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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。

国際アドミニストレーション専攻は英語によるプログラム（授業）を開講しています。All English Course （AEC）を希望
する場合は本学公式webサイトを確認してください。
https://www. jiu.ac.jp/englishsite/mgsia/index.html

人文科学研究科国際文化専攻、女性学専攻、グローバルコミュニケーション専攻
経営情報学研究科起業マネジメント専攻、福祉総合学研究科福祉社会専攻

ビジネスデザイン研究科ビジネスデザイン専攻、国際アドミニストレーション研究科国際アドミニストレーション専攻

All English Course (AEC)

修了の要件は、所定の単位の修得と修士論文またはプロジェクト研究報告書の審査および最終試験に合格することです。
修業年限は2年ですが、出願時に1年間で修士課程を修了できると見込まれ、在学中に特に優れた業績をあげた者につ
いては、1年以上の在学で修了できる制度も設けています。

修士課程修了要件について

※「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

はじめに
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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
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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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博士課程

 • 自らの研究分野について修士課程修了相当の専門的な知識を持ち、その更なる深化向上に主体的に取組み、学位論文にまとめようと

する意欲のある人

 • 学位論文の作成に必要な語学力を有する人

 • 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、独創的な研究課題を設定し、論理的な学位論文をまとめることができると見込める人

 • 自らの研究課題や内容について学会での口頭発表や論文執筆ができる人

 • 自らの研究成果を積極的に発表し学問の発展に資することに価値を見出すことができる人

 • 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

【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。

■ 人文科学研究科が求める人物像（アドミッション・ポリシー）

比較文化専攻（博士後期課程）

1. 知識・理解 

　 • 比較文化研究、ジェンダー研究、日本文化研究に関して、修士課程修了相当の知識と理解を有している

2. 技術 

　 • 人文科学の諸領域に関して、修士課程レベルの研究・発表能力を習得している

3. 態度・志向性 

　 • グローバル社会との関係性において人文科学の諸領域を捉え、探究しようとしている

国際文化専攻（修士課程）

1. 知識・理解 

　 • 日本文化研究、比較文化研究の専門的な内容及び方法について、学士課程修了相当の基礎的な知識を持つ人

2. 技術 

　 • 日本文化研究、比較文化研究の分野において、自分の研究課題を設定し、研究計画を立て、積極的・主体的に取り組むことができる人

　 • 自分の研究テーマや内容を、口頭表現や文章表現で的確に伝えられる人

3. 態度・志向性 

　 • 文化の多様な側面に関心を持ち、研究を通して理解を深めたい人

　 • 異文化理解力とコミュニケーション能力を積極的に磨き、その力をもって社会に貢献したい人

　 • 文化に係る知識を必要とする専門職を目指したい人

女性学専攻（修士課程）

1. 知識・理解 

　 • 人文科学・社会科学の専門的な内容及び方法について、学士課程修了相当の基礎的な知識を有している

2. 技術 

　 • 女性学・ジェンダー研究の分野において自ら研究課題を設定することができる

　 • 自らの研究テーマや内容を、口頭表現や文章表現で的確に伝えられる

3. 態度・志向性 

　 • ジェンダーと人権に係る諸問題に関心を持っている

　 • ジェンダー平等社会の実現に向けて、具体的な問題意識を有している
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グローバルコミュニケーション専攻（修士課程）

1. 知識・理解 

　 • 言語学、言語教育学、翻訳通訳研究について学士課程修了相当の基礎的な知識を有している

2. 技術 

　 • 専攻しようとする分野に関係する言語について、研究や技能習得が十分に行える程度の運用能力を有している

　 • 「日本語教育」「翻訳通訳」「TESOL」の分野において自ら研究課題を設定し、研究計画を立てることができる

　 • 自らの研究テーマや内容を、口頭表現や文章表現で的確に伝えられる

3. 態度・志向性 

　 • グローバル社会のより良い発展について主体的に考え、そのような社会に適応し、貢献できる人材になりたいと希望している

　 • 異文化を理解する能力を養い、多文化共生社会で貢献し、活躍したいと望んでいる

　 • 普遍性や多様性など、母語に限定されない言語の幅広い知識を身につけ、豊かな言語生活を築きたいと考えている

　 • コミュニケーションに含まれる多様な要素について関心を持ち、理解を深めたいと考えている

　 • より高度な語学力とコミュニケーション能力を、実践を通して習得し、それを活かせる職業に就きたいと考えている

　 • 日本語教員、翻訳者・通訳者、英語教員など、言語に関する専門知識と応用言語学的知識（言語教育や翻訳・通訳などの知識）が必要

　　とされる専門職を目指している

■ 経営情報学研究科が求める人物像（アドミッション・ポリシー）

起業マネジメント専攻（博士後期課程）

 • 修士の学位を取得し、更なる専門知識に対する探究心を有するもの

 • 修士論文において研究活動に必要な基本能力を確認できるもの

 • 学位論文作成に必要な語学力を有するもの

 • 研究者として強い成長意欲を有するもの

 • 高度な専門職業人を目指し専門分野における能力向上意欲を有するもの

起業マネジメント専攻（修士課程）

 • 学士号を取得し、経営分野の専門知識に対する強い探究心を有するもの

 • 専門知識の修得意欲に加え、自分の将来に強い成長意欲を有するもの

 • 高度資格取得に意欲的に取り組む姿勢を有するもの

 • 修士論文作成に必要な語学力を有するもの

 • 中小企業診断士登録養成課程については、中小企業診断士の第１次試験に合格し、本修士課程において同資格の取得を目指すもの

■ 福祉総合学研究科が求める人物像（アドミッション・ポリシー）

 • 社会福祉または近接領域等における学び、あるいは福祉に係る実務体験等を経て、福祉社会を創造することの必要性を認識し、その

実現に資する研究に取り組みたい人

 • 異なる文化や価値観、多様な人々のライフスタイルを理解し、共感できる広い視野と柔軟性を備えた人 

 • 本研究科での学びを強く希望し、福祉を広い視野から再考し、新たに構築するために必要な専門性や実践力、研究能力を修得したい人
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■ ビジネスデザイン研究科が求める人物像（アドミッション・ポリシー）

1. 知識・理解 

 　• 今日のPEST（政治Politics、経済Economics、社会Society、技術Technology）に係る基本的な知識を持ち、時代と社会の変化に関心

　　をもつ人

 　• 今後の社会において、新しいコミュニケーションをデザインし、新しいビジネスモデルを構築する重要性を理解できる人

2. 技術 

 　• ロジカルシンキングによる合理的なコミュニケーション・判断・意思決定ができる人

 　• 効果的なコミュニケーションを進めるために、メディアに係る表現に関心のある人

3. 態度・志向性 

 　• クリティカル・シンキングを通じて新しい問題を発見し、新しいものの見方を獲得したいという知的柔軟性をもっている人

 　• 社会的課題に関心をもち、ソーシャルイノベーションに係わりたい人

 　• デザイン思考、仮説思考、シナリオ思考による新しい価値の創造に従事したい人

■ 薬学研究科が求める人物像（アドミッション・ポリシー）

薬学研究科は、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、教育方針に共感

を示す以下のような人を広く求める。入学にあたっては、薬剤師の資格は必ずしも必須とせず、これまでの薬学にない領域において確か

な基盤的能力を有する人も受け入れる。

1. 6年制薬学部あるいは大学院修士課程修了相当の学力を有し、それを更に深化させ、専門知識や技能を向上させるために主体的に

取組むことができる人

2. 医療薬学に対し強い探求心や好奇心を有し、課題解決を通して社会の発展に貢献することに価値を見出すことができる人

3. 異なる価値観が存在する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

【入学試験の留意点】

薬学研究科の教育目的にふさわしい人材を、医療に係わる専門知識、語学力、文章力、人物の適性や意欲などの側面から多面的に評価

するために、専門知識・語学の筆記試験、小論文、面接によって総合的に審査する

■ 国際アドミニストレーション研究科が求める人物像（アドミッション・ポリシー）

 • 学際的な研究をおこなうことに強い意欲を持ち、専門的な知識や実践的な能力を高めようとする人

 • 現代のグローバル社会が抱える諸問題に強い関心を持ち、問題解決に努め、貢献しようとしている人

 • 創造性に優れ、グローバルリーダーとしての役割を果たしていくことに、強い意欲を持っている人

城西国際大学大学院2023年4月 学生募集要項 国内
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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/admissions/foreign_students 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（国内募集の場合）

城西国際大学大学院2023年4月 学生募集要項 国内
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選考
◎試験を行います。
◎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)。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.19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

その他
◎在留資格の更新・変更については、入学許可書を受領後、下記にお問い合わせください。
　国際課：abroad@jiu.ac.jp

10
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募集研究科・専攻および募集人員

博士後期課程の出願資格は、以下のいずれかに該当する者に認められます。
（1）修士の学位や専門職学位を有する者（学校教育法第102条第1項）または入学時までに修士の学位を取得する見込みの者
（2）外国において、修士の学位や専門職学位に相当する学位を授与された者（学校教育法施行規則第156条第1号）または入学時までに

修士の学位に相当する学位を取得する見込みの者
（3）外国の学校が行う通信教育を我が国において履修し、修士の学位や専門職学位に相当する学位を授与された者（学校教育法施行

規則第156条第2号）
（4）我が国において、外国の大学院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（大学院相当）日本校）を修了し、

修士の学位や専門職学位に相当する学位を授与された者（学校教育法施行規則第156条第3号）
（5）国連連合大学の課程を修了し、修士の学位に相当する学位を授与された者（学校教育法施行規則第156条第4号）
（6）大学等を卒業し、大学、研究所等において2年以上研究に従事した者で、大学院において、修士の学位を有する者と同等の学力があ

ると認めた者（平成元年文部省告示第118号）
（7）大学院において個別の入学資格審査により認めた24歳以上の者（学校教育法施行規則第156条第7号）

博士課程【薬学研究科医療薬学専攻】
（1）6年制課程の大学を卒業した者、または入学時までに卒業見込みの者
（2）4年制課程の大学を卒業し、修士の学位を取得した者または入学時までに取得する見込みの者
（3）大学を卒業し、または外国において学校教育における16年の課程を修了した後、研究所等において、2年以上研究に従事した者で、
　  大学院において、当該研究の成果等により、修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者

（4）本大学院において、（1）、（2）または（3）と同等以上の学力があると認めた者
※なお、社会人選抜の出願資格は、上記のいずれかに該当し、かつ下記の条件のいずれかを満たす者とする
①卒業後2年以上が経過し、薬学領域（医療関連）の職務経験を2年以上有する者
②本大学院において同等の経験を有すると認めた者

出願資格

研　究　科 専　　攻 学　　位 修了年限
募集人員（名）

4月 9月 合計

5

2

10

2

10

2

15

10

─

10

10

5

15

4

26

4

10

20

3

25

2年※

2年※

2年※

3年

2年※

3年

2年※

2年※

4年

2年※

人文科学研究科

経営情報学研究科

福祉総合学研究科

ビジネスデザイン研究科

薬学研究科

国際アドミニストレーション研究科

国際文化専攻

女性学専攻

グローバルコミュニケーション専攻

比較文化専攻

起業マネジメント専攻

起業マネジメント専攻

福祉社会専攻

ビジネスデザイン専攻

医療薬学専攻

国際アドミニストレーション研究科

修士（国際文化）

修士（女性学）

修士（国際文化）

博士（比較文化）

修士（経営学）

博士（経営学）

修士（福祉社会）

修士（経営学）

博士（薬学）

修士（国際アドミニストレーション）

15

7

25

6

36

6

25

30

3

35

※1年修了コース有り。希望者は面接時に資格の審査があります。審査の結果、1年修了コースに該当しないと判断された場合、2年修了の課程で合格が認められることが
　あります。

城西国際大学大学院2023年4月 学生募集要項 国内
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修士課程の出願資格は、以下のいずれかに該当する者に認められます。
（1）大学を卒業した者、または入学時までに卒業見込みの者
（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、または入学までに授与される見込みのある者
（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、または入学時までに修了見込みの者
（4）外国の学校が行う通信教育を我が国において履修することにより当該国の16年の課程を修了した者
（5）我が国において、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）指定された専修学校の専門課程（文部科学大臣指定専修学校）を修了した者
（8）旧制学校等を修了した者（昭和28年文部省告示第5号第1号～第4号、昭和30年文部省告示第39号第1号）
（9）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（昭和28年文部省告示第5号第5号～第12号、昭和30年

文部省告示第39号第２号）
（10）個別の入学資格審査をもって、大学を卒業した者と同等以上の学力があると本学大学院において認めた者で、22歳に達している者
（11）社会人選抜の出願資格については上記のいずれかに該当し、かつ下記の条件のいずれかを満たす者とする
　　①卒業後2年以上が経過し、出願時に職務経験を2年以上有する者

　　　 ②本大学院においてこれと同等の経験を有すると認めた者

外国人留学生は、下記の（1）～（8）のいずれか1つに該当する者
（1）日本語能力試験（JLPT） N2 以上の取得者。取得していない場合は、以下の基準を満たす者
　　ア　N2不合格の場合は総合得点80点以上で各得点区分の基準点以上
　　イ　N1不合格の場合は総合得点90点以上で各得点区分の基準点以上
　　グローバルコミュニケーション専攻「日本語教育・翻訳通訳研究分野」はN1相当レベルが必要

（2）日本留学試験（EJU）において「日本語」科目を受験し、得点が200点以上（「読解」および「聴解・聴読解」の合計点で計算し、「記述」は
得点に含めない）の取得者（過去2年までの成績が有効）

（3）日本語NAT-TEST 2級以上の取得者（過去2年までの成績が有効）
（4）実用日本語検定J.TEST A-Cレベル600点以上の取得者（過去2年までの成績が有効）
（5）BJTビジネス日本語能力テスト400点以上の取得者（過去2年までの成績が有効）
（6）J-CAT 250点以上の取得者（ただし、各得点区分で30点を下回らないこと。過去2年までの成績が有効）
（7）JPT610点以上の取得者（過去2年までの成績が有効）
（8）グローバルコミュニケーション専攻「TESOL研究分野」および国際アドミニストレーション専攻「All English Course （AEC）」限定
　 本学大学院において受講するに足る英語能力TOEIC Listening & Reading 730以上、TOEFL iBT 80/PBT 550以上、IELTS 

（Academic） 6.5以上などの英語能力が証明できる者　

※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。

出願資格を満たしているか不明な場合には事前審査を行います。
１．履歴書　２．大学学部の卒業証明書　３．成績証明書　４．希望研究科・専攻、卒業論文の概要（あるいは勉強した内容の概要）これから研究
したいテーマ、概要（自由書式）　５．語学に関する資格証明の写しを下記期限内にメールで送付してください。 メールアドレス ： admis@jiu.ac.jp
外国籍の人は、6．在留カードの写し、7．学生証の写し（学生の場合）も提出してください。
1期：2022年9月12日（月）～9月16日（木）
2期：2023年1月16日（月）～1月19日（木）

出願資格事前審査

城西国際大学大学院2023年4月 学生募集要項 国内

9



日程

選考会場・通学・履修キャンパス

出願期間 選  考  日 合格通知発送日 手続締切日

11月14日（月）

12月23日（金）

3月3日（金）

3月17日（金）

11月3日（木）

12月17日（土）

2月25日（土）

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

【全研究科専攻】

研究科・専攻

人文科学研究科 国際文化専攻（修士課程）

人文科学研究科 女性学専攻 （修士課程）

人文科学研究科 グローバルコミュニケーション専攻（修士課程）（TESOL分野）

人文科学研究科 比較文化専攻（博士後期課程）

経営情報学研究科 起業マネジメント専攻（修士課程・博士後期課程）

福祉総合学研究科 福祉社会専攻（修士課程）

薬学研究科 医療薬学専攻（博士課程）

人文科学研究科 女性学専攻 （修士課程）

人文科学研究科 グローバルコミュニケーション専攻（修士課程）

国際アドミニストレーション研究科 国際アドミニストレーション専攻（修士課程）

ビジネスデザイン研究科 ビジネスデザイン専攻（修士課程）

キャンパス

千葉東金キャンパス

東京紀尾井町キャンパス

【所 在 地】
〒283-8555
千葉県東金市求名（ぐみょう）1番地
JR東金線 求名駅より徒歩5分

【所 在 地】
[1号棟] 〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3-26
●東京メトロ有楽町線 麹町駅1番出口より徒歩3分
●東京メトロ南北線 永田町駅9ａ番出口より徒歩5分
●東京メトロ丸の内線・銀座線 赤坂見附駅Ｄ出口より
　徒歩8分
●JR中央線・総武線 四ツ谷駅より徒歩10分
[２号棟] 〒102-0093 東京都千代田区平河町2-8-3
●東京メトロ半蔵門線 半蔵門駅1・6番出口より徒歩5分
●東京メトロ有楽町線 麹町駅1番出口より徒歩5分
[３号棟] 〒102-0093 東京都千代田区平河町2-3-20
●東京メトロ半蔵門線 半蔵門駅1番出口より徒歩5分
●東京メトロ有楽町線 麹町駅1番出口より徒歩5分

※選考会場は受験票で確認してください。また、公共交通機関をご利用ください。

11月25日（金）

2023年1月10日（火）

3月14日（火）

3月23日（木）

城西国際大学大学院2023年4月 学生募集要項 国内

10



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。

城西国際大学大学院2023年4月 学生募集要項 国内
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出願方式

入学志願者は、下記の書類を順番通りに並べて提出してください。

出願書類 備  考

２

１

3

4

5

6

7

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）

成績証明書証明書（原本）

語学に関する資格証明の写し（A4サイズ）

推薦書 （所定用紙）

志望理由書 （所定用紙）

小論文（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

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

　写真裏面に志望学科と氏名を記入）を貼付

2）第2志望の出願を希望する場合は、「出願方式」を参照してください

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

必ず日本語訳または英訳（志願者自身による翻訳可）をつけてください

語学関連の各種検定試験の合格証書やスコアを証明する書類などがある場合には原本を提出

出身校あるいは現在在籍している教育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

※厳封すること

※国際アドミニストレーション研究科を希望する場合は、推薦書2通が必要

本学所定用紙に本人が記入した書類を提出（第2志望がある場合には同じように記入・提出）

小論文課題についてはp.22～に記載しています

9 卒業論文 提出できないものについては、その理由を記載した理由書

1．出願書類（全研究科共通） 所定用紙は https://www.jiu.ac.jp/admissions/foreign_students よりダウンロードしてください。

2．選考方法

●国際文化専攻・女性学専攻・比較文化専攻の選考方法
（１）書類審査（小論文の評価を含む）
（２）英語（60分）★

（３）面接
★本学日本人卒業生は英語の筆記試験を免除。
※辞典等の持込不可。
※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・フリクションペン不可。
※これまでにおこなった研究の内容（卒業論文、またはこれに代わる業績の説明を含む）および今後志望する研究分野の研究計画（研究主題、方法論、資料等の説

明を含む）についての口述試問。
※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。

人文科学研究科 （国際文化専攻・女性学専攻・グローバルコミュニケーション専攻・比較文化専攻）

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

証明書の姓が現在と異なる場合は、戸籍抄本等を提出すること

出願書類は、受験生が自筆で記入してください（身元保証書および経費支弁誓約書は除く）

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

【国内一般入試】
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●グローバルコミュニケーション専攻（TESOL研究分野を選択する場合）
※英語能力TOEIC Listening & Reading 730以上、TOEFL iBT 80/PBT 550以上、IELTS （Academic） 6.5以上などの英語能力が証明できる者
※出願時に英語能力で受験する旨を必ず入試課まで連絡し、受験資格を確認してください。

（１）書類審査（小論文の評価を含む）
（２）英語によるエッセイ（60分）★

（３）面接
★本学日本人卒業生は英語の筆記試験を免除。
※辞典等の持込不可。
※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・フリクションペン不可。
※これまでにおこなった研究の内容（卒業論文、またはこれに代わる業績の説明を含む）および今後志望する研究分野の研究計画（研究主題、方法論、資料等の説

明を含む）についての口述試問。
※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。

国際アドミニストレーション専攻
（１）書類審査（小論文の評価を含む）
（２）英語（60分）★

（３）面接
★本学日本人卒業生は英語の筆記試験を免除。
※辞典等の持込不可。
※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・フリクションペン不可。
※これまでにおこなった研究の内容（卒業論文、またはこれに代わる業績の説明を含む）および今後志望する研究分野の研究計画（研究主題、方法論、資料等の説

明を含む）についての口述試問。
※英語能力TOEIC Listening & Reading 730以上、TOEFL iBT80/PBT550以上、IELTS （Academic） 6.5以上などの英語能力が証明できる者
　国際アドミニストレーション専攻「All English Course （AEC）」限定。
※出願時に英語能力で受験する旨を必ず入試課まで連絡し、受験資格を確認してください。
※英語能力選考で受験せずに入学後All English Course （AEC）履修を希望することは不可。
※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。

その他の専攻【起業マネジメント専攻（修士課程・博士後期課程）、福祉社会専攻、ビジネスデザイン専攻】
（１）書類審査（小論文の評価を含む）
（２）面接
※これまでにおこなった研究の内容（卒業論文、またはこれに代わる業績の説明を含む）および今後志望する研究分野の研究計画（研究主題、方法論、資料等の説

明を含む）についての口述試問。
※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。

薬学研究科医療薬学専攻（博士）
（１）書類審査（小論文の評価を含む）
（２）薬学専門科目の記述試験 （90分 100点）
　 「医療薬学」、「臨床薬学」、「生命薬学」、「創製薬学」の各分野から合計10問程度の出題に対し、入学志望分野を含み3問を選択解答

（３）語学科目（英語） 英和辞典持込可（電子辞書等は不可/辞書（冊子体のみ可） （30分 100点）
（４）小論文 医療薬学分野の課題について（500～600字程度） （30分 100点）
（５）面接 これまでにおこなった研究の概要、今後志望する研究計画に関する口述試問（10～20分程度）

●グローバルコミュニケーション専攻の選考方法（日英・日中-翻訳通訳分野を選択する場合）
英語・中国語能力について中級以上を有すると判断される者

（１）書類審査（小論文の評価を含む）
（２）「英語」「中国語」から専攻を希望する分野に関する言語を1つ選択（60分）★

　  （母国語以外の場合、筆記試験を実施する。）
（３）面接
★本学日本人卒業生は英語の筆記試験を免除。
※辞典等の持込不可。
※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・フリクションペン不可。
※これまでにおこなった研究の内容（卒業論文、またはこれに代わる業績の説明を含む）および今後志望する研究分野の研究計画（研究主題、方法論、資料等の説

明を含む）についての口述試問。
※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。

※10：20までに指定された選考会場に入室してください。
※本学卒業生等の場合は、研究科長の判断で一部科目の免除を認める場合がある。
※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・フリクションペン不可。
※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。

城西国際大学大学院2023年4月 学生募集要項 国内
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集  合内  容 面  接

10：20 10：40～時 間

【筆記試験がない場合】

集  合内  容 筆記試験

10：20 10：40～11：40時 間

【筆記試験がある場合】

【薬学研究科】

集  合 面  接

12：40 13：00～

※試験当日は必ず受験票を持参してください。

※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。

※志願状況により、午前または午後の時間にまとめて筆記試験・面接を行うことがあるので、受験票の裏面を必ずご確認ください。

※筆記試験がある受験者は、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。

3．時間割

科 目

10：30～12：00 12：30～13：00

専門科目の記述試験 語学科目（英語）

14：00～14：30

小論文

15：00～

面　接

時 間

昼休み

昼休み

※午前の部

集  合内  容 面  接

12：40 13：00～時 間

※午後の部

城西国際大学大学院2023年4月 学生募集要項 国内
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出願書類 備  考

２

１

11

３

４

５

６

８

９

入学検定料支払い証明

志願票 （所定用紙）

住民票

卒業（見込）証明書（原本）

成績証明書（原本）

出席率および成績証明書

語学に関する資格証明の写し（A4サイズ）

志望理由書 （所定用紙）

７ 推薦書 （所定用紙）

小論文（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

1）写真（出願前3ヶ月以内に撮影したもので、縦4㎝×横3㎝、正面上半身、脱帽、背景なし
　写真裏面に志望学科と氏名を記入）を貼付
2）第2志望の出願を希望する場合は、「出願方式」を参照してください

日本語能力証明：下記の1）～7）のいずれかを提出
1）日本語能力試験（JLPT）N2以上の認定書。不合格の場合は、出願基準を満たした成績通知書
2）日本留学試験（EJU）において「日本語」の成績通知書（過去2年までの成績が有効）
3）日本語NAT-TEST 2級以上の合格証または成績表（過去2年までの成績が有効）
4）実用日本語検定（J.TEST）認定証または成績表（過去2年までの成績が有効）
5）BJTビジネス日本語能力テスト成績認定書（過去2年までの成績が有効）
6）J-CAT成績証（過去2年までの成績が有効）
7）JPT成績証明書（過去2年までの成績が有効）

10
身元保証および経費支弁誓約書

（所定用紙）

本学所定用紙に身元保証人・経費支弁者が記入した書類
1）身元保証人および経費支弁者が自筆で記入し、必ず署名と印鑑を押した後提出
2）留学期間中の留学生に関するすべての事項（緊急連絡先などを含む）について、個人的に
　保証することができる方
3）経費支弁の「引受経緯」、「支弁方法」などについて具体的に明記
　※必ず日本語訳（または英訳）をつけてください

英語能力証明：英語能力に関する証明書（TOEIC, TOEFL, IELTS）等があれば提出。
ただし、グローバルコミュニケーション専攻「TESOL研究分野」および国際アドミニストレーション
専攻「All English Course （AEC）」は必須

14
外国人留学生授業料減免申請書

（所定用紙）

※薬学研究科は授業料減免制度適用不可

授業料減免制度（授業料30％減免）を申請を必ず□にチェック記入、必ず署名と印鑑を押した
後提出

※毎月の仕送り額が9万円を超える者については、授業料減免を適用しません
※「外国人留学生授業料減免制度申請書」の未提出や申請書に不備がある場合には、授業料
　減免を適用しないことがあります
※毎週１回実施する留学生センターによる在籍確認を怠った学生は、授業料減免の適用を取り
　消す場合があります
※次年度以降については、年度ごとの授業料減免申請書を提出して者に対して審査を行い
　適用の可否を決定します
※在留資格「留学」の者を対象としています

市町村区役所で発行される原本を提出
※在留資格、在留期間等が記載されて、現住所と一致すること

12 在留カードの写し（A4サイズ） 表面、裏面の両方をA4サイズの用紙にコピーして提出してください

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
必ず日本語訳または英訳（志願者自身による翻訳可）をつけてください

在籍している日本語教育機関や高等学校の成績・出席証明書を提出。研究生などの場合は、
在籍証明書を提出

本学所定用紙に本人が記入した書類を提出（第2志望がある場合には同じように記入・提出）

出身校あるいは現在在籍している教育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
※厳封すること
※国際アドミニストレーション研究科を希望する場合は、推薦書2通が必要

小論文課題についてはp.22～に記載

13 パスポートの写し（A4サイズ） 出願時に有効なパスポートの氏名・国籍・顔写真がわかるページとビザのページをA4サイズの
用紙にコピーして提出してください

15 卒業論文 提出できないものについては、その理由を記載した理由書

1．出願書類（全研究科共通） 所定用紙は https://www.jiu.ac.jp/admissions/foreign_students よりダウンロードしてください。

入学志願者は、下記の書類を順番通りに並べて提出してください。

【留学生国内入試】
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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

証明書の姓が現在と異なる場合は、戸籍抄本等を提出すること

出願書類は、受験生が自筆で記入してください（身元保証書および経費支弁誓約書は除く）

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

2．選考方法
（1）書類審査（小論文の評価を含む）
（2）面接

※これまでにおこなった研究の内容（卒業論文、またはこれに代わる業績の説明を含む）および今後志望する研究分野の研究計画（研究主題、方法論、資料等の
　説明を含む）についての口述試問。
※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。

集  合内  容 筆記試験

10：20 10：40～11：40時 間

【筆記試験がある場合】

【薬学研究科】

集  合 面  接

12：40 13：00～

※試験当日は必ず受験票を持参してください。

※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。

※志願状況により、午前または午後の時間にまとめて筆記試験・面接を行うことがあるので、受験票の裏面を必ずご確認ください。

※筆記試験がある受験者は、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。

※10：20までに指定された選考会場に入室してください。
※本学卒業生等の場合は、研究科長の判断で一部科目の免除を認める場合がある。
※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・フリクションペン不可。
※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。

科 目

10：30～12：00 12：30～13：00

専門科目の記述試験 語学科目（英語）

14：00～14：30

小論文

15：00～

面　接

時 間

集  合内  容 面  接

10：20 10：40～時 間

【筆記試験がない場合】

3．時間割

昼休み

昼休み

※午前の部

集  合内  容 面  接

12：40 13：00～時 間

※午後の部
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2．選考方法

●薬学研究科以外の研究科
（１）書類審査（事前課題の評価を含む）
（２）面接
※これまでにおこなった研究の内容（卒業論文、またはこれに代わる業績の説明を含む）および今後志望する研究分野の研究計画（研究主題、方法論、資料等の説

明を含む）についての口述試問
※1年修了コース設置（国際文化専攻・女性学専攻・グローバルコミュニケーション専攻・福祉社会専攻・起業マネジメント専攻・国際アドミニストレーション専攻・ビジネ

スデザイン専攻）
※英語能力TOEIC Listening & Reading730以上、TOEFL iBT80/PBT550以上、IELTS （Academic）6.5以上などの英語能力が証明できる者。
　グローバルコミュニケーション専攻「TESOL研究分野」と国際アドミニストレーション専攻「All English Course （AEC）」限定。
※出願時に英語能力で受験する旨を必ず入試課まで連絡し、受験資格を確認してください。
※英語能力選考で受験せずに入学後All English Course （AEC）履修を希望することは不可
※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。

●薬学研究科医療薬学専攻（博士）
（１）書類審査（事前課題の評価を含む）
（２）薬学専門科目の記述試験 （90分 100点）
　 「医療薬学」、「臨床薬学」、「生命薬学」、「創製薬学」の各分野から合計10問程度の出題に対し、入学志望分野を含み3問を選択解答

（３）語学科目（英語） 英和辞典持込可（電子辞書等は不可/辞書（冊子体のみ可） （30分 100点）
（４）小論文 医療薬学分野の課題について（500～600字程度） （30分 100点）
（５）面接 これまでにおこなった研究の概要、今後志望する研究計画に関する口述試問（10～20分程度）

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

証明書の姓が現在と異なる場合は、戸籍抄本等を提出すること

出願書類は、受験生が自筆で記入してください（身元保証書および経費支弁誓約書は除く）

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

出願書類 備  考

２

１

３

４

５

６

７

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）

語学に関する資格証明の写し（A4サイズ）

推薦書 （所定用紙）

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

1）写真（出願前3ヶ月以内に撮影したもので、縦4㎝×横3㎝、正面上半身、脱帽、背景なし
　写真裏面に志望学科と氏名を記入）を貼付
2）第2志望の出願を希望する場合は、「出願方式」を参照してください

８ 事前課題（様式自由、字数800字以上）
志望専攻の領域に関して、最近の関心事を大学在学時並びに社会人の経験をふまえてまとめた

ものを提出

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

必ず日本語訳または英訳（志願者自身による翻訳可）をつけてください

９ 在職証明書 現職を有する場合に提出

10 卒業論文 提出できないものについては、その理由を記載した理由書

語学関連の各種検定試験の合格証書やスコアを証明する書類などがある場合には提出

出身校あるいは現在在籍している会社の上司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
※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
※国際アドミニストレーション研究科を希望する場合は、推薦書2通が必要

本学所定用紙に本人が記入した書類を提出（第2志望がある場合には同じように記入・提出）

1．出願書類（全研究科共通） 所定用紙は https://www.jiu.ac.jp/admissions/foreign_students よりダウンロードしてください。

入学志願者は、下記の書類を順番通りに並べて提出してください。

【社会人入試】
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昼休み

昼休み

第二志望の出願を認める研究科
（1）人文科学研究科　（国際文化専攻・女性学専攻・グローバルコミュニケーション専攻）：同研究科内での併願可
　 ①出願時に、第二志望選考のため志願票と志望理由書を第一志望とは別に記入・提出すること
　 ②第二志望においても面接を実施する
　 ③グローバルコミュニケーション専攻「日本語教育・翻訳通訳研究分野」はN1相当レベルが必要

（2）福祉総合学研究科：第二志望としての出願を受け付ける
　 ①出願時に、第二志望選考のため志願票と志望理由書を第一志望とは別に記入・提出すること
　 ②第二志望においても面接を実施する

（3）ビジネスデザイン研究科：第二志望としての出願を受け付ける。ただし、第一志望が経営情報学研究科（起業マネジメント専攻）
　 または国際アドミニストレーション研究科（日本語によるプログラム）の場合のみ可
　 ①出願時に、第二志望選考のため志願票と志望理由書も第一志望とは別に記入・提出すること
　 ②第二志望においても面接を実施する

第二志望併願について

集  合内  容 筆記試験

10：20 10：40～11：40時 間

【筆記試験がある場合】

【薬学研究科】

集  合 面  接

12：40 13：00～

※試験当日は必ず受験票を持参してください。

※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。

※志願状況により、午前または午後の時間にまとめて筆記試験・面接を行うことがあるので、受験票の裏面を必ずご確認ください。

※筆記試験がある受験者は、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。

※10：20までに指定された選考会場に入室してください。
※本学卒業生等の場合は、研究科長の判断で一部科目の免除を認める場合がある。
※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・フリクションペン不可。
※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。

科 目

10：30～12：00 12：30～13：00

専門科目の記述試験 語学科目（英語）

14：00～14：30

小論文

15：00～

面　接

時 間

集  合内  容 面  接

10：20 10：40～時 間

【筆記試験がない場合】

3．時間割

※午前の部

集  合内  容 面  接

12：40 13：00～時 間

※午後の部

城西国際大学大学院2023年4月 学生募集要項 国内
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入学手続 （全研究科共通）

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。

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）
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。
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学費等納付金一覧

人文科学研究科・福祉総合学研究科・国際アドミニストレーション研究科 （修士課程・博士後期課程共通）

270,000

290,000

50,000

610,000

10,000

10,000

9,000

3,000

32,000

― 　

290,000

50,000

340,000

― 　

― 　

― 　

― 　

― 　

270,000

580,000

100,000

950,000

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）

同額を納入

同額を納入

　　　　　　　　―

＊修士2年次10年会費40,000を納付
＊博士3年次10年会費40,000を納付

修士2年次 732,000
博士2年次 692,000　3年次 732,000

＊

（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 642,000 340,000 982,000

※1

経営情報学研究科・ビジネスデザイン研究科 （修士課程・博士後期課程共通）

270,000

290,000

75,000

635,000

10,000

10,000

9,000

3,000

32,000

― 　

290,000

75,000

365,000

― 　

― 　

― 　

― 　

― 　

270,000

580,000

150,000

1,000,000

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）

同額を納入

同額を納入

　　　　　　　　―

＊修士2年次10年会費40,000を納付
＊博士3年次10年会費40,000を納付

修士2年次 782,000
博士2年次 742,000　3年次 782,000

＊

（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 667,000 365,000 1,032,000

※1

※入学申込金は、入学金に充当します。
※本学卒業者は、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。
※修士課程1年修了コースの授業料は800,000円です。
※1 出願時に、授業料減免申請書を提出し、審査の結果、授業料減免制度適応者として採用された場合は30％（金額は203,000円）減免された授業料となります。
＊本学部在籍時に納付済の場合は除く
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薬学研究科 （博士課程）

270,000

390,000

75,000

735,000

10,000

9,000

10,000

3,000

32,000

― 　

390,000

75,000

465,000

― 　

― 　

― 　

― 　

― 　

270,000

780,000

150,000

1200,000

10,000

9,000

10,000

3,000

32,000

　　　　　　　　―

同額を納入（2期分納）

毎年150,000円を納入（2期分納）

　　　　　　　　―

入学手続時のみ（相互扶助組織として機能）

同額を納入

博士4年次 40,000を納付

同額を納入

　　　　　　　　―
博士2、3年次 942,000
博士4年次 992,000

＊

（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

共済費

同窓会入会金

学会費

小 計

納 付 額 767,000 465,000 1,232,000

※入学申込金は、入学金に充当します。
※本学卒業者は、入学金を免除します。
※本学卒業者と社会人選抜者は、父母後援会費を免除します。
＊本学部在籍時に納付済の場合は除く。
※薬学研究科は授業料減免制度適応不可。

発送予定日2年次以降納付額 納付締切日

4月1日 4月末日4月（春学期分）

10月1日  10月末日10月（秋学期分）

学費等納付金振込依頼書の納付締切日と発送予定時期
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小論文

■人文科学研究科　国際文化専攻、女性学専攻、グローバルコミュニケーション専攻（日本語教育分野・翻訳通訳分野）
　　　　　　　　　比較文化専攻
以下の課題の中から1つを選び、1,000字以上1,200字以内でまとめてください。
課題１．人文科学の研究領域では、学際的視野を持つことが必要であると言われています。まず、学際的視野とは何かを定義した上で、あなたが 

専門とする研究領域においては、なぜ学際的視野が必要なのかを述べてください。 
課題２．あなたが日本に関してこれまでに読んだ書物の中で、最も深い感銘を覚えた本を1冊選び、その内容を要約して紹介し、さらに現代の社会 

情勢の中でどのような意義をもつかを分析して述べてください。 
課題３．「友好都市」とは、二つの国の都市住民が活発に交流し、相互理解を深めることを目的として結ばれる都市の間の提携関係です。

あなたの出身国において、活発な文化交流を推進している友好都市の活動例を挙げ、交流の成果や課題について自由に考えを述
べてください。

課題４．日本語は習得の難易度が高い言語、曖昧な言語などと言われることがあります。まず、日本語のさまざまな特徴を、３つの観点から、具体例
を挙げつつ説明してください。次に、その特徴のゆえに、学習上どのような難しさが存在するかについても説明してください。

■人文科学研究科・グローバルコミュニケーション専攻（TESOL研究分野）
Choose one of the topics (1) to (4) and write an essay in English following the instructions below.

(1) In your opinion, how and why does adults’ second language acquisition differ from children’s second language 
acquisition?

(2) How can language education and the learning of languages lead to a greater understanding of the ideas of inclusion, 
diversity and understanding? In addition, please indicate how you think the content of language courses can be designed 
to ensure that students develop a deeper understanding of the meaning of these terms. 

(3) “Friendship cities” are partnerships between cities in two countries that are formed for the purpose of promoting 
active exchange and mutual understanding between the residents of the cities. Give examples of activities of friendship 
cities that promote active cultural exchanges in your home country, and freely express your thoughts on the results and 
challenges of these exchanges. 

(4) Discuss what you think are the purposes of education, how you think these purposes are changing and how it is best to 
achieve these purposes in the future. Also, give your opinion about how you think education could be improved in your 
home country, giving examples from your own experiences where possible. 

■経営情報学研究科　起業マネジメント専攻
以下の課題の中から1つを選び、1,000字以上1,200字以内でまとめてください。
課題１．あなたの大学院卒業後の進路について説明してください。またあなたの今後のキャリアデザインのなかで大学院での研究をどのように

位置づけるかを説明してください。
課題2．21世紀の今日、テクノロジーの発展は目覚ましいものがあります。あなたが考える最も大きなテクノロジーの変化とそれによる社会・経済

への変化について説明してください。
課題3．21世紀の世界ではそれまでの世界と全く異なったパラダイムシフトがあらゆる分野で生じています。あなたが考える最も大きな変化はどの

ようなものですか。そしてそれがビジネスや市場・人々の生き方にどのような影響を与えているかについて説明してください。

■福祉総合学研究科　福祉社会専攻
以下の課題の中から1つを選び、1,000字以上1,200字以内でまとめてください。
課題1．あなたは、ソーシャルワーカーとはどのような役割果たす専門職だと考えていますか？ 具体的な活躍の場などを示しながら述べてください。
課題2．日本や世界の多くの国で少子化や高齢化が起こっています。その原因と対策についてあなたの考えを述べてください。
課題3．あなたは、幸福とは何を指し、一人ひとりの幸福が国全体にどのような利益をもたらすと考えますか？自由な発想で述べてください。
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■ビジネスデザイン研究科　ビジネスデザイン専攻
以下の課題の中から1つを選び、1,000字以上1,200字以内でまとめてください。
課題1．将来、社会人として、SDGsの中で、自分自身が社会に貢献したい分野について役割も含めて述べてください。
課題2．自分自身の能力のどの部分を伸ばすことが、日本への留学において実現可能かを述べてください。
課題3．日本と母国の両文化の相違とそれぞれの良さをどのように結びつけるのかを述べてください。

■薬学研究科
Write a short essay in English (within 500-600 words) about the questions below.

Describe the theme and outline of the scientific research you would like to do while in graduate school. In what direction 
would you like to take your future research, and what contributions do you think it will make to society?

下記の質問に500～600ワードで述べなさい。
課題.あなたの修士課程の研究のタイトルを記し、概要について述べなさい。またその研究の発見は社会的にどのような波及効果をもたらし
ますか。

■国際アドミニストレーション研究科　国際アドミニストレーション専攻
以下の課題を、1,000字以上1,200字以内でまとめてください。
課題. 将来あなたが働きたい、もしくは、経営したい組織（企業や社会・非営利団体、政府機関等）は、どのような構造的問題（可能性も含めて、

経済的、社会的、政治的、環境などの面において）に直面していますか。また、組織の目的を達成するためには、組織のリーダーとしてどう
対応していくべきと考えますか。できるだけデータやエビデンスに基づいて、具体的な事例などについても触れながら論じてください。

■国際アドミニストレーション研究科（All English Course （AEC）は、英語小論文）
Write an essay in English to address the following questions. The essay's length should be 500 to 600 words.

What structural problem(s) (such as economic, social, political, environmental or other) is the organization-be it a company, 
governmental or nongovernmental - that you may want to work for or manage facing? In your opinion, how should a 
leader of the organization respond to the problem(s) in order to achieve its objective(s)? Use data, evidence, and concrete 
examples, as much as you can.
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ファミリーマート

東京紀尾井町
キャンパス
（3号棟）

東京紀尾井町
キャンパス
（2号棟）

東京紀尾井町
キャンパス
（1号棟）

東京紀尾井町キャンパス1号棟

東京紀尾井町キャンパス2号棟
東京紀尾井町キャンパス3号棟

※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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〔1号棟〕
　●東京メトロ有楽町線 麹町駅1番出口より徒歩3分
　●東京メトロ南北線 永田町駅9a番出口より徒歩5分
　●東京メトロ丸ノ内線・銀座線 赤坂見附駅Ｄ出口より徒歩8分
　●JR中央線・総武線 四ッ谷駅より徒歩10分
〔2号棟〕
　●東京メトロ半蔵門線 半蔵門駅1・6番出口より徒歩5分
　●東京メトロ有楽町線 麹町駅1番出口より徒歩5分
〔3号棟〕
　●東京メトロ半蔵門線 半蔵門駅1・6番出口より徒歩5分
　●東京メトロ有楽町線 麹町駅1番出口より徒歩5分
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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

西門

体育館

とちテラス

学生広場

C2棟

C1棟

ブリッジ

Ｂ棟

グラウンド

ローズ
ガーデン

ふうテラス

Ａ棟

Ｆ棟

Ｇ1棟 Ｇ2棟 Ｇ3棟

本部棟

水田記念ホール

Ｊ棟

Ｈ棟

Ｄ棟

デッキ

駐車場-1

駐車場-2

水田記念図書館

セントラルスパイン

万葉の杜

石碑●

求名門

正門

守衛室-2

守衛室-1

ＪＩＵ池

駐輪場

ピアノ池

至126号バイバス

句碑

水田美術館

駐輪場

場

車

駐

生

学

Ｋ棟

Ｌ棟
Ｍ棟

Ｎ棟

守衛室-3

避難場所

避難場所

避難場所

避難場所

2Fセブンイレブン
たぶテラス
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城西国際大学 入試課
＜ 千葉東金キャンパス ＞　〒283-8555 千葉県東金市求名1番地
TEL.0475-55-8855　FAX.0475-53-2194 （入試課）
＜ 東京紀尾井町キャンパス ＞　〒102-0093 東京都千代田区平河町2-3-24
TEL.03-6238-1111　FAX.03-6238-1117 （入試課）
E-mail: admis@jiu.ac.jp

お 問 い 合 わ せ 先

ぐ　 みょう

大学院生がティーチング・アシスタントとして、学部学生の授業補助にあたることができる制度で
あり、併せてその大学院生の奨学に資することを目的とした奨学制度です。

Teaching Assistant授業料減免制度

大学院生が有給で教員の教育業務の補助および大学全体の業務補助にあたることができる
制度であり、併せてその大学院生の奨学に資することを目的としたプログラムです。

Work Study Program

制　度
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