修了見込みの者

8. 文部科学大臣の指定した者
9. 学校教育法第102条第2 項の規定（飛び級入学）により大学院に入学した者であって、本学の大学院において、大学院における教育を受
けるにふさわしい学力があると認めたもの（注1）

10.本学の大学院において、個別の入学資格審査により、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歳に達したもの及び
令和5年3月までに達するもの（注2）

（注1）出願資格9の条件は、「日本の大学から日本の大学院に飛び級入学した者」であること
（注2）出願資格10の条件は、「短期大学、高等専門学校、専修学校、各種学校の卒業生その他の教育施設の修了者」であること
イ．社会人選抜
保健医療福祉系の国家資格を有し、保健医療福祉分野での実務経験を１年以上（入学時点）経験している者。入学後も在職のまま就学する
者は、勤務先所属長の許可を得て、修了に必要なすべての科目を履修できる者

出願資格

健康科学研究科　健康科学専攻（修士課程）　8名

募集人員

※身体に障がいや精神的に支障がある方や、受験あるいは修学上特別な配慮を必要とする方は、入試および入学後の学習内容・学習方法、
実地研修などに関わりがあるので、入学検定料を払い込む前に入試課に問い合わせてください。入学後の申告は、特別な配慮が出来ない
場合があるので注意してください。

日程

出願期間 選  考  日 合格通知発送日 手続締切日

2022年11月14日（月）

2022年12月23日（金）

2023年3月3日（金）

2023年3月17日（金）

2022年11月3日（木）

2022年12月17日（土）

2023年2月25日（土）

2023年3月10日（金）

2022年10月11日（火）～10月21日（金）  

2022年11月24日（木）～12月2日（金）

2023年2月3日（金）～2月10日（金）

2023年2月16日（木）～2月27日（月）

１期

２期

3期

4期

2022年11月25日（金）

2023年1月10日（火）

2023年3月14日（火）

2023年3月23日（木）

出願手続きに関する注意

（1） 入学検定料 35,000円
銀　  行　  名 ： ゆうちょ銀行
金融機関コード ： ９９００
店　　　　 番 ： ０１９
店　　　　 名 ： 〇一九店（ゼロイチキュウ店）
預　金　種　目 ： 当座
口　座　番　号 ： ０７５４２５６
カナ氏名（受取人名）：ジョウサイコクサイダイガク
※払込受付領収書の原本を志願票裏面に貼付してください。

（2） 受験票：出願者には、書類を受理し確認の後、受験票を送付します。
受験日3日前までに受験票が到着しない場合は、必ず入試課まで問い合わせてください。

（3）出願書類は必ず簡易書留で郵送してください（締切日必着）。
送付先 ： 城西国際大学 入試課
〒283-8555 千葉県東金市求名（ぐみょう）1番地
TEL.0475-55-8855 （直通）
※提出した書類（一部の原本を除く）の変更・返還、および入学検定料等の返還は認めません。

※書類返還を希望される場合、自由様式での返還依頼文と、切手付きの封筒か、レターパックをご準備ください。

※締切日必着

出願書類

出願書類 備  考

２

１

3

4

5

8

入学検定料支払い証明

志願票 （所定用紙）

卒業（見込）証明書（原本）

成績証明書（原本）

国家資格合格証書の写し（任意提出）

志望理由書 （所定用紙）

入学検定料支払い証明（領収書等）の原本を提出 ※志願票の裏面に貼付けてください

写真（出願前3ヶ月以内に撮影したもので、縦4cm×横3cm、正面上半身、脱帽、背景なし

写真裏面に志望研究科と氏名を記入）を貼付

卒業（見込）証明書および成績証明書は最終出身学校等の発行によるものを提出してください

6 語学に関する資格証明書の写し TOEFL iBT 72以上または実用英語技能検定 1級を証明できるものを提出した場合、筆記
試験が免除となります（A4サイズで提出してください）

7 推薦書（所定用紙）

出身校あるいは現在在籍している機関の推薦者が、所定用紙に必要事項をすべて記入し署名
捺印した書類を提出してください
※厳封すること
※提出できない者については、その理由を記載した理由書を提出（A4サイズで書式自由）

看護学領域、リハビリテーション学領域で国家資格等に合格している場合は、その写しを提出（任意）

本学所定用紙に本人が記入した書類を提出してください

所定用紙は https://www.jiu.ac.jp/graduate/management/smec/ よりダウンロードしてください。

注意事項

１
２
３
４
５

状況に応じて上記出願書類以外の書類の提出を求める場合があります　※特に日本国籍を有していない者は、事前に問い合わせください

証明書の姓が現在と異なる場合は、戸籍抄本等を提出してください

出願書類は、受験者が自筆で記入してください

提出書類等に虚偽の記載、または虚偽の申告等の事実があった場合には、入学許可を取り消す場合があります

提出書類は原則返還しませんが、卒業証書等の再発行が不可能な資料等原本返却希望の場合は出願時に返却希望メモを同封してください
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ア．国内一般選抜
次の各号のいずれかの条件に該当する者
1. 学校教育法第83条の大学を卒業した者及び令和5年3月までに卒業見込みの者
2. 学校教育法第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者（大学評価・学位授与機構から学士の学位を授与された者）及び令和
5年3月までに学士の学位を授与される見込みの者

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及び令和5年3月までに修了見込みの者
4. 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国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
者及び令和5年3月までに修了見込みの者

5. 我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。）を有するも
のとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した
者及び令和5年3月までに修了見込みの者

6. 外国の大学その他の外国の学校1）において、修業年限が3年以上である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
れた者及び令和5年3月までに授与される見込みの者

1）その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準
ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。

2）当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教
育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。

7. 専修学校の専門課程（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及び令和5年3月までに修了見込みの者

8. 文部科学大臣の指定した者
9. 学校教育法第102条第2 項の規定（飛び級入学）により大学院に入学した者であって、本学の大学院において、大学院における教育を受
けるにふさわしい学力があると認めたもの（注1）

10.本学の大学院において、個別の入学資格審査により、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歳に達したもの及び
令和5年3月までに達するもの（注2）

（注1）出願資格9の条件は、「日本の大学から日本の大学院に飛び級入学した者」であること
（注2）出願資格10の条件は、「短期大学、高等専門学校、専修学校、各種学校の卒業生その他の教育施設の修了者」であること
イ．社会人選抜
保健医療福祉系の国家資格を有し、保健医療福祉分野での実務経験を１年以上（入学時点）経験している者。入学後も在職のまま就学する
者は、勤務先所属長の許可を得て、修了に必要なすべての科目を履修できる者

出願資格

健康科学研究科　健康科学専攻（修士課程）　8名

募集人員

※身体に障がいや精神的に支障がある方や、受験あるいは修学上特別な配慮を必要とする方は、入試および入学後の学習内容・学習方法、
実地研修などに関わりがあるので、入学検定料を払い込む前に入試課に問い合わせてください。入学後の申告は、特別な配慮が出来ない
場合があるので注意してください。

日程

出願期間 選  考  日 合格通知発送日 手続締切日

2022年11月14日（月）

2022年12月23日（金）

2023年3月3日（金）

2023年3月17日（金）

2022年11月3日（木）

2022年12月17日（土）

2023年2月25日（土）

2023年3月10日（金）

2022年10月11日（火）～10月21日（金）  

2022年11月24日（木）～12月2日（金）

2023年2月3日（金）～2月10日（金）

2023年2月16日（木）～2月27日（月）

１期

２期

3期

4期

2022年11月25日（金）

2023年1月10日（火）

2023年3月14日（火）

2023年3月23日（木）

出願手続きに関する注意

（1） 入学検定料 35,000円
銀　  行　  名 ： ゆうちょ銀行
金融機関コード ： ９９００
店　　　　 番 ： ０１９
店　　　　 名 ： 〇一九店（ゼロイチキュウ店）
預　金　種　目 ： 当座
口　座　番　号 ： ０７５４２５６
カナ氏名（受取人名）：ジョウサイコクサイダイガク
※払込受付領収書の原本を志願票裏面に貼付してください。

（2） 受験票：出願者には、書類を受理し確認の後、受験票を送付します。
受験日3日前までに受験票が到着しない場合は、必ず入試課まで問い合わせてください。

（3）出願書類は必ず簡易書留で郵送してください（締切日必着）。
送付先 ： 城西国際大学 入試課
〒283-8555 千葉県東金市求名（ぐみょう）1番地
TEL.0475-55-8855 （直通）
※提出した書類（一部の原本を除く）の変更・返還、および入学検定料等の返還は認めません。

※書類返還を希望される場合、自由様式での返還依頼文と、切手付きの封筒か、レターパックをご準備ください。

※締切日必着

出願書類

出願書類 備  考

２

１

3

4

5

8

入学検定料支払い証明

志願票 （所定用紙）

卒業（見込）証明書（原本）

成績証明書（原本）

国家資格合格証書の写し（任意提出）

志望理由書 （所定用紙）

入学検定料支払い証明（領収書等）の原本を提出 ※志願票の裏面に貼付けてください

写真（出願前3ヶ月以内に撮影したもので、縦4cm×横3cm、正面上半身、脱帽、背景なし

写真裏面に志望研究科と氏名を記入）を貼付

卒業（見込）証明書および成績証明書は最終出身学校等の発行によるものを提出してください

6 語学に関する資格証明書の写し TOEFL iBT 72以上または実用英語技能検定 1級を証明できるものを提出した場合、筆記
試験が免除となります（A4サイズで提出してください）

7 推薦書（所定用紙）

出身校あるいは現在在籍している機関の推薦者が、所定用紙に必要事項をすべて記入し署名
捺印した書類を提出してください
※厳封すること
※提出できない者については、その理由を記載した理由書を提出（A4サイズで書式自由）

看護学領域、リハビリテーション学領域で国家資格等に合格している場合は、その写しを提出（任意）

本学所定用紙に本人が記入した書類を提出してください

所定用紙は https://www.jiu.ac.jp/graduate/management/smec/ よりダウンロードしてください。

注意事項

１
２
３
４
５

状況に応じて上記出願書類以外の書類の提出を求める場合があります　※特に日本国籍を有していない者は、事前に問い合わせください

証明書の姓が現在と異なる場合は、戸籍抄本等を提出してください

出願書類は、受験者が自筆で記入してください

提出書類等に虚偽の記載、または虚偽の申告等の事実があった場合には、入学許可を取り消す場合があります

提出書類は原則返還しませんが、卒業証書等の再発行が不可能な資料等原本返却希望の場合は出願時に返却希望メモを同封してください
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【受験上の注意】
※試験当日は必ず受験票を持参してください。
※10：20までに選考会場に入室してください。
※辞書等の持込不可。
※受験票を紛失した場合には、試験開始10分前までに入試課に申し出てください。
※HBまたはHBより濃い鉛筆・プラスチック消しゴムを必ず持参してください。ボールペン・フリクションペンは使用できません。
※新型コロナウイルス感染症対策のため、選考内容・方法を変更する場合があります。

【所在地】　
〒283‐8555
千葉県東金市求名1番地

JR東金線「求名」駅から徒歩5分
※自動車での来場はできません。公共交通機関をご利用ください。

※外部英語試験により外国語が免除された者は、口述試験を10：40から実施します。

集  合内  容 外国語試験

10：20 10：40～11：40時 間

ア．国内一般選抜

小論文 口述試験

13：00～14：00 14：20～
昼休み

※外部英語試験により外国語が免除された者は、口述試験を10：40から実施します。

集  合内  容 外国語試験

10：20 10：40～11：40時 間

イ．社会人選抜

口述試験

12：00～

（１）書類審査
（２）小論文
（３）外国語（英語）
（４）口述試験（面接）

選考方法

時間割

選考会場 （千葉東金キャンパス）

合格者には、合格通知発送日に本学より合格通知書および入学手続に関する書類を本人宛に郵送します。（書類は翌日以降の到着となります）
また、不合格の場合郵送いたしません。なお、合否についての電話・電子メール等による問い合わせには一切応じません。

合否発表

インターネットアドレス（PC・携帯電話共通）

https://www.pin-hantei.com/jiu/

インターネット（PC・携帯電話）により合否を確認する場合

● 配信期間
（１）入学試験の合格通知発送日の17時00分から配信開始
（２）合格通知発送日から５日後の17時00分で配信終了
● 合否確認方法
①左記のインターネットアドレス（ＰＣ・携帯電話共通）を入力するか、
ＱＲコードでアクセスしてください。
②受験番号7桁（半角）と、生年月日8桁（半角）を入力し、確認ボタンを押す。
　※受験番号はアルファベット２桁＋数字５桁
　※（例）誕生日が2004年4月2日の場合は『20040402』
③受験生個人の合否結果を画面に表示。

学費等納付金一覧

270,000

315,000

75,000

660,000

10,000

10,000

9,000

3,000

32,000

―

315,000

75,000

390,000

―

―

―

―

―

270,000

630,000

150,000

1,050,000

10,000

10,000

9,000

3,000

32,000

　　　　　　　　―

同額を納入（2期分納）

同額を納入（2期分納）

　　　　　　　　―

入学手続時のみ（相互扶助組織として機能）

修士2年次10年会費40,000を納付

同額を納入

同額を納入

　　　　　　　　―

修士2年次832,000

（日本円）

内 訳

学

費

諸
会
費

（
委
託
徴
収
）

区 分
初年度

2年次以降（年額）10月
（秋学期） 合計（年額）入学手続時

入学金（入学申込金）

授業料

施設設備費 

小 計

父母後援会費

同窓会入会金

共済費

学会費

小 計

納 付 額 692,000 390,000 1,082,000

※入学申込金は、入学金に充当します。
※本学卒業生は、入学金を免除します。
※本学卒業者、留学生と社会人選抜者は、父母後援会費を免除します。
※同窓会入会金について、本学部在籍時に納付済の場合は免除します。
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※外国語試験は辞書持ち込み可（１冊まで、電子機器類は不可）

※外国語試験は辞書持ち込み可（１冊まで、電子機器類は不可）



【受験上の注意】
※試験当日は必ず受験票を持参してください。
※10：20までに選考会場に入室してください。
※辞書等の持込不可。
※受験票を紛失した場合には、試験開始10分前までに入試課に申し出てください。
※HBまたはHBより濃い鉛筆・プラスチック消しゴムを必ず持参してください。ボールペン・フリクションペンは使用できません。
※新型コロナウイルス感染症対策のため、選考内容・方法を変更する場合があります。

【所在地】　
〒283‐8555
千葉県東金市求名1番地

JR東金線「求名」駅から徒歩5分
※自動車での来場はできません。公共交通機関をご利用ください。

※外部英語試験により外国語が免除された者は、口述試験を10：40から実施します。

集  合内  容 外国語試験

10：20 10：40～11：40時 間

ア．国内一般選抜

小論文 口述試験

13：00～14：00 14：20～
昼休み

※外部英語試験により外国語が免除された者は、口述試験を10：40から実施します。

集  合内  容 外国語試験

10：20 10：40～11：40時 間

イ．社会人選抜

口述試験

12：00～

（１）書類審査
（２）小論文
（３）外国語（英語）
（４）口述試験（面接）

選考方法

時間割

選考会場 （千葉東金キャンパス）

合格者には、合格通知発送日に本学より合格通知書および入学手続に関する書類を本人宛に郵送します。（書類は翌日以降の到着となります）
また、不合格の場合郵送いたしません。なお、合否についての電話・電子メール等による問い合わせには一切応じません。

合否発表

インターネットアドレス（PC・携帯電話共通）

https://www.pin-hantei.com/jiu/

インターネット（PC・携帯電話）により合否を確認する場合

● 配信期間
（１）入学試験の合格通知発送日の17時00分から配信開始
（２）合格通知発送日から５日後の17時00分で配信終了
● 合否確認方法
①左記のインターネットアドレス（ＰＣ・携帯電話共通）を入力するか、
　ＱＲコードでアクセスしてください。
②受験番号7桁（半角）と、生年月日8桁（半角）を入力し、確認ボタンを押す。
　※受験番号はアルファベット２桁＋数字５桁
　※（例）誕生日が2004年4月2日の場合は『20040402』
③受験生個人の合否結果を画面に表示。

学費等納付金一覧

270,000

315,000

75,000

660,000

10,000

10,000

9,000

3,000

32,000

― 　

315,000

75,000

390,000

― 　

― 　

― 　

― 　

― 　

270,000

630,000

150,000

1,050,000

10,000

10,000

9,000

3,000

32,000

　　　　　　　　―

同額を納入（2期分納）

同額を納入（2期分納）

　　　　　　　　―

入学手続時のみ（相互扶助組織として機能）

修士2年次10年会費40,000を納付

同額を納入

同額を納入

　　　　　　　　―

修士2年次832,000

（日本円）

内 訳

学

　費

諸
会
費

（
委
託
徴
収
）

区 分
初年度

2年次以降（年額）10月
（秋学期） 合計（年額）入学手続時

入学金（入学申込金）

授業料

施設設備費 

小 計

父母後援会費

同窓会入会金

共済費

学会費

小 計

納 付 額 692,000 390,000 1,082,000

※入学申込金は、入学金に充当します。
※本学卒業生は、入学金を免除します。
※本学卒業者、留学生と社会人選抜者は、父母後援会費を免除します。
※同窓会入会金について、本学部在籍時に納付済の場合は免除します。
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入学手続

書類名 備  考

１

２

３

４

５

６

７

学生個人別カード（裏 契約書）

学生証（身分証明書 発行原簿）

健康管理カード

感染症に関する申告書

入学者整理カード

入学許可書送付用返信封筒

父母後援会登録書

写真1枚（縦4cm×横3cm）を貼付してください

写真1枚（縦4cm×横3cm）を貼付してください

住所、氏名および受験番号を記入してください

複写につき、2枚に押印

（2） 入学手続書類
入学手続締切日までに、必要事項をもれなく記入・捺印し、郵送してください。

（1） 学費等納付金
入学手続締切日までに、一括して指定の銀行口座に払い込んでください。

入学辞退

入学手続をおこなった後に入学を辞退する場合には、2023年3月22日（水）午後3時までに入試課（TEL.0475-55-8855）まで必ず電話で申し出
てください。本学所定の「入学辞退届」を送付します。「入学辞退届」が届いたら、所定欄に記入・捺印のうえ、「入学許可書」を同封し必ず「書
留」で返送してください。3月27日（月）までに必着で提出した場合には、4月7日（金）に入学申込金以外の学費および諸会費（委託徴収）を返還
します。

注：「学費等納付金」の納付および「入学手続書類」の提出を入学手続締切日までに完了してください。なお、入学手続締切日までに手続きが
　 完了しない場合には、入学を許可しません。

※本学シャトルバスは利用できません。

アクセス路線図

ファミリーマート

キャンパス周辺情報
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千葉東金キャンパス建物配置図

テニスコート スポーツ文化センター
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