
入力・記入上の注意

※「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おこなうとともに、
　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、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。

□ 国際人文学部／国際文化学科
　　　　　　　　　　 ／国際交流学科

□ 観光学部／観光学科
□ 経営情報学部／総合経営学科
□ メディア学部／メディア情報学科
□ 薬 学 部／医療薬学科
□ 福祉総合学部／福祉総合学科
　　　　　　　　　　 ／理学療法学科

□ 看護学部／看護学科

〒283-8555 千葉県東金市求名（ぐみょう）1番地
TEL.0475-55-8855　 FAX.0475-53-2194

城西国際大学 入試課
■入試に関する問い合わせ先

※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

ファミリーマート

（1号棟）

東京紀尾井町
キャンパス
（3号棟） 1） 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、入力違い、書き違い、思い違いのないように十分注意してください。

2） 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（摩擦熱により消えるペンは使用不可）。
　 ※欄には記入しないでください。
3） 志願票は入学検定料納入後インターネット出願サイトから、表示されたPDFファイルをA4サイズの紙に印刷してください。印刷された志願票
に「大学入学共通テスト成績請求票（私立大学・公私立短期大学用）」（大学入学共通テストを利用する場合）を貼付して、他の出願書類
と一緒に定められた日までに送付してください。

4） 受験票は選考日の概ね3～4日前から、大学入学共通テスト利用の受験票は出願書類提出期間締切日の概ね5日後からインターネット出願
サイトよりダウンロードが可能になります。受験票は必ず白紙のA4用紙にタテ方向で 印刷（カラー、白黒どちらでも可）し、受験番号を確認
してください。

キャンパス周辺情報
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2022年度 学生募集要項



　学問による人間形成
建学の精神

　国際社会で生きる人間としての人格形成
教育理念

　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。

ビジョン

　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。

ミッション

1. 城西国際大学が求める人物像
　城西国際大学の建学の精神と教育方針に共感し、以下のいずれかに当てはまる人を求めます。その
ために、多様な選抜方法を実施します。

• 国際社会・地域社会・産業界等に貢献したい人
• 社会が求める教養と専門的な知識・技能を修得したい人
• 多様な文化・価値が共生する社会において、他者と積極的にコミュニケーションを取りたい人

2. 入学者選抜の基本方針
　アドミッション・ポリシーを具現化するために、以下の入学試験を実施します。

《総合型選抜》
　当該学部学科の教育目的に共感を示し、その資質と能力を本学で発揮することに意欲的な人を対象と
します。

《学校推薦型選抜（指定校、公募制）》
　本学が求める基準を満たし、かつ学校長などが推薦する人を対象とします。

《一般選抜》
　当該学部学科の教育目的に対し共感を示し、その資質と能力を有する人を対象とします。

《大学入学共通テスト利用入学試験》
　大学入学共通テストを受験し、本学を志望する人を対象とします。

入学者受け入れの方針（アドミッション・ポリシー）

　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。

• 総合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
もって関連領域と連携できる職業人を育成する。

• 地域社会およ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。

教育目標

JIU2022_学生募集要項　【志願票の書き方】 

2 3JOSAI INTERNATIONAL UNIVERSITY JOSAI INTERNATIONAL UNIVERSITY

城西国際大学の建学の精神、教育理念、ポリシー等



　この学生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。入力・記入に

際しては間違いのないように十分注意してください。受験上の注意事項や選考会場案内図なども記載して

いますので、選考当日はこの「学生募集要項」を持参してください。

　また、出願前にアドミッション・ポリシーを必ず読んでください。

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.

選考当日は、受験票記載の指定された選考会場以外での受験はできません。
選考当日は、指定された時刻までに指定の試験室に入室してください。
選考会場の試験室等は、選考会場の入り口に掲示するなどしてお知らせします。時間に余裕をもって
行動してください。
選考会場の入り口で受験票の提示を求める場合があります。
受験票は、机上に表示している受験番号票に並べて置き、筆記用具以外はカバン等にしまってください。
受験票を忘れた場合は、選考当日に「仮受験票」の交付を受けてください。仮受験票の交付場所は、
選考会場にて掲示等で指示します。
受験票、筆記用具（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。
選考会場での上履きは不要です。
試験室に入室する際は、携帯電話、スマートフォン、ウェアラブル端末等の電子機器類の電源を切り、
カバン等にしまってから入室してください。身につけていたり、手元にあった場合も不正行為となることが
あります。
試験中は、監督者の指示に従ってください。
選考会場までは公共交通機関を利用してください（本学シャトルバスは利用できません）。

受験上の注意事項

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.

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

●一般選抜実施にあたっては、必要と認める範囲で「入試過去問題活用宣言」に参加している大学の入試過去問題を一部改変
もしくはそのまま使用して出題することがあります。必ず使用するとは限りません。

　「入試過去問題活用宣言」についての詳細は、次のURLにて確認してください。
　https://www.nyushikakomon.jp
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※「第2志望学科」を選択した場合でも、1回分のみの入学検定料で出願可能です。
※総合経営学科（東京紀尾井町キャンパス）、医療薬学科、福祉総合学科「子ども福祉コース」、理学療
法学科、看護学科は「第2志望学科」として選択することはできません。

※メディア情報学科以外を「第1志望学科」とする場合、メディア情報学科のいずれのコースも「第2
志望学科」として選択することはできません。

※「第2志望学科」の選択が無い場合、選考結果(出願書類、面接や筆記試験内容など)を加味し、本学
が指定する隣接領域例内の学科間や、他の学科で「振替合格」とする場合があります。

　〈隣接領域例〉
　　①国際文化学科、国際交流学科
　　②総合経営学科、観光学科
　　③メディア情報学科、観光学科
　　④メディア情報学科、総合経営学科
　　⑤理学療法学科、福祉総合学科
　　⑥看護学科、福祉総合学科
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この募集要項に記載されている入試についてはすべてインターネット出願です
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https://www.jiu.ac.jp/admissions/detail/id=3949
にアクセスしてください。

① ユーザー登録
② 入試方式の選択
③ 志望学科・選考会場選択
④ 個人情報・出身高校等の入力・写真の登録
⑤ 入力内容の確認

インターネットに接
続しているパソコン
で、画面に掲載され
ている入力手順や
注意事項を確認。画
面の指示に従って、
必要事項を入力し
ます。

Step
1 登録内容

　① 入学検定料支払い方法の確認
　② 出願登録完了

登録完了画面に検定料の支払いサイト
のURLが表示されます。案内に従い、
検定料をお支払いください。

入学検定料
支払い

入学検定料の払込み終了後、必要書
類を簡易書留速達で郵送します。

必要書類の
印刷・提出

上記のURLに
アクセス!

書類の印刷・提出

選考日の概ね3～4日前からインター
ネット出願サイトよりダウンロード可
能となります。

受験票を印刷

受験票をダウンロード・印刷

Step
2

Step
3

Step
4

35,000円 大学入学共通テスト利用 15,000円

大学入学共通テスト利用を選択した場合、大学入
学共通テスト成績請求票番号が必要になります。
大学入学共通テスト会場コード・受験番号を記入
してください。

（注）出願志願票の印刷は、以下のStep2の入学検定料の払込み終了後に可能となります。

インターネット出願の全体の流れ

入学検定料

Step
1-3 ◎志望学科選択 

◎選考会場選択

ユーザー登録Step
1-1 ◎はじめて出願する方は「ユーザー登録」を行ってください。

◎すでにユーザー登録が済んでいる方は「マイページログイン」をクリックしてください。

入試方式の選択
◎該当する受験方法を選択
　該当する入試方式を確認の上、選択してください。

志望学科・選考会場選択

Step
1-2
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一般選抜と大学入学共通テスト利用に限り同一期間の入試において複数の学科に出願すると入学検定料が減額されます。
一般選抜D日程と大学入学共通テスト利用3期との検定料セット割は2/22（火）～2/28（月）正午までの適用です。

一般選抜1学科35,000円＋大学入学共通テスト利用1学科15,000円－3,000円減額＝合計47,000円　50,000円
一般選抜1学科35,000円＋一般選抜1学科35,000円－4,000円減額＝合計66,000円　70,000円
大学入学共通テスト利用1学科15,000円＋大学入学共通テスト利用1学科15,000円－2,000円減額＝合計28,000円　30,000円
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※検定料のほかに手数料が必要です。詳しくはインターネット出願サイトの「支払い方法」をご確認ください。
※複数回出願登録する場合、手数料がそれぞれ必要となります。
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入学検定料支払い方法のご案内

城西国際大学 入試課　【受付時間】　（月～土・祝日を除く）  9：00～17：00
TEL. 0475-55-8855

複数出願減額制（セット割）の併願例

入学検定料支払いに関するお問い合わせ先

手数料について

※入学検定料の支払い後は出願内容の変更は一切できませんので、ご注意ください。
※入金の確認に2時間程度かかる場合がありますので、余裕をもってお支払いください。
※詳しくはインターネット出願サイトの「支払い方法」をご確認ください。

出身学校・個人情報等の入力

●出身高校の選択
●基本情報　　 氏名（カナ・漢字）生年月日・性別など 
●住所・連絡先　郵便番号・都道府県・市郡区・
　　　　　　 　町番地・電話番号・メールアドレス
●英語外部検定試験種別
●出身高校（課程・学科）・卒業（見込）・合格年月

Step
1-4

◎以下の必須項目を漏れなく入力

●写真
●入試方式
●出願情報（入試日程・学科内容・選考会場など） 
●基本情報（氏名・かな・漢字・生年月日・性別）
●住所・連絡先
●英語外部検定試験種別（J特待生対象者のみ）
●出身高校など
●入学検定料総合計

◎以下の項目を確認

出願登録情報の確認
入学検定料支払い窓口の選択

写真の登録

Step
1-5

検定料の支払い方法を選択し、
支払い情報を確認
コンビニ・ATMでの支払いを選択した際は、支払い情報を取得
※支払い情報は、支払いをする際に必要な情報ですので、必ずメモを取るか印刷してください。

※「支払う際に必要な番号」は、登録完了後の「入学検定料払込方法」及び「払込票メール」に記載されています。
※受け取った領収書（レシート）は、本学に提出する必要はありません。試験完了まで大切に保管してください。

Step
2

選択した支払い方法で入学検定料を支払う
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クレジットカード ※登録完了時点で決済が完了します。

出願手続きの際に、
支払い方法で
「クレジットカード」を選択

画面の指示に従って
支払い手続きを行ってください。

※お支払いされるカードの名義人は、受験生本人でなくても
　構いません。

【クレジットカードで支払う場合】

【コンビニエンスストアで支払う場合】

ペイジー

出願手続きの際に、
支払い方法で
「ペイジー」を選択

画面の指示に従って
支払い手続きを行ってください。

【ATMで支払う場合】
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インターネット出願に関するQ&A

出願前の準備や確認

インターネットを利用しないと出願ができないか？
はい、すべての入試でインターネット出願のみ実施しています。
ご自宅でインターネットが使用できない場合は、高等学校の先生などにご相談ください。

よくある質問は下記をご参照ください。

Q
A
海外からインターネット出願は可能か？

出願の受付は日本国内のみとなっているため、海外からの出願は受け付けておりません。

Q
A
PDFが表示されない、または表示が遅い。
アドビシステムズ株式会社のページを立ち上げ（スマートフォンの場合は、アプリのダウンロードページが立ち上がります。）「インストール」
または「入手」ボタンをクリックし、最新版をダウンロード（無償）して設定してください。
また、すでにAdobe Acrobat Reader DCをお持ちの方につきましても、最新版をご利用されることを推奨します。

Q
A

出願登録に関すること

スマートフォンでも出願登録できるか？
はい、可能です。
ただし、志願票などの必要書類の印刷が必要ですので、ＰＤＦファイルを印刷できる環境（学校、コンビニエンスストアなど）で書類を印刷してください。

Q
A
氏名の漢字が登録の際にエラーになってしまう場合はどうすればいいか？
氏名や住所などの個人情報を入力する際に、漢字が登録エラーになる場合は代替の文字を入力してください。
また、代替文字を使用した場合には、印刷した入学試験志願票の該当箇所を必ず赤字で正しい文字に楷書で訂正してください。

Q
A

併願や複数回出願する場合、調査書の提出は毎回必要か
志願票1枚につき1通の調査書が必要です。
併願の場合や複数回出願する場合は、その分の通数の調査書が必要となります。

Q
A

入学検定料に関すること

入学検定料の支払いはいつすればいいか？
登録後、できるだけ速やかにお支払いください。
登録が完了しても、入学検定料を期限までにお支払いがなかった場合は出願ができません。

Q
A
入学検定料を入金したのに入金確認の通知メールが到着しない。入学検定料が入金されているか確認したい。

マイページより、登録（入金）内容を確認してください。

Q
A

提出書類に関すること

志願票は、カラー・白黒印刷どちらか？Q
カラー・白黒印刷どちらでも可です。A

印刷が必要な書類は、いつ印刷が可能になるか？Q
入学検定料をお支払い後に、志願票や宛名ラベルなどの印刷が可能になります。A

出願登録が完了した後はどうすればいいか？
出願登録をしただけでは出願したことになりません。
入学検定料をお支払いいただき、必要書類（志願票、調査書など）を「出願書類提出期間」内に送付してください。

Q
A
ログインIDがわからない場合はどうすればいいか？

マイページログインの「ログインIDを忘れた方」をクリックして、お問い合わせください。

Q
A
出願登録をキャンセルしたいが、どうすればいいか？

特にご連絡などは必要ありません。入学検定料のお支払いがなければ、出願が無効になります。

Q
A

https://www.jiu.ac.jp/admissions/detail/id=3949

受験票をダウンロード・印刷Step
4

書類の印刷・郵送Step
3

◎入学検定料の払込み終了後、必要書類を印刷
◎志願票・宛名ラベルを印刷（カラー・白黒印刷どちらでも可）
◎登録確認票 （印刷し本人控えとして保管）
◎市販の角型2号封筒（A4が折らずに入るサイズ）に宛名ラベルを貼り、
　志願票と必要書類を同封し簡易書留で郵送

◎受験票は選考日の概ね３～４日前から、大学入学共通テスト利用の受験票
は出願書類提出期間締切日の概ね5日後からインターネット出願サイト
よりダウンロードが可能となります。
◎A４サイズの白紙の用紙に受験票をタテ方向で印刷（カラー、白黒どちらで
も可）し、大学共通テスト利用以外は、選考日に必ず持参してください。 
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■ 国際人文学部の教育研究上の目的
国際人文学部は、語学力と国際的な教養、社会人に必要な知識とスキルを十分に身につけ、国際社会で活躍できる人材を育成する

■ 国際文化学科の教育研究上の目的
国際文化学科は、国際的な視野を持って語学力と異文化理解力に優れ、柔軟な発想と行動力を備えた人材を育成する

■ 国際文化学科が求める人物像（アドミッション・ポリシー）
国際文化学科では、本学科の教育方針に共感し、以下のいずれかに当てはまる人を求めます。
1．自身の思考や意見をわかりやすくまとめ、伝えることを目指す人
2．必要な情報を適切な方法で収集・選別し、活用することを目指す人
3．日本及び世界の文化、社会、政治、経済に強い関心がある人
4．多様な文化背景を持つ人 と々の関わりから日本及び世界の文化・生活・社会などを学ぶ意欲がある人
5．様々な言語に興味があり、ICT（情報通信技術）で世界の人 と々つながりたいと思っている人
6．学習意欲を持ち、論理的な思考力、問題解決能力を身につけることに熱意がある人

■ 国際文化学科が求める高校での学習
本学入学後の専門教育に必要な基礎学力を身につけるだけでなく、総合的な学習の時間やボランティアなどを含む課外活動を通じて、国際社会の
問題に目を向け、世界の国々で起きていることに関心をもち、そうしたことに対して自分の意見がはっきりと言える、個性豊かな人間性を養ってください。
高等学校の課程では、論理的な読解力、思考力、コミュニケーション力を培う国語や英語、特定の分野や問題に関心をもつための社会（地歴や公民）
の教科を履修することが望まれます。語学の資格を取得することも望ましいでしょう。

■ 国際人文学部の教育研究上の目的
国際人文学部は、語学力と国際的な教養、社会人に必要な知識とスキルを十分に身につけ、国際社会で活躍できる人材を育成する

■ 国際交流学科の教育研究上の目的
国際交流学科は、実践的な語学力と国際交流のための知識とコミュニケーション能力を身につけた人材を育成する

■ 国際交流学科が求める人物像（アドミッション・ポリシー）
国際交流学科では、本学科の教育方針に共感し、以下のいずれかに当てはまる人を求めます。
1．自身の思考や意見をわかりやすくまとめ、伝えることを目指す人
2．必要な情報を適切な方法で収集・選別し、活用することを目指す人
3．英語で基礎的なコミュニケーションを行うことを目指す人
4．英語に興味を持ち、英語力を高めたいという意欲を持っている人
5．積極的に周囲の人とコミュニケーションを取り、その能力を高めたい人
6．留学・研修などの海外協定校とのプログラムに積極的に参加したいと考えている人
7．将来、国内・国外を問わず、国際的な場で活躍を目指す人

■ 国際交流学科が求める高校での学習
本学入学後の専門教育に必要な基礎学力だけでなく、国際社会や企業社会の問題に興味や関心を持つ力、個性豊かな人間性を、総合的な学習
の時間やボランティアなどを含む課外活動を通じて身につけてください。
高等学校の課程では、論理的な読解力、思考力、コミュニケーション力を培う国語や英語、特定の分野や問題に関心を持つための社会（地歴や公
民）の教科を履修することが望まれます。語学の資格を取得することも望ましいでしょう。

■ 入試方式と募集人員 （国際人文学部 国際文化学科：入学定員80名／国際交流学科：入学定員120名）

国際人文学部

学　　部 学　　科 入試方式 募集人員

国際文化学科

国際交流学科

国際人文学部 国際交流学科

国際人文学部 国際文化学科

総合型選抜（第1期）
総合型選抜（第2期）
総合型選抜（第3期）
総合型選抜（第4期）
学校推薦型選抜（公募制推薦）（第1期）
学校推薦型選抜（公募制推薦）（第2期）
一般選抜（Wエントリー選抜）Ａ日程
一般選抜（Wエントリー選抜）Ｂ日程
一般選抜（Wエントリー選抜）Ｃ日程
一般選抜（大学入学共通テスト利用　第1期）
一般選抜（大学入学共通テスト利用　第2期）
一般選抜（大学入学共通テスト利用　第3期）
総合型選抜（第1期）
総合型選抜（第2期）
総合型選抜（第3期）
総合型選抜（第4期）
学校推薦型選抜（公募制推薦）（第1期）
学校推薦型選抜（公募制推薦）（第2期）
一般選抜（Wエントリー選抜）Ａ日程
一般選抜（Wエントリー選抜）Ｂ日程
一般選抜（Wエントリー選抜）Ｃ日程
一般選抜（大学入学共通テスト利用　第1期）
一般選抜（大学入学共通テスト利用　第2期）
一般選抜（大学入学共通テスト利用　第3期）

20名
（スポーツ総合型選抜を含む）

5名

15名

8名

25名
（スポーツ総合型選抜を含む）

12名

25名

13名

■ 学校推薦型選抜（指定校推薦）

国際人文学部

学　　部 学　　科 募集人員
国際文化学科
国際交流学科

25名
35名

■ 外国人留学生

国際人文学部

学　　部 学　　科 募集人員
国際文化学科
国際交流学科

5名
5名

■ スポーツ総合型選抜

国際人文学部

学　　部 学　　科 入試方式 募集人員

国際文化学科

国際交流学科

20名
（総合型選抜を含む）

25名
（総合型選抜を含む）

スポーツ総合型選抜（第1期）
スポーツ総合型選抜（第2期）
スポーツ総合型選抜（第3期）
スポーツ総合型選抜（第1期）
スポーツ総合型選抜（第2期）
スポーツ総合型選抜（第3期）

■ 2022年9月入学試験

国際人文学部

学　　部 学　　科 募集人員
国際文化学科
国際交流学科

2名
5名

※2022年9月入学試験の日程、選考方法などの実施内容は、2022年4月以降に別冊の入試要項で案内します。

※スポーツ総合型選抜の日程、選考方法などの実施内容は、別冊の入試要項です。

※推薦基準ならびに日程、選考方法などの実施内容は、指定校に直接通知します。

各入試方式の日程、
選考方法などの実施内容は… 本ページ以降に記載
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科
）
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（１）書類審査
（2）「課題」への取り組み

「課題」については     　       　　に記載しています。
選考当日、「課題」の中から1つを選び、取り組んでいただきます（資料等の持ち込み不可）。〔60分〕

（3）面接
※（1）～（3）の選考方法により、総合的に判定します。

募集学部・学科および人員

１．高等学校または中等教育学校を卒業した者および2022年3月卒業見込みの者
２．通常の課程による12年の学校教育を修了した者および2022年3月修了見込みの者
３．学校教育法施行規則第150条の規定により、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る者、または2022年3月31日ま

でにこれに該当する見込みの者で、以下の⑴～⑺のいずれかに該当する者
（1）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の指定した者
（2）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2022年3月31日までに修了見込みの者

（3）専修学校の高等課程（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または2022年3月31日までに修了見込みの者

（4）文部科学大臣の指定した者
（5）高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者（旧規定による大学入学資格検定に合格し

た者を含む）または2022年3月31日までに合格見込みの者
（6）学校教育法第90条第2項の規定により大学に入学した者であって、当該者をその後に入学させる大学において、大学における教

育を受けるにふさわしい学力があると認めた者
（7）本学において、個別の入学（出願）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た者で、2022年3月31

日までに18歳に達する者
※注　出願資格⑹、⑺により、出願を希望する場合は、出願前に審査が必要のため、出願を希望する入学試験の出願締切日の概ね1ヶ月前までに入試課まで相談してください。

上記のいずれかに該当し、なおかつ以下の①～④のいずれかを満たす者
　① 「異文化」や「語学」に強い関心をもっている人
　② 「資格取得」に意欲をもっている人
　③ 大学在学中に達成したい目標をもっている人
　④ 希望している将来の進路を本学でめざしたい人

出願資格

（１）志　願　票　インターネットに接続されているパソコンで、画面に掲載されている入力手順や注意事項を出願手順の指示に従って、
必要事項を入力し、入学検定料納入後、表示されたPDFファイルをA4サイズの紙に印刷してください。

（２）自己推薦書　本学ＨＰよりダウンロードし、志願者が必ず自筆で記入し、できるだけ詳細に記入してください。
（3）調　査　書　
　　①出身高等学校の調査書
　　②大学入学資格検定合格者、または高等学校卒業程度認定試験合格者は、合格成績証明書を提出してください［免除科目が
　　　ある場合は、その科目の成績証明書も提出してください］。合格見込みの者は、合格見込成績証明書を提出してください。
　　③上記以外の場合は、出願資格に該当する修了証明書と最終の成績証明書を提出してください。
　　④卒業後5年以上経過したため、高等学校で調査書の取得が困難な場合は、卒業証明書を提出してください。
（4）総合型選抜の主旨に合致する書類等

提出した書類は返却しません。大切なものや大きなものは、複写や写真等で代替してください（資格の取得証明や課外活動の成果など
提出できる書類がある場合に限り提出してください。必ず提出しなければならない書類ではありません）。

（5）外国籍の場合　住民票（在留資格、在留期間等が記入されているもの）を提出してください［志願票の氏名は、日本名も使用できます］。
　  ※必要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。
　  ※出願書類は、選考ごとにそれぞれ1通必要となります。
　  ※調査書等の書類は、出願前3ヶ月以内に発行されたものを提出してください。　
　  ※各種証明書は、日本語または英語で記載されたものとします。日本語、英語以外で記載された書類には日本語の翻訳文を

添付してください。

出願書類

※出願書類の郵送受付は、出願書類提出期間締切日必着です。出願書類は簡易書留速達で郵送してください。
※インターネット出願は、出願登録期間の締切日当日正午までにWEB上で入力・送信し、検定料の振込を完了してください。
　なお、振込が完了しないと志願票が印刷できないため、「出願書類提出期間」の締切日にご注意ください。
※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。
※受験票は選考日の概ね3～4日前からインターネット申し込み確認画面からダウンロードが可能となります。受験票は必ず白
　紙のA4用紙タテ方向で印刷（カラー、白黒どちらでも可）し、選考日に必ず持参してください。
※合格者は、入学手続締切日までに入学手続の書類を提出し、　　　　　の表の「入学手続締切日まで」の「納付額」を振り込んでください。p.122

時間割

選考方法

※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。
※他大学等との併願を認めます。

※　　　 の入試方式と募集人員を参照してください。

選考会場

※詳細は、　　　　 を参照してください。
※選考日当日の緊急時の連絡先は、全て城西国際大学入試課（TEL.0475-55-8855）になります。

千葉東金キャンパス 〒283-8555
千葉県東金市求名（ぐみょう）1番地

p.128

※選考当日は、必ず10時20分までに指定された選考会場に入室してください。

入学検定料および出願手続

p.13

※合否発表、入学手続、入学許可書については　　　　　　　 を参照してください。
※入学許可書は、「学費等納付金」の納付と「入学手続書類」の郵送を入学手続締切日までに完了した者に発行します。
　なお、手続きが完了しない場合には入学を許可しません。

p.120/p.121

p.16/p.17
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※詳細は　　   を参照してください。p.7

 p.7参照

日　程

出願書類提出期間インターネット出願登録期間 入学手続締切日合否通知発送日選考日

2021年9月8日（水）～９月24日（金）

2021年11月1日（月）～11月11日（木）

2022年1月12日（水）～1月21日（金）

2022年2月22日（火）～3月1日（火）

2021年9月8日（水）～ 9月23日（木）正午

2021年11月1日（月）～ 11月10日（水）正午

2022年1月12日（水）～1月20日（木）正午

2022年2月22日（火）～2月28日（月）正午

11月11日（木）

12月10日（金）

2月21日（月）

3月24日（木）

11月1日（月）

12月1日（水）

2月14日（月）

3月17日（木）

10月2日（土）

11月20日（土）

1月31日（月）

3月9日（水）

第１期

第２期

第3期

第4期

時　間

項　目

13：00～

面接
昼休み

10：40～11：40

「課題」への取り組み
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総合型選抜
（併願可）
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国際人文学部 国際文化学科／国際交流学科

「インターネット出願」は  城西国際大学サイト
からアクセスして、インターネット出願のバナーをクリックしてください。

https://www.jiu.ac.jp/



総合型選抜課題

課題１. SDGs（Sustainable Development Goals）とは、持続可能でより良い世界を目指す国際目標のことで、世界中の国や機関、
グループ、人が17の目標達成に向けてさまざまな取り組みを行っています。あなた自身が生活の中で貢献できる目標があれば、
何をどのように行えるか、具体的に説明してください。または、将来仕事などで取り組みたい目標があれば、どのように関わりた
いか、具体的に説明してください。

課題2.

課題3.

課題4.

次の選択肢のなかから、あなた自身が魅力を感じる文化圏を一つ選び、具体的な例を挙げて、なぜその文化圏に魅力を感じ
るのかを論じてください。

〈文化圏の選択肢〉
① アメリカ合衆国、カナダの北米文化圏
② メキシコ、ブラジルなどの中南米文化圏
③ ヨーロッパ文化圏

「人、物、マネー、情報の国境を越えた移動」が世界を変えています。このような移動のプラス面とマイナス面について、あなた
の考えを述べてください。

あなた自身が魅力を感じた、日本の文学、映画、ドラマ、アニメ、マンガなどの作品を一つ挙げて概要を説明し、文化的、社会的
観点から、その魅力を論じてください。

以下の課題の中から1つを選び、選考当日に８００字以上１２００字以内でまとめてください。（資料等の持ち込み不可）〔60分〕

Carla is a high school student in the United States. She is coming to Japan to study one year at your high school, 
and before coming she would like to ask you a few questions.

Carla: I am so excited about studying in Japan, but I’m worried about a few things. I hope you don’t mind 
answering some of my questions. What is a typical day like in your school?

You:  解答欄 ①に記入してください。
Carla: And what clubs would I be able to join? What do you recommend?
You:  解答欄 ②に記入してください。
Carla: Do you have club activities on the weekends as well? What do you usually do on Sundays and national 

holidays?
You:  解答欄 ③に記入してください。
Carla: I will be arriving in Japan in July and I wonder when summer vacation is and how long it is, too. Do you 

recommend traveling around the country by myself?
You:  解答欄 ④に記入してください。
Carla: What are some of the places you think I should definitely visit?
You:  解答欄 ⑤に記入してください。
Carla: Thank you so much for all the information. I’m looking forward to meeting you in person in July.

次の英文を読み、各設問に100words以上で、あなたが望ましいと考える応答を英語で記入してください。
なお、5つの質問すべてに答えてください。（資料等の持ち込み不可）〔６０分〕

課題5.「英語」の課題（国際交流学科志願者のみ選択可）

総合型選抜課題

国
際
人
文
学
部（
国
際
文
化
学
科
・
国
際
交
流
学
科
）

国
際
人
文
学
部（
国
際
文
化
学
科
・
国
際
交
流
学
科
）

〈SDGs の17目標〉
1. 貧困をなくそう
2. 飢餓をゼロに
3. すべての人に健康と福祉を　
4. 質の高い教育をみんなに
5．ジェンダー平等を実現しよう　
6．安全な水とトイレを世界中に
7．エネルギーをみんなに  そしてクリーンに　
8．働きがいも経済成長も
9．産業と技術革新の基盤をつくろう

10．人や国の不平等をなくそう
11．住み続けられるまちづくりを　
12．つくる責任つかう責任
13．気候変動に具体的な対策を　
14．海の豊かさを守ろう
15．陸の豊かさも守ろう
16．平和と公正をすべての人に
17．パートナーシップで目標を達成しよう

④ 東南アジア文化圏　
⑤ 中国、韓国などの東アジア文化圏
⑥ イスラーム文化圏
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募集学部・学科および人員

学校長、進路担当、学年主任、担任などから推薦が得られ、なおかつ下記のいずれかの要件を満たす者
1．高等学校または中等教育学校を卒業した者および2022年3月卒業見込みの者で、在学中の成績が全体の学習成績の状況（評定平

均値）3.0以上、人物、出席状況などが良好な者
2．2022年3月までに高等学校卒業程度認定試験に合格（見込み）の者で、2022年4月1日現在18歳以上19歳以下の者
　法人格を有する大学入学資格検定予備校等の長の推薦が得られる者で、在籍中の成績・人物などが良好な者

出願資格

（１）志　願　票　インターネットに接続されているパソコンで、画面に掲載されている入力手順や注意事項を出願手順の指示に従って、
必要事項を入力し、入学検定料納入後、表示されたPDFファイルをA4サイズの紙に印刷してください。

（２）推　薦　書　学校長、進路担当、学年主任、担任などからの推薦書：本学HPよりダウンロードしてください。
　　　　　　　　※高等学校卒業程度認定試験合格（見込み）の者は、法人格を有する大学入学資格検定予備校等の長の推薦書を
　　　　　　　　　提出してください。
（３）自己推薦書　本学ＨＰよりダウンロードし、志願者が必ず自筆で記入し、できるだけ詳細に記入してください。
（４）調　査　書　
　　①出身高等学校の調査書
　　②高等学校卒業程度認定試験合格者は、合格成績証明書を提出してください［免除科目がある場合は、その科目の成績証明書も
　　　提出してください］。合格見込みの者は、合格見込成績証明書を提出してください。
（5）外国籍の場合　住民票（在留資格、在留期間等が記入されているもの）を提出してください［志願票の氏名は、日本名も使用できます］。
　  ※必要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。
　  ※出願書類は、選考ごとにそれぞれ1通必要となります。
　  ※調査書等の書類は、出願前3ヶ月以内に発行されたものを提出してください。
　  ※各種証明書は、日本語または英語で記載されたものとします。日本語、英語以外で記載された書類には日本語の翻訳文を添付してください。

「J特待生制度」エントリー者のみ以下の書類を提出

出願書類

日　程

※出願書類の郵送受付は、出願書類提出期間締切日必着です。出願書類は簡易書留速達で郵送してください。
※インターネット出願は、出願登録期間の締切日当日正午までにWEB上で入力・送信し、検定料の振込を完了してください。
　なお、振込が完了しないと志願票が印刷できないため、「出願書類提出期間」の締切日にご注意ください。
※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。
※受験票は選考日の概ね3～4日前からインターネット申し込み確認画面からダウンロードが可能となります。受験票は必ず白
　紙のA4用紙タテ方向で印刷（カラー、白黒どちらでも可）し、選考日に必ず持参してください。
※合格者は、入学手続締切日までに入学手続の書類を提出し、　　　　　の表の「入学手続締切日まで」の「納付額」を振り込んでください。p.122

時間割

（１）書類審査
（２）面接

〔J特待生制度エントリー者のみ〕面接終了後、別途、本学指定のテーマを英語でスピーチと質疑応答（資料等の持ち込み不可）
　本学指定のテーマ
　以下から1つ選んで、当日、英語でのスピーチ（5分以内）と質疑応答。
　1. What are the advantages and disadvantages of reducing use of social media?
　2. How can a smartphone help you learn English? 
　3. How would you promote your area to foreign tourists?

選考方法

※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。
※他大学等との併願を認めます。

※　　　 の入試方式と募集人員を参照してください。

選考会場

千葉東金キャンパス 〒283-8555
千葉県東金市求名（ぐみょう）1番地

入学検定料および出願手続

※選考当日は、午前の部は10時20分まで、午後の部は13時20分までに指定された面接控え室に入室してください。
　面接時間は受験票で確認してください。

国際人文学部

学　　部 学　　科
時　間

国際文化学科

国際交流学科

13：40～10：40～

午後の部 面 接

面接終了後
（J特待生エントリー者のみ）

本学指定のテーマを
英語でスピーチと質疑応答午前の部 面 接

※詳細は、　　　　を参照してください。
※選考日当日の緊急時の連絡先は、全て城西国際大学入試課（TEL.0475-55-8855）になります。

p.13

p.128

※合否発表、入学手続、入学許可書については　　　　　　　 を参照してください。
※入学許可書は、「学費等納付金」の納付と「入学手続書類」の郵送を入学手続締切日までに完了した者に発行します。
　なお、手続きが完了しない場合には入学を許可しません。

p.120/p.121

国
際
人
文
学
部（
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文
化
学
科
・
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流
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科
）
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文
学
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際
文
化
学
科
・
国
際
交
流
学
科
）

（6）本学が指定する英語の外部検定試験のスコア
　　本学が指定する下記の英語の外部検定試験のスコアの証明書（複写可）を提出してください。
　　※この書類が提出できない場合には、J特待生制度へのエントリー不可。

※詳細は　　   を参照してください。p.7

 p.7参照

※学校推薦型選抜（公募制推薦）で実施する「J特待生制度」については、別冊の特待生制度パンフレット、Webページ
　（https://www.jiu.ac.jp/news/detail/id=9311）で確認してください（インターネット出願登録時にエントリーが必要）。

出願書類提出期間インターネット出願登録期間 入学手続締切日合否通知発送日選考日

2021年11月1日（月）～11月11日（木）

2021年11月25日（木）～12月3日（金）

2021年11月1日（月）～11月10日（水）正午

2021年11月25日（木）～ 12月2日（木）正午

12月10日（金）

 2022年1月11日（火）

12月1日（水）

12月20日（月）

11月21日（日）

12月11日（土）

第１期

第２期

本学が指定するスコア資格・検定試験

Cambridge English
実用英語技能検定（英検）
（英検S-CBT・CBT含む）

GTEC（４技能）

IELTS

PET　140 以上（Overall Score）

２級合格（CSEスコア1980） 以上

960 以上

4.0 以上（Overall Score）

本学が指定するスコア資格・検定試験

TEAP

TEAP CBT

TOEFL iBT®

TOEIC® L&R / TOEIC® S&W

TOEIC® L&R

225 以上（4技能スコア合計）

420 以上（4技能スコア合計）

42 以上（Total Score）

1150以上（TOEIC® L&Rと、TOEIC® S&W×2.5倍の合計）

550 以上

※IELTSは「アカデミック・モジュール」に限ります。
※GTECは「オフィシャルスコア」に限ります。

※TOEFL ITP®、TOEIC® IPは不可とします。
※TEAPは、同一受験日のスコアの合計のみを有効とします。
※スコアの有効期限は原則、出願締切日から遡って2年以内を有効とします。
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国際人文学部 国際文化学科／国際交流学科

「インターネット出願」は  城西国際大学サイト
からアクセスして、インターネット出願のバナーをクリックしてください。

https://www.jiu.ac.jp/



募集学部・学科および人員

下記のいずれかに該当する者
１．高等学校または中等教育学校を卒業した者および2022年3月卒業見込みの者
２．通常の課程による12年の学校教育を修了した者および2022年3月修了見込みの者
３．学校教育法施行規則第150条の規定により、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る者、または2022年3月31日ま

でにこれに該当する見込みの者で、以下の⑴～⑺のいずれかに該当する者
（1）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の指定した者
（2）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2022年3月31日までに修了見込みの者

（3）専修学校の高等課程（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または2022年3月31日までに修了見込みの者

（4）文部科学大臣の指定した者
（5）高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者（旧規定による大学入学資格検定に合格し

た者を含む）または2022年3月31日までに合格見込みの者
（6）学校教育法第90条第2項の規定により大学に入学した者であって、当該者をその後に入学させる大学において、大学における教

育を受けるにふさわしい学力があると認めた者
（7）本学において、個別の入学（出願）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た者で、2022年3月31

日までに18歳に達する者
※注　出願資格⑹、⑺により、出願を希望する場合は、出願前に審査が必要のため、出願を希望する入学試験の出願締切日の概ね1ヶ月前までに入試課まで相談してください。

出願資格

出願時に希望選考会場を選択してください。なお、東京紀尾井町キャンパス選考会場の収容定員を超えた場合には、千葉東金キャンパ
ス選考会場での受験となります。選考会場については受験票で必ず確認してください。

選考会場

日　程

※A日程・B日程、両日の併願受験が可能です。（出願書類および入学検定料はそれぞれ必要になります。）
※出願書類の郵送受付は、出願書類提出期間締切日必着です。出願書類は簡易書留速達で郵送してください。
※インターネット出願は、出願登録期間の締切日当日正午までにWEB上で入力・送信し、検定料の振込を完了してください。
　なお、振込が完了しないと志願票が印刷できないため、「出願書類提出期間」の締切日にご注意ください。
※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。
　なお、2022年1月15日（土）・1月16日（日）は大学入学共通テスト実施日のため窓口受付はおこないません。
※受験票は選考日の概ね3～4日前からインターネット申し込み確認画面からダウンロードが可能となります。受験票は必ず白
　紙のA4用紙タテ方向で印刷（カラー、白黒どちらでも可）し、選考日に必ず持参してください。
※合格者は、入学手続締切日までに入学手続の書類を提出し、　　　　　の表の「入学手続締切日まで」の「納付額」を振り込んでください。p.122

時間割

選考科目・選考方法

※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。

※　　　 の入試方式と募集人員を参照してください。

千葉東金キャンパス 〒283-8555
千葉県東金市求名（ぐみょう）1番地

東京紀尾井町キャンパス 1号棟　〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3-26
3号棟　〒102-0093 東京都千代田区平河町2-3-20

受験番号

「3科目の合計」で審査する受験番号が「第1受験番号」、「高得点2科目（外国語+高得点1科目）」で審査する受験番号が「第2受験番号」です。
選考当日、選考会場で表記する受験番号は「第1受験番号」です。

※選考当日は、必ず10時20分までに指定された選考会場に入室してください。

時　限

時　間

科　目

14：20～15：20
「日本史B」「世界史B」

「政治・経済」から
1科目選択（100点）

2時限 3時限

12：40～13：40
国語・数学の
いずれか選択
（100点）

昼休み

1時限

10：40～11：40

外国語
（100点）

※詳細は、　　　　         を参照してください。
※選考日当日の緊急時の連絡先は、全て城西国際大学入試課（TEL.0475-55-8855）になります。

p.128/p.129

p.13

※合否発表、入学手続、入学許可書については　　　　　　　 を参照してください。
※入学許可書は、「学費等納付金」の納付と「入学手続書類」の郵送を入学手続締切日までに完了した者に発行します。
　なお、手続きが完了しない場合には入学を許可しません。

p.120/p.121

「インターネット出願」は  城西国際大学サイト
からアクセスして、インターネット出願のバナーをクリックしてください。

https://www.jiu.ac.jp/

国際人文学部

学　　部 学　　科 選考科目・選考方法

国際文化学科

国際交流学科

配点①外 国 語―英語「コミュニケーション英語Ⅰ・コミュニケーション英語Ⅱ・英語表現Ⅰ」
②国　　語―国語「国語総合（古文・漢文を除く）・現代文B」
　数　　学―数学「数学Ⅰ・数学A」
　「国語」または「数学」のいずれか選択
③地理歴史―「日本史B」または「世界史B」
　公　　民―「政治・経済」
　「日本史B」「世界史B」「政治・経済」の中から1科目選択

100点
100点
100点

100点
100点

国
際
人
文
学
部（
国
際
文
化
学
科
・
国
際
交
流
学
科
）

国
際
人
文
学
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際
文
化
学
科
・
国
際
交
流
学
科
）

Wエントリー選抜とは、3科目を受験し、「3科目の合計」と「高得点
2科目（外国語を必須とし、その他の高得点1科目を加えた2科目）
の合計」の2つの判定方式で審査する入試制度です。
合否はそれぞれの判定結果ごとに通知します。

（１）志　願　票　インターネットに接続されているパソコンで、画面に掲載されている入力手順や注意事項を出願手順の指示に従って、
必要事項を入力し、入学検定料納入後、表示されたPDFファイルをA4サイズの紙に印刷してください。

（２）調　査　書　
　　①出身高等学校の調査書
　　②大学入学資格検定合格者、または高等学校卒業程度認定試験合格者は、合格成績証明書を提出してください［免除科目が
　　　ある場合は、その科目の成績証明書も提出してください］。合格見込みの者は、合格見込成績証明書を提出してください。
　　③上記以外の場合は、出願資格に該当する修了証明書と最終の成績証明書を提出してください。
　　④卒業後5年以上経過したため、高等学校で調査書の取得が困難な場合は、卒業証明書を提出してください。
（3）外国籍の場合　住民票（在留資格、在留期間等が記入されているもの）を提出してください［志願票の氏名は、日本名も使用できます］。
　  ※必要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。
　  ※出願書類は、選考ごとにそれぞれ1通必要となります。
　  ※調査書等の書類は、出願前3ヶ月以内に発行されたものを提出してください。
　  ※各種証明書は、日本語または英語で記載されたものとします。日本語、英語以外で記載された書類には日本語の翻訳文を

添付してください。

出願書類

入学検定料および出願手続

※詳細は　　　 を参照してください。p.7

 p.7参照

①から③の3科目を受験し、「3科目（300点満点）」と「高得点2科目〔外国語+高得点
1科目〕（200点満点）」の2つの選考方式で判定

※解答は「マークシート方式」です。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。

※A日程で実施する特待生入試については、別冊の特待生制度パンフレット、Webページ（https://www.jiu.ac.jp/news/
　detail/id=9311）で確認してください（インターネット出願登録時にエントリーが必要）。

出願書類提出期間 入学手続締切日合否通知発送日選考日

2022年1月12日（水）～1月21日（金）
A日程

B日程

2022年2月7日（月）～2月17日（木）

2022年1月12日（水）～1月20日（木）正午

2022年2月7日（月）～2月16日（水）正午

2月21日（月）

3月15日（火）

2月14日（月）

3月8日（火）

2月1日（火）

2月2日（水）

2月25日（金）C日程

インターネット出願登録期間
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〔特待生入試 A日程（エントリー制）〕



募集学部・学科および人員

2022年度大学入学共通テスト受験案内（願書）に準じます

出願資格

大学入学共通テストでは、次の教科・科目を受験してください。

日　程

※出願書類の郵送受付は、出願書類提出期間締切日必着です。出願書類は簡易書留速達で郵送してください。
※インターネット出願は、出願登録期間の締切日当日正午までにWEB上で入力・送信し、検定料の振込を完了してください。
　なお、振込が完了しないと志願票が印刷できないため、「出願書類提出期間」の締切日にご注意ください。
※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。
　なお、2022年1月15日（土）・1月16日（日）は大学入学共通テスト実施日のため窓口受付はおこないません。
※受験票は出願書類提出期間締切日の概ね5日後からインターネット申し込み確認画面からダウンロードが可能となります。
　受験票は必ず白紙のA4用紙タテ方向で印刷（カラー、白黒どちらでも可）し、受験番号を確認してください。
※合格者は、入学手続締切日までに入学手続の書類を提出し、　　　　　の表の「入学手続締切日まで」の「納付額」を振り込んでください。p.122

●大学入学共通テストの「外国語」「国語」「数学①」「地理歴史」「公民」の成績により合否を判定します。

選考科目・選考方法

※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。

※　　　 の入試方式と募集人員を参照してください。

国際人文学部

学　　部 学　　科 教　　科 選考科目・選考方法 入試センター配点 本学換算点

国際文化学科

国際交流学科

「英語」「ドイツ語」「フランス語」「中国語」
「韓国語」から1科目選択
「国語」（近代以降の文章）
「数学Ⅰ・数学A」
「日本史B」または「世界史B」
「現代社会」または「政治・経済」

○「英語」はリスニングを含む
○「外国語」「国語」「数学①」のいずれか1教科を必須
とし、上記科目の中から高得点の「2教科2科目」
200点満点で判定

100点

100点
100点
100点
100点

外国語

国　語
数学①
地理歴史
公　民

大学入試センターが指定する試験場になります。

試験会場

この一般選抜（大学入学共通テスト利用）は、大学入学共通テストを利用した入学試験です。受験者は次の手順に従ってください。
①大学入試センターの「受験案内」を、在学している高等学校もしくは中等教育学校、最寄りの国公立大学あるいは参加私立大学で
　入手してください。
②大学入学共通テストの「志願票」を所定の期日までに大学入試センターへ提出してください。
③大学入試センターから送付されてくる「大学入学共通テスト成績請求票（私立大学用）」を本学の入学志願票に貼付して、上記の出願
　期間内に提出してください。

出願手順

p.13

※合否発表、入学手続、入学許可書については　　　　　　　 を参照してください。
※入学許可書は、「学費等納付金」の納付と「入学手続書類」の郵送を入学手続締切日までに完了した者に発行します。
　なお、手続きが完了しない場合には入学を許可しません。

p.120/p.121

「インターネット出願」は  城西国際大学サイト
からアクセスして、インターネット出願のバナーをクリックしてください。

https://www.jiu.ac.jp/

国
際
人
文
学
部（
国
際
文
化
学
科
・
国
際
交
流
学
科
）

国
際
人
文
学
部（
国
際
文
化
学
科
・
国
際
交
流
学
科
）

200点

100点
100点
100点
100点

（１）志　願　票　インターネットに接続されているパソコンで、画面に掲載されている入力手順や注意事項を出願手順の指示に従って、
必要事項を入力し、入学検定料納入後、表示されたPDFファイルをA4サイズの紙に印刷してください。印刷された志
願票に「大学入学共通テスト成績請求票（私立大学用）」を貼付してください。　　　　　　

（２）調　査　書　
　　①出身高等学校の調査書
　　②大学入学資格検定合格者、または高等学校卒業程度認定試験合格者は、合格成績証明書を提出してください［免除科目が
　　　ある場合は、その科目の成績証明書も提出してください］。合格見込みの者は、合格見込成績証明書を提出してください。
　　③上記以外の場合は、出願資格に該当する修了証明書と最終の成績証明書を提出してください。
　　④卒業後5年以上経過したため、高等学校で調査書の取得が困難な場合は、卒業証明書を提出してください。
（3）外国籍の場合　住民票（在留資格、在留期間等が記入されているもの）を提出してください［志願票の氏名は、日本名も使用できます］。
　  ※必要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。
　  ※出願書類は、選考ごとにそれぞれ1通必要となります。
　  ※調査書等の書類は、出願前3ヶ月以内に発行されたものを提出してください。
　  ※各種証明書は、日本語または英語で記載されたものとします。日本語、英語以外で記載された書類には日本語の翻訳文を

添付してください。

大学入学共通テストでは、次の教科・科目を受験してください。

試験日の異なるすべての一般選抜との併願受験が可能です。また、本学で大学入学共通テストを利用している学部・学科内の併願受験
も可能です。この場合、併願学科の出願書類をそれぞれ提出することが必要です。

出願書類

入学検定料および出願手続

併願受験

※詳細は　　　 を参照してください。p.7

 p.7参照

出願書類提出期間 入学手続締切日合否通知発送日選考日

2022年1月12日（水）～1月21日（金）

2022年2月7日（月）～2月17日（木）

2022年2月22日（火）～3月4日（金）

2022年1月12日（水）～1月20日（木）正午

2022年2月7日（月）～2月16日（水）正午

2022年2月22日（火）～3月3日（木）正午

2月24日（木）

3月15日（火）

3月24日（木）

2月17日（木）

3月8日（火）

3月17日（木）

本学個別学力
検査を
課さない

第1期

第2期

第3期

インターネット出願登録期間

22 23JOSAI INTERNATIONAL UNIVERSITY JOSAI INTERNATIONAL UNIVERSITY

一般選抜
（大学入学共通テスト利用）

JIU2022_学生募集要項　【国際人文学部】 

国際人文学部 国際文化学科／国際交流学科



24 25JOSAI INTERNATIONAL UNIVERSITY JOSAI INTERNATIONAL UNIVERSITY

観光学部
観光学科

JIU2022_学生募集要項　【観光学部】 

■ 観光学部の教育研究上の目的
観光学部は、社会が求める実践力と新たな価値を創造し実行するデザイン力を備え、これからの観光ビジネスや地域社会に貢献できる
人材を育成する

■ 観光学部が求める人物像（アドミッション・ポリシー）
観光学部では、本学部の教育方針に共感し、以下のいずれかに当てはまる人を求めます。
1．社会が求める教養と観光分野の専門的知識・技能の修得に努めたい人
2．言語力と自己表現力を身につけ、国際社会・地域社会・産業界等で貢献したい人
3．社会とりわけ観光分野の問題を認識し、解決したい人
4．新しい観光の価値を創り出したい人
5．社会との連携・協働を通じて多様な価値観を認識し、他者と積極的に関わることで自己実現したい人

■ 観光学部が求める高校での学習
入学後の専門的知識の修得に必要な「基礎学力」を身につけるとともに、様 な々活動を通じ「観光を取り巻く社会の構造や国際社会の動
向」についての理解を深めるよう努めてください。また、人との対話を積極的に行ない、学校生活を通じてコミュニケーション力や個性豊か
な人間性を身につけておくことも大切です。
高等学校の課程では、論理的な読解力、思考力、コミュニケーション力を培う数学、国語や英語、そして特定の分野や問題に関心をもつ
ための社会（地歴や公民）の教科を学習しておいてください。語学関連の資格を取得することも望ましいでしょう。また、受験前にオープン
キャンパスや各種ガイダンス・相談会等で、本学部に関する理解を深めてください。

■ 入試方式と募集人員 （観光学部 観光学科：入学定員100名）

観光学部

学　　部 学　　科 入試方式 募集人員

観光学科

20名
（スポーツ総合型選抜を含む）

10名

10名

10名

■ 学校推薦型選抜（指定校推薦）

観光学部

学　　部 学　　科 募集人員

観光学科 30名

■ 外国人留学生

観光学部

学　　部 学　　科 募集人員

観光学科 20名

■ 2022年9月入学試験

観光学部

学　　部 学　　科 募集人員

観光学科 若干名

※2022年9月入学試験の日程、選考方法などの実施内容は、2022年4月以降に別冊の入試要項で案内します。

※推薦基準ならびに日程、選考方法などの実施内容は、指定校に直接通知します。

各入試方式の日程、
選考方法などの実施内容は… 本ページ以降に記載

総合型選抜（第1期）
総合型選抜（第2期）
総合型選抜（第3期）
総合型選抜（第4期）
学校推薦型選抜（公募制推薦）（第1期）
学校推薦型選抜（公募制推薦）（第2期）
一般選抜（Wエントリー選抜）A日程
一般選抜（Wエントリー選抜）Ｂ日程
一般選抜（Wエントリー選抜）Ｃ日程
一般選抜（大学入学共通テスト利用　第1期）
一般選抜（大学入学共通テスト利用　第2期）
一般選抜（大学入学共通テスト利用　第3期）

■ スポーツ総合型選抜

観光学部

学　　部 学　　科 入試方式 募集人員

観光学科 20名
（総合型選抜を含む）

スポーツ総合型選抜（第1期）
スポーツ総合型選抜（第2期）
スポーツ総合型選抜（第3期）

※スポーツ総合型選抜の日程、選考方法などの実施内容は、別冊の入試要項です。

観
光
学
部

観
光
学
部



募集学部・学科および人員

１．高等学校または中等教育学校を卒業した者および2022年3月卒業見込みの者
２．通常の課程による12年の学校教育を修了した者および2022年3月修了見込みの者
３．学校教育法施行規則第150条の規定により、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る者、または2022年3月31日ま

でにこれに該当する見込みの者で、以下の⑴～⑺のいずれかに該当する者
（1）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の指定した者
（2）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2022年3月31日までに修了見込みの者

（3）専修学校の高等課程（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または2022年3月31日までに修了見込みの者

（4）文部科学大臣の指定した者
（5）高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者（旧規定による大学入学資格検定に合格し

た者を含む）または2022年3月31日までに合格見込みの者
（6）学校教育法第90条第2項の規定により大学に入学した者であって、当該者をその後に入学させる大学において、大学における教

育を受けるにふさわしい学力があると認めた者
（7）本学において、個別の入学（出願）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た者で、2022年3月31

日までに18歳に達する者
※注　出願資格⑹、⑺により、出願を希望する場合は、出願前に審査が必要のため、出願を希望する入学試験の出願締切日の概ね1ヶ月前までに入試課まで相談してください。

上記のいずれかに該当し、なおかつ以下の①～④のいずれかを満たす者
　① 「観光」に関することに強い関心をもっている人
　② 「資格取得」に意欲をもっている人
　③ 大学在学中に達成したい目標をもっている人
　④ 希望している将来の進路を本学でめざしたい人

出願資格

（１）志　願　票　インターネットに接続されているパソコンで、画面に掲載されている入力手順や注意事項を出願手順の指示に従って、
必要事項を入力し、入学検定料納入後、表示されたPDFファイルをA4サイズの紙に印刷してください。

（２）自己推薦書　本学ＨＰよりダウンロードし、志願者が必ず自筆で記入し、できるだけ詳細に記入してください。
（3）調　査　書　
　　①出身高等学校の調査書
　　②大学入学資格検定合格者、または高等学校卒業程度認定試験合格者は、合格成績証明書を提出してください［免除科目が
　　　ある場合は、その科目の成績証明書も提出してください］。合格見込みの者は、合格見込成績証明書を提出してください。
　　③上記以外の場合は、出願資格に該当する修了証明書と最終の成績証明書を提出してください。
　　④卒業後5年以上経過したため、高等学校で調査書の取得が困難な場合は、卒業証明書を提出してください。
（4）総合型選抜の主旨に合致する書類等

提出した書類は返却しません。大切なものや大きなものは、複写や写真等で代替してください（資格の取得証明や課外活動の成果など
提出できる書類がある場合に限り提出してください。必ず提出しなければならない書類ではありません）。

（5）外国籍の場合　住民票（在留資格、在留期間等が記入されているもの）を提出してください［志願票の氏名は、日本名も使用できます］。
　  ※必要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。
　  ※出願書類は、選考ごとにそれぞれ1通必要となります。
　  ※調査書等の書類は、出願前3ヶ月以内に発行されたものを提出してください。
　  ※各種証明書は、日本語または英語で記載されたものとします。日本語、英語以外で記載された書類には日本語の翻訳文を

添付してください。

出願書類

時間割

選考方法

※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。
※他大学等との併願を認めます。

※選考当日は、必ず10時20分までに指定された選考会場に入室してください。

入学検定料および出願手続

※出願書類の郵送受付は、出願書類提出期間締切日必着です。出願書類は簡易書留速達で郵送してください。
※インターネット出願は、出願登録期間の締切日当日正午までにWEB上で入力・送信し、検定料の振込を完了してください。
　なお、振込が完了しないと志願票が印刷できないため、「出願書類提出期間」の締切日にご注意ください。
※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。
※受験票は選考日の概ね3～4日前からインターネット申し込み確認画面からダウンロードが可能となります。受験票は必ず白
　紙のA4用紙タテ方向で印刷（カラー、白黒どちらでも可）し、選考日に必ず持参してください。
※合格者は、入学手続締切日までに入学手続の書類を提出し、　　　　　の表の「入学手続締切日まで」の「納付額」を振り込んでください。p.122

※合否発表、入学手続、入学許可書については　　　　　　　 を参照してください。
※入学許可書は、「学費等納付金」の納付と「入学手続書類」の郵送を入学手続締切日までに完了した者に発行します。
　なお、手続きが完了しない場合には入学を許可しません。

p.120/p.121

観
光
学
部

観
光
学
部

（１）書類審査
（2）「課題」への取り組み

「課題」については             に記載しています。
選考当日、「課題」の中から1つを選び、取り組んでいただきます（資料等の持ち込み不可）。〔60分〕

（3）面接
※（1）～（3）の選考方法により、総合的に判定します。

p.28

※詳細は　　   を参照してください。p.7

※　　　の入試方式と募集人員を参照してください。p.24

 p.7参照

日　程

出願書類提出期間インターネット出願登録期間 入学手続締切日合否通知発送日選考日

2021年9月8日（水）～９月24日（金）

2021年11月1日（月）～11月11日（木）

2022年1月12日（水）～1月21日（金）

2022年2月22日（火）～3月1日（火）

2021年9月8日（水）～ 9月23日（木）正午

2021年11月1日（月）～ 11月10日（水）正午

2022年1月12日（水）～1月20日（木）正午

2022年2月22日（火）～2月28日（月）正午

11月11日（木）

12月10日（金）

2月21日（月）

3月24日（木）

11月1日（月）

12月1日（水）

2月14日（月）

3月17日（木）

10月2日（土）

11月20日（土）

1月31日（月）

3月9日（水）

第１期

第２期

第3期

第4期

選考会場

千葉東金キャンパス 〒283-8555
千葉県東金市求名（ぐみょう）1番地

※詳細は、　　　　を参照してください。
※選考日当日の緊急時の連絡先は、全て城西国際大学入試課（TEL.0475-55-8855）になります。

p.128

時　間

項　目

13：00～

面接
昼休み

10：40～11：40

「課題」への取り組み
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「インターネット出願」は  城西国際大学サイト
からアクセスして、インターネット出願のバナーをクリックしてください。

https://www.jiu.ac.jp/



MEMO総合型選抜課題

課題１.

課題2.

課題3.

課題4.

課題5.

観光産業は、世界の中で成長する産業と言われています。なぜ世界中で成長産業とみなされているのでしょうか。 宿泊業
（ホテル・旅館など）、旅行業、運輸業（航空・鉄道・バス・フェリーなど）、テーマパークなどの観光ビジネスの中から例を挙げ、
観光が成長産業といわれる理由を述べてください。

外国人観光客を積極的に受け入れるインバウンド観光は、観光立国を進める上で重要です。一方で、インバウンド観光だけに
頼ると危うい一面もあります。例えば、自然災害、疫病、経済危機、観光公害などは大きな脅威です。こうした負の面にも目を
向けながら、今後のインバウンド観光に対してどのような工夫や考え方をすればよいか、述べてください。

あなたの住んでいる地域には、たくさんの観光名所やお国自慢があると思います。それらを調べた上で、とくにあなたが紹介
したり、宣伝してみたい観光地または観光資源を１つ取り上げ、その魅力などを述べてください。 

近年、さまざまなメディアを通して観光の魅力を発信する自治体・民間企業・個人などが増えています。これらの中で、あなたが
とくに注目するPR方法を１つ選び、その有効性と課題について述べてください。

近年、映画のロケ地やアニメの聖地などを訪ねる旅（ロケ地観光）が盛んです。あなたの住んでいる地域や周辺でのロケ地
観光を取り上げ、なぜロケ地に人が訪れるのか、その地域への効果は何か、について述べてください。

以下の課題の中から1つを選び、選考当日に８００字以上１２００字以内でまとめてください。（資料等の持ち込み不可）〔60分〕

観
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募集学部・学科および人員

学校長、進路担当、学年主任、担任などから推薦が得られ、なおかつ下記のいずれかの要件を満たす者
1．高等学校または中等教育学校を卒業した者および2022年3月卒業見込みの者で、人物、出席状況などが良好な者
2．2022年3月までに高等学校卒業程度認定試験に合格（見込み）の者で、2022年4月1日現在18歳以上19歳以下の者
　法人格を有する大学入学資格検定予備校等の長の推薦が得られる者で、在籍中の成績・人物などが良好な者

出願資格

日　程

※出願書類の郵送受付は、出願書類提出期間締切日必着です。出願書類は簡易書留速達で郵送してください。
※インターネット出願は、出願登録期間の締切日当日正午までにWEB上で入力・送信し、検定料の振込を完了してください。
　なお、振込が完了しないと志願票が印刷できないため、「出願書類提出期間」の締切日にご注意ください。
※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。
※受験票は選考日の概ね3～4日前からインターネット申し込み確認画面からダウンロードが可能となります。受験票は必ず白
　紙のA4用紙タテ方向で印刷（カラー、白黒どちらでも可）し、選考日に必ず持参してください。
※合格者は、入学手続締切日までに入学手続の書類を提出し、　　　　　の表の「入学手続締切日まで」の「納付額」を振り込んでください。p.122

※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。
※他大学等との併願を認めます。

（１）志　願　票　インターネットに接続されているパソコンで、画面に掲載されている入力手順や注意事項を出願手順の指示に従って、
必要事項を入力し、入学検定料納入後、表示されたPDFファイルをA4サイズの紙に印刷してください。

（２）推　薦　書　学校長、進路担当、学年主任、担任などからの推薦書：本学HPよりダウンロードしてください。
　　　　　　　　※高等学校卒業程度認定試験合格（見込み）の者は、法人格を有する大学入学資格検定予備校等の長の推薦書
　　　　　　　　　を提出してください。
（３）自己推薦書　本学ＨＰよりダウンロードし、志願者が必ず自筆で記入し、できるだけ詳細に記入してください。
（４）調　査　書　
　　①出身高等学校の調査書
　　②高等学校卒業程度認定試験合格者は、合格成績証明書を提出してください［免除科目がある場合は、その科目の成績証明書も
　　　提出してください］。合格見込みの者は、合格見込成績証明書を提出してください。
（5）外国籍の場合　住民票（在留資格、在留期間等が記入されているもの）を提出してください［志願票の氏名は、日本名も使用できます］。
　  ※必要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。　
　  ※出願書類は、選考ごとにそれぞれ1通必要となります。
　  ※調査書等の書類は、出願前3ヶ月以内に発行されたものを提出してください。
　  ※各種証明書は、日本語または英語で記載されたものとします。日本語、英語以外で記載された書類には日本語の翻訳文を添付してください。

「J特待生制度」エントリー者のみ以下の書類を提出

出願書類

時間割

（１）書類審査
（２）面接

 〔J特待生制度エントリー者のみ〕面接終了後、別途、本学指定のテーマを英語でスピーチと質疑応答（資料等の持ち込み不可）
　本学指定のテーマ
　以下から1つ選んで、当日、英語でのスピーチ（5分以内）と質疑応答。
　1. What are the advantages and disadvantages of reducing use of social media?
　2. How can a smartphone help you learn English? 
　3. How would you promote your area to foreign tourists?

選考方法

入学検定料および出願手続

※選考当日は、午前の部は10時20分まで、午後の部は13時20分までに指定された面接控え室に入室してください。
　面接の時間は受験票で確認してください。

観光学部

学　　部 学　　科
時　間

観光学科

13：40～10：40～

午後の部 面 接

面接終了後
（J特待生エントリー者のみ）

本学指定のテーマを
英語でスピーチと質疑応答午前の部 面 接

※合否発表、入学手続、入学許可書については　　　　　　　 を参照してください。
※入学許可書は、「学費等納付金」の納付と「入学手続書類」の郵送を入学手続締切日までに完了した者に発行します。
　なお、手続きが完了しない場合には入学を許可しません。

p.120/p.121
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※詳細は　　   を参照してください。p.7

 p.7参照

※学校推薦型選抜（公募制推薦）で実施する「J特待生制度」については、別冊の特待生制度パンフレット、Webページ（https://
　www.jiu.ac.jp/news/detail/id=9311）で確認してください（インターネット出願登録時にエントリーが必要）。

（6）本学が指定する英語の外部検定試験のスコア
　　本学が指定する下記の英語の外部検定試験のスコアの証明書（複写可）を提出してください。
　　※この書類が提出できない場合には、J特待生制度へのエントリー不可。

出願書類提出期間インターネット出願登録期間 入学手続締切日合否通知発送日選考日

2021年11月1日（月）～11月11日（木）

2021年11月25日（木）～12月3日（金）

2021年11月1日（月）～11月10日（水）正午

2021年11月25日（木）～ 12月2日（木）正午

12月10日（金）

2022年1月11日（火）

12月1日（水）

12月20日（月）

11月21日（日）

12月11日（土）

第１期

第２期

本学が指定するスコア資格・検定試験

Cambridge English
実用英語技能検定（英検）
（英検S-CBT・CBT含む）

GTEC（４技能）

IELTS

PET　140 以上（Overall Score）

２級合格（CSEスコア1980） 以上

960 以上

4.0 以上（Overall Score）

本学が指定するスコア資格・検定試験

TEAP

TEAP CBT

TOEFL iBT®

TOEIC® L&R / TOEIC® S&W

TOEIC® L&R

225 以上（4技能スコア合計）

420 以上（4技能スコア合計）

42 以上（Total Score）

1150以上（TOEIC® L&Rと、TOEIC® S&W×2.5倍の合計）

550 以上

※IELTSは「アカデミック・モジュール」に限ります。
※GTECは「オフィシャルスコア」に限ります。

※TOEFL ITP®、TOEIC® IPは不可とします。
※TEAPは、同一受験日のスコアの合計のみを有効とします。
※スコアの有効期限は原則、出願締切日から遡って2年以内を有効とします。

※　　　の入試方式と募集人員を参照してください。p.24

選考会場

千葉東金キャンパス 〒283-8555
千葉県東金市求名（ぐみょう）1番地

※詳細は、　　　　を参照してください。
※選考日当日の緊急時の連絡先は、全て城西国際大学入試課（TEL.0475-55-8855）になります。

p.128
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「インターネット出願」は  城西国際大学サイト
からアクセスして、インターネット出願のバナーをクリックしてください。

https://www.jiu.ac.jp/



募集学部・学科および人員

下記のいずれかに該当する者
１．高等学校または中等教育学校を卒業した者および2022年3月卒業見込みの者
２．通常の課程による12年の学校教育を修了した者および2022年3月修了見込みの者
３．学校教育法施行規則第150条の規定により、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る者、または2022年3月31日ま

でにこれに該当する見込みの者で、以下の⑴～⑺のいずれかに該当する者
（1） 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の指定した者
（2）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2022年3月31日までに修了見込みの者

（3）専修学校の高等課程（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または2022年3月31日までに修了見込みの者

（4）文部科学大臣の指定した者
（5）高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者（旧規定による大学入学資格検定に合格し

た者を含む）または2022年3月31日までに合格見込みの者
（6）学校教育法第90条第2項の規定により大学に入学した者であって、当該者をその後に入学させる大学において、大学における教

育を受けるにふさわしい学力があると認めた者
（7）本学において、個別の入学（出願）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た者で、2022年3月31

日までに18歳に達する者
※注　出願資格⑹、⑺により、出願を希望する場合は、出願前に審査が必要のため、出願を希望する入学試験の出願締切日の概ね1ヶ月前までに入試課まで相談してください。

出願資格

出願時に希望選考会場を選択してください。なお、東京紀尾井町キャンパス選考会場の収容定員を超えた場合には、千葉東金キャンパ
ス選考会場での受験となります。選考会場については受験票で必ず確認してください。

選考会場

日　程

※A日程・B日程、両日の併願受験が可能です。（出願書類および入学検定料はそれぞれ必要になります。）
※出願書類の郵送受付は、出願書類提出期間締切日必着です。出願書類は簡易書留速達で郵送してください。
※インターネット出願は、出願登録期間の締切日当日正午までにWEB上で入力・送信し、検定料の振込を完了してください。
　なお、振込が完了しないと志願票が印刷できないため、「出願書類提出期間」の締切日にご注意ください。
※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。
　なお、2022年1月15日（土）・1月16日（日）は大学入学共通テスト実施日のため窓口受付はおこないません。
※受験票は選考日の概ね3～4日前からインターネット申し込み確認画面からダウンロードが可能となります。受験票は必ず白
　紙のA4用紙タテ方向で印刷（カラー、白黒どちらでも可）し、選考日に必ず持参してください。
※合格者は、入学手続締切日までに入学手続の書類を提出し、　　　　　の表の「入学手続締切日まで」の「納付額」を振り込んでください。p.122

※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。

千葉東金キャンパス 〒283-8555
千葉県東金市求名（ぐみょう）1番地

東京紀尾井町キャンパス 1号棟　〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3-26
3号棟　〒102-0093 東京都千代田区平河町2-3-20

※詳細は、　　　　         を参照してください。
※選考日当日の緊急時の連絡先は、全て城西国際大学入試課（TEL.0475-55-8855）になります。

ｐ.128/ｐ.129
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Wエントリー選抜とは、3科目を受験し、「3科目の合計」と「高得点
2科目（外国語を必須とし、その他の高得点1科目を加えた2科目）
の合計」の2つの判定方式で審査する入試制度です。
合否はそれぞれの判定結果ごとに通知します。

（１）志　願　票　インターネットに接続されているパソコンで、画面に掲載されている入力手順や注意事項を出願手順の指示に従って、
必要事項を入力し、入学検定料納入後、表示されたPDFファイルをA4サイズの紙に印刷してください。

（２）調　査　書　
　　①出身高等学校の調査書
　　②大学入学資格検定合格者、または高等学校卒業程度認定試験合格者は、合格成績証明書を提出してください［免除科目が
　　　ある場合は、その科目の成績証明書も提出してください］。合格見込みの者は、合格見込成績証明書を提出してください。
　　③上記以外の場合は、出願資格に該当する修了証明書と最終の成績証明書を提出してください。
　　④卒業後5年以上経過したため、高等学校で調査書の取得が困難な場合は、卒業証明書を提出してください。
（3）外国籍の場合　住民票（在留資格、在留期間等が記入されているもの）を提出してください［志願票の氏名は、日本名も使用できます］。
　  ※必要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。
　  ※出願書類は、選考ごとにそれぞれ1通必要となります。
　  ※調査書等の書類は、出願前3ヶ月以内に発行されたものを提出してください。
　  ※各種証明書は、日本語または英語で記載されたものとします。日本語、英語以外で記載された書類には日本語の翻訳文を

添付してください。

出願書類

 p.7参照

時間割

選考科目・選考方法

受験番号

「3科目の合計」で審査する受験番号が「第1受験番号」、「高得点2科目（外国語+高得点1科目）」で審査する受験番号が「第2受験番号」です。
選考当日、選考会場で表記する受験番号は「第1受験番号」です。

※選考当日は、必ず10時20分までに指定された選考会場に入室してください。

時　限

時　間

科　目

14：20～15：20
「日本史B」「世界史B」

「政治・経済」から
1科目選択（100点）

2時限 3時限

12：40～13：40
国語・数学の
いずれか選択
（100点）

昼休み

1時限

10：40～11：40

外国語
（100点）

※合否発表、入学手続、入学許可書については　　　　　　　 を参照してください。
※入学許可書は、「学費等納付金」の納付と「入学手続書類」の郵送を入学手続締切日までに完了した者に発行します。
　なお、手続きが完了しない場合には入学を許可しません。

p.120/p.121

観光学部

学　　部 学　　科 選考科目・選考方法

観光学科

配点①外 国 語―英語「コミュニケーション英語Ⅰ・コミュニケーション英語Ⅱ・英語表現Ⅰ」
②国　　語―国語「国語総合（古文・漢文を除く）・現代文B」
　数　　学―数学「数学Ⅰ・数学A」
　「国語」または「数学」のいずれか選択
③地理歴史―「日本史B」または「世界史B」
　公　　民―「政治・経済」
　「日本史B」「世界史B」「政治・経済」の中から1科目選択

100点
100点
100点

100点
100点

入学検定料および出願手続

※詳細は　　　 を参照してください。p.7

①から③の3科目を受験し、「3科目（300点満点）」と「高得点2科目〔外国語+高得点
1科目〕（200点満点）」の2つの選考方式で判定

※解答は「マークシート方式」です。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。

※A日程で実施する特待生入試については、別冊の特待生制度パンフレット、Webページ（https://www.jiu.ac.jp/news/
　detail/id=9311）で確認してください（インターネット出願登録時にエントリーが必要）。

出願書類提出期間 入学手続締切日合否通知発送日選考日

2022年1月12日（水）～1月21日（金）
A日程

B日程

2022年2月7日（月）～2月17日（木）

2022年1月12日（水）～1月20日（木）正午

2022年2月7日（月）～2月16日（水）正午

2月21日（月）

3月15日（火）

2月14日（月）

3月8日（火）

2月1日（火）

2月2日（水）

2月25日（金）C日程

インターネット出願登録期間

※　　　の入試方式と募集人員を参照してください。p.24
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〔特待生入試 A日程（エントリー制）〕



募集学部・学科および人員

2022年度大学入学共通テスト受験案内（願書）に準じます

出願資格

大学入学共通テストでは、次の教科・科目を受験してください。

日　程

※出願書類の郵送受付は、出願書類提出期間締切日必着です。出願書類は簡易書留速達で郵送してください。
※インターネット出願は、出願登録期間の締切日当日正午までにWEB上で入力・送信し、検定料の振込を完了してください。
　なお、振込が完了しないと志願票が印刷できないため、「出願書類提出期間」の締切日にご注意ください。
※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。
　なお、2022年1月15日（土）・1月16日（日）は大学入学共通テスト実施日のため窓口受付はおこないません。
※受験票は出願書類提出期間締切日の概ね5日後からインターネット申し込み確認画面からダウンロードが可能となります。
　受験票は必ず白紙のA4用紙タテ方向で印刷（カラー、白黒どちらでも可）し、受験番号を確認してください。
※合格者は、入学手続締切日までに入学手続の書類を提出し、　　　　　の表の「入学手続締切日まで」の「納付額」を振り込んでください。p.122

●大学入学共通テストの「外国語」「国語」「数学①」「地理歴史」「公民」の成績により合否を判定します。

選考科目・選考方法

※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。

観光学部

学　　部 学　　科 教　　科 選考科目・選考方法 入試センター配点 本学換算点

観光学科

「英語」「ドイツ語」「フランス語」「中国語」
「韓国語」から1科目選択
「国語」（近代以降の文章）
「数学Ⅰ・数学A」
「日本史B」または「世界史B」
「現代社会」または「政治・経済」

○「英語」はリスニングを含む
○「外国語」「国語」「数学①」のいずれか1教科を必須
とし、上記科目の中から高得点の「2教科2科目」
200点満点で判定

外国語

国　語
数学①
地理歴史
公　民

大学入試センターが指定する試験場になります。

試験会場

この一般選抜（大学入学共通テスト利用）は、大学入学共通テストを利用した入学試験です。受験者は次の手順に従ってください。
①大学入試センターの「受験案内」を、在学している高等学校もしくは中等教育学校、最寄りの国公立大学あるいは参加私立大学で
　入手してください。
②大学入学共通テストの「志願票」を所定の期日までに大学入試センターへ提出してください。
③大学入試センターから送付されてくる「大学入学共通テスト成績請求票（私立大学用）」を本学の入学志願票に貼付して、上記の出願
　期間内に提出してください。

出願手順

100点

100点
100点
100点
100点

※合否発表、入学手続、入学許可書については　　　　　　　 を参照してください。
※入学許可書は、「学費等納付金」の納付と「入学手続書類」の郵送を入学手続締切日までに完了した者に発行します。
　なお、手続きが完了しない場合には入学を許可しません。

p.120/p.121

観
光
学
部

観
光
学
部

200点

100点
100点
100点
100点

（１）志　願　票　インターネットに接続されているパソコンで、画面に掲載されている入力手順や注意事項を出願手順の指示に従って、
必要事項を入力し、入学検定料納入後、表示されたPDFファイルをA4サイズの紙に印刷してください。印刷された志
願票に「大学入学共通テスト成績請求票（私立大学用）」を貼付してください。

（２）調　査　書
　　①出身高等学校の調査書
　　②大学入学資格検定合格者、または高等学校卒業程度認定試験合格者は、合格成績証明書を提出してください［免除科目が
　　　ある場合は、その科目の成績証明書も提出してください］。合格見込みの者は、合格見込成績証明書を提出してください。
　　③上記以外の場合は、出願資格に該当する修了証明書と最終の成績証明書を提出してください。
　　④卒業後5年以上経過したため、高等学校で調査書の取得が困難な場合は、卒業証明書を提出してください。
（3）外国籍の場合　住民票（在留資格、在留期間等が記入されているもの）を提出してください［志願票の氏名は、日本名も使用できます］。
　  ※必要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。
　  ※出願書類は、選考ごとにそれぞれ1通必要となります。
　  ※調査書等の書類は、出願前3ヶ月以内に発行されたものを提出してください。
　  ※各種証明書は、日本語または英語で記載されたものとします。日本語、英語以外で記載された書類には日本語の翻訳文を

添付してください。

試験日の異なるすべての一般選抜との併願受験が可能です。また、本学で大学入学共通テストを利用している学部・学科内の併願受験
も可能です。この場合、併願学科の出願書類をそれぞれ提出することが必要です。

出願書類

入学検定料および出願手続

併願受験

※詳細は　　　 を参照してください。p.7

 p.7参照

出願書類提出期間 入学手続締切日合否通知発送日選考日

2022年1月12日（水）～1月21日（金）

2022年2月7日（月）～2月17日（木）

2022年2月22日（火）～3月4日（金）

2022年1月12日（水）～1月20日（木）正午

2022年2月7日（月）～2月16日（水）正午

2022年2月22日（火）～3月3日（木）正午

2月24日（木）

3月15日（火）

3月24日（木）

2月17日（木）

3月8日（火）

3月17日（木）

本学個別学力
検査を
課さない

第1期

第2期

第3期

インターネット出願登録期間

※　　　の入試方式と募集人員を参照してください。p.24
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■ 経営情報学部の教育研究上の目的
経営情報学部は、グローバル化や情報通信技術の発展に即応する能力を有し、かつ企業や行政等の組織、あるいは国際社会・地域社
会が抱える諸課題の解決に主体的に向き合い、他者と協働しながら判断・行動できる「国際的に有為なマネジメント力のある人材」を育成
する

■ 経営情報学部が求める人物像（アドミッション・ポリシー）
経営情報学部では、本学部の教育方針に共感し、以下のいずれかに当てはまる人を求めます。
1．経営学及び情報科学分野等に関心を有し、その学修を通じて、企業、行政、スポーツ・健康、情報、教育、環境分野等で将来活躍する
という目的意識を持っている人

2．国際社会・地域社会・産業界等で通用する思考力、判断力及び表現力を身につけるため、主体的に取り組むことを目指す人
3．学生相互あるいは教員と共に協働しながら、学び合うことを目指す人
4．本学部での学びを通じて、積極的に異文化との交流を図ろうとする意欲のある人
5．スポーツや文化活動並びに、社会活動に積極的に取り組むことを目指す人

■ 経営情報学部が求める高校での学習
本学部入学後の専門知識や技能の習得に必要な基礎学力、協働的に学ぶための基礎的なコミュニケーション力、及び国際社会・地域
社会・産業界の問題に関心を持つ力を身につけてください。
高等学校での学習では、国語、英語、数学を通して論理的な読解力、思考力、コミュニケーション力を、また地理・歴史、公民や総合的な
学習の時間などを通して社会への関心を高めてください。
学校行事や部活動、ボランティア活動などを通して、様 な々人と積極的に交流しながら、望ましい人間関係の築き方を学んでください。
例えば、簿記、情報関連資格や英語の技能検定など、自らが関心のある分野の資格取得や検定等を目標として、その学習に取り組むこと
も望ましいでしょう。
受験前にオープンキャンパス（オンラインを含む）や各種ガイダンス・相談会等で、本学部に対する理解を深めてください。

※経営情報学部 総合経営学科では、2つのキャンパス「東京紀尾井町キャンパス（グローバル経営情報コース）」
と「千葉東金キャンパス（総合経営コース）」から1つを選択します。
※教職課程を希望する人は、必ず千葉東金キャンパスの通学となります。

経
営
情
報
学
部

経
営
情
報
学
部

■ 入試方式と募集人員 （経営情報学部 総合経営学科：入学定員400名）
　　　　　　　　　　　　　　　東京紀尾井町キャンパス200名、千葉東金キャンパス200名

経営情報学部

学　　部 学　　科 入試方式
募集人員

総合経営学科

80名
（スポーツ総合型選抜を含む）

10名

40名

10名

25名

千葉東金キャンパス東京紀尾井町キャンパス

15名

60名

15名

■ 外国人留学生

経営情報学部

学　　部 学　　科
募集人員

総合経営学科 10名

■ スポーツ総合型選抜

経営情報学部

学　　部 学　　科 入試方式
募集人員

総合経営学科 80名
（総合型選抜を含む）

スポーツ総合型選抜（第1期）
スポーツ総合型選抜（第2期）
スポーツ総合型選抜（第3期）

※スポーツ総合型選抜の日程、選考方法などの実施内容は、別冊の入試要項です。

各入試方式の日程、
選考方法などの実施内容は… 本ページ以降に記載

総合型選抜（第1期）
総合型選抜（第2期）
総合型選抜（第3期）
総合型選抜（第4期）
学校推薦型選抜（公募制推薦）（第1期）
学校推薦型選抜（公募制推薦）（第2期）
一般選抜（Wエントリー選抜）A日程
一般選抜（Wエントリー選抜）Ｂ日程
一般選抜（Wエントリー選抜）Ｃ日程
一般選抜（大学入学共通テスト利用　第1期）
一般選抜（大学入学共通テスト利用　第2期）
一般選抜（大学入学共通テスト利用　第3期）

■ 2022年9月入学試験

経営情報学部

学　　部 学　　科
募集人員

千葉東金キャンパス

千葉東金キャンパス

総合経営学科 10名

※2022年9月入学試験の日程、選考方法などの実施内容は、2022年4月以降に別冊の入試要項で案内します。

千葉東金キャンパス

■ 学校推薦型選抜（指定校推薦）

経営情報学部

学　　部 学　　科 募集人員

総合経営学科
85名

東京紀尾井町キャンパス

40名

千葉東金キャンパス

※推薦基準ならびに日程、選考方法などの実施内容は、指定校に直接通知します。
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募集学部・学科および人員

１．高等学校または中等教育学校を卒業した者および2022年3月卒業見込みの者
２．通常の課程による12年の学校教育を修了した者および2022年3月修了見込みの者
３．学校教育法施行規則第150条の規定により、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る者、または2022年3月31日ま

でにこれに該当する見込みの者で、以下の⑴～⑺のいずれかに該当する者
（1）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の指定した者
（2）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2022年3月31日までに修了見込みの者

（3）専修学校の高等課程（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または2022年3月31日までに修了見込みの者

（4）文部科学大臣の指定した者
（5）高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者（旧規定による大学入学資格検定に合格し

た者を含む）または2022年3月31日までに合格見込みの者
（6）学校教育法第90条第2項の規定により大学に入学した者であって、当該者をその後に入学させる大学において、大学における教

育を受けるにふさわしい学力があると認めた者
（7）本学において、個別の入学（出願）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た者で、2022年3月31

日までに18歳に達する者
※注　出願資格⑹、⑺により、出願を希望する場合は、出願前に審査が必要のため、出願を希望する入学試験の出願締切日の概ね1ヶ月前までに入試課まで相談してください。

上記のいずれかに該当し、なおかつ以下の①～④のいずれかを満たす者
　① 「経営」「情報」「会計」「スポーツ」「公共」を学びたい人
　② 「資格取得」に意欲をもっている人
　③ 大学在学中に達成したい目標をもっている人
　④ 希望している将来の進路を本学でめざしたい人

出願資格

（１）志　願　票　インターネットに接続されているパソコンで、画面に掲載されている入力手順や注意事項を出願手順の指示に従って、
必要事項を入力し、入学検定料納入後、表示されたPDFファイルをA4サイズの紙に印刷してください。

（２）自己推薦書　本学ＨＰよりダウンロードし、志願者が必ず自筆で記入し、できるだけ詳細に記入してください。
（3）調　査　書　
　　①出身高等学校の調査書
　　②大学入学資格検定合格者、または高等学校卒業程度認定試験合格者は、合格成績証明書を提出してください［免除科目が
　　　ある場合は、その科目の成績証明書も提出してください］。合格見込みの者は、合格見込成績証明書を提出してください。
　　③上記以外の場合は、出願資格に該当する修了証明書と最終の成績証明書を提出してください。
　　④卒業後5年以上経過したため、高等学校で調査書の取得が困難な場合は、卒業証明書を提出してください。
（4）総合型選抜の主旨に合致する書類等

提出した書類は返却しません。大切なものや大きなものは、複写や写真等で代替してください（資格の取得証明や課外活動の成果など
提出できる書類がある場合に限り提出してください。必ず提出しなければならない書類ではありません）。

（5）外国籍の場合　住民票（在留資格、在留期間等が記入されているもの）を提出してください［志願票の氏名は、日本名も使用できます］。
　  ※必要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。
　  ※出願書類は、選考ごとにそれぞれ1通必要となります。
　  ※調査書等の書類は、出願前3ヶ月以内に発行されたものを提出してください。
　  ※各種証明書は、日本語または英語で記載されたものとします。日本語、英語以外で記載された書類には日本語の翻訳文を

添付してください。

出願書類

※出願書類の郵送受付は、出願書類提出期間締切日必着です。出願書類は簡易書留速達で郵送してください。
※インターネット出願は、出願登録期間の締切日当日正午までにWEB上で入力・送信し、検定料の振込を完了してください。
　なお、振込が完了しないと志願票が印刷できないため、「出願書類提出期間」の締切日にご注意ください。
※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。
※受験票は選考日の概ね3～4日前からインターネット申し込み確認画面からダウンロードが可能となります。受験票は必ず白
　紙のA4用紙タテ方向で印刷（カラー、白黒どちらでも可）し、選考日に必ず持参してください。
※合格者は、入学手続締切日までに入学手続の書類を提出し、　　　　　の表の「入学手続締切日まで」の「納付額」を振り込んでください。p.122

時間割

（１）書類審査
（2）「課題」への取り組み

「課題」については、東京紀尾井町キャンパスは           、千葉東金キャンパスは           に記載しています。
選考当日、「課題」の中から1つを選び、取り組んでいただきます（資料等の持ち込み不可）。〔60分〕

（3）面接
※（1）～（3）の選考方法により、総合的に判定します。

選考方法

※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。
※他大学等との併願を認めます。

※　　　の入試方式と募集人員を参照してください。p.36

※選考当日は、必ず10時20分までに指定された選考会場に入室してください。

入学検定料および出願手続

選考会場

千葉東金キャンパス 〒283-8555
千葉県東金市求名（ぐみょう）1番地

東京紀尾井町キャンパス 1号棟　〒102-0094 
　　　　東京都千代田区紀尾井町3-26
3号棟　〒102-0093
　　　　東京都千代田区平河町2-3-20

※合否発表、入学手続、入学許可書については　　　　　　　 を参照してください。
※入学許可書は、「学費等納付金」の納付と「入学手続書類」の郵送を入学手続締切日までに完了した者に発行します。
　なお、手続きが完了しない場合には入学を許可しません。

p.120/p.121

※詳細は、　　　　          を参照してください。
※選考日当日の緊急時の連絡先は、
　全て城西国際大学入試課
　（TEL.0475-55-8855）になります。

p.128/p.129

経
営
情
報
学
部

経
営
情
報
学
部

p.40 p.44

※詳細は　　   を参照してください。p.7

 p.7参照

日　程

出願書類提出期間インターネット出願登録期間 入学手続締切日合否通知発送日選考日

2021年9月8日（水）～９月24日（金）

2021年11月1日（月）～11月11日（木）

2022年1月12日（水）～1月21日（金）

2022年2月22日（火）～3月1日（火）

2021年9月8日（水）～ 9月23日（木）正午

2021年11月1日（月）～ 11月10日（水）正午

2022年1月12日（水）～1月20日（木）正午

2022年2月22日（火）～2月28日（月）正午

11月11日（木）

12月10日（金）

2月21日（月）

3月24日（木）

11月1日（月）

12月1日（水）

2月14日（月）

3月17日（木）

10月2日（土）

11月20日（土）

1月31日（月）

3月9日（水）

第１期

第２期

第3期

第4期

時　間

項　目

13：00～

面接
昼休み

10：40～11：40

「課題」への取り組み
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総合型選抜課題

課題１.

課題2.

課題3.

クチコミとは「製品やサービスに関する消費者同士で行われる人的なコミュニケーション」のことで、従来は家庭や職場などで
社会的な関係性を持った人同士が日常的に口頭でかわすものでした。今ではインターネット上でかわされる不特定多数との
メッセージや写真などによるコミュニケーションも含まれると考えられています。あなたはブログ、LINEやインスタグラムなどの
SNS（social networking service）によりクチコミ情報を得たり、また情報発信をしたことがありますか。どのようにクチコミを利
活用しているか教えてください。クチコミを行う状況、クチコミの良い点や注意点、またこうした消費者主体のコミュニケーション
活動に対して、企業（売り手）側はどのような影響を受け、施策をとっていると思いますか。あなたの考えをまとめて、説明してく
ださい。

環境問題、とりわけ地球温暖化の問題は、21世紀の大きな課題となっています。その一つの対策として、全世界的なEVシフト
が挙げられます。EVシフトとはガソリン車から電気自動車への移行を意味しており、先進国の多くでは2030年代にガソリン車
の新車販売を禁止するなど、強制的なEVへの移行を図る国が増えてきています。日本においても例えば東京でのガソリン車
の新車販売を2030年からゼロにする方針が発表されるなど、EVシフトは既に身近な課題となっています。日本には自動車関
連産業が多いことから、皆さんが社会人となる2020年代半ばにおいてEVシフトは、日本社会の中心的な課題となり、それに
よって社会が大きく揺れ動くと思われます。今あなたが考えるEVシフトに関連する課題を取り上げ、それに対して日本社会や
企業はどのようにそれを受け入れていくべきなのか、またとりわけ皆さんのような若い世代がどのように対応していかなければ
いけないのかについて、あなた自身の考えを説明してください。

内閣府が策定した「第５期科学技術基本計画」によれば、Society 5.0とは、これまでの狩猟社会、農耕社会、工業社会、情報 
社会に続く、「サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的
課題の解決を両立する、人間中心の社会（Society）」と定義されています。IoT（Internet of Things）で現実空間の全ての
モノがネットワークに繋がり、多種多様な情報が仮想空間に収集・蓄積されます。そのビッグデータを人工知能（AI）が知的に
解析することで得られた知見が現実空間にフィードバックされることで、これまでになかった新しい価値や産業がもたらされると
考えられています。では、Society 5.0において、我々の日常生活はどのように変化するのでしょうか。あなたが期待する変化に
ついて、具体的に説明してください。

【東京紀尾井町キャンパス】

第1期に出願する場合は、以下の課題の中から1つを選び、選考当日に８００字以上１２００字以内でまとめてください。（資料等
の持ち込み不可）〔60分〕

課題１.

課題2.

課題3.

近年、消費者向けに実店舗で販売するだけでなく、オンラインでも販売する企業が増えています。実店舗に加えてオンラインで
販売することによる、企業側のメリットを整理して記述してください。次に、企業はそのメリットを最大限享受できるよう、さまざまな
試みを行っています。その中でも、消費者にどの販売チャネル（実店舗、オンライン）から購買するかを意識させないようにする
取り組みが積極的に行われています。そこで、消費者が実店舗で購買するのかオンラインで購買するのかという、販売チャネル
を意識しない購買をすることによる企業側のメリットを、企業の具体的な施策を例に挙げつつ説明してください。

日本国憲法には国民の三大義務として「教育の義務」・「勤労の義務」・「納税の義務」が定められています。私たち国民は
「納税の義務」、つまり税を国等に納めなければならない義務を負っています。私たちが納める税にはどのような役割・機能が
あるのか調べて説明してください。
私たちはコンビニやスーパーで買い物をする度に消費税を負担しています。また給料などを貰うと所得税が課せられます。日本
の税制には様々な種類の税があり、世界中の国々にも様々な税があります。そのような状況のなかで、税は公平でなければな
らないという考え方があります（これを租税公平主義といいます）。そこで、私たちが毎日のように負担している消費税について
公平さと問題点について、あなたの意見をまとめて説明してください。

国連の持続可能な開発目標（SDGs）の目標15は「森林の持続可能な管理、砂漠化への対処、土地劣化の阻止および逆転、
ならびに生物多様性損失の阻止を図る」（陸の豊かさも守ろう）です。この目標15に取り組んでいる企業の具体例を調べて説
明してください。次に企業が目標15に取り組むことで得られるメリットをいくつかあげて説明してください。さらに企業は事業を
行うことで収益をあげることが必要なので、目標15の達成につながるビジネスについて考えて記述してください。最後に、以上
のことを踏まえて、目標15を中心にして、これからの企業経営と SDGsとの関係についてあなたの意見をまとめて説明してくだ
さい。

第2期に出願する場合は、以下の課題の中から1つを選び、選考当日に８００字以上１２００字以内でまとめてください。（資料等
の持ち込み不可）〔60分〕

40 41JOSAI INTERNATIONAL UNIVERSITY JOSAI INTERNATIONAL UNIVERSITY

JIU2022_学生募集要項　【経営情報学部】 



経
営
情
報
学
部

経
営
情
報
学
部

第3期に出願する場合は、以下の課題の中から1つを選び、選考当日に８００字以上１２００字以内でまとめてください。（資料等
の持ち込み不可）〔60分〕

課題１.

課題2.

課題3.

昨今、「ジョブ型雇用」という用語が新聞紙面やニュース等で見受けられるようになりました。この用語が使われるようになった
経緯・理由について説明してください。また、この用語の内容について「メンバーシップ型雇用」との関連性も踏まえて説明して
ください。最後に、日本企業において「ジョブ型雇用」と「メンバーシップ型雇用」のどちらがより適した雇用形態であるのかに
ついて、双方のメリット・デメリットにも触れながら、あなたの意見をまとめて説明してください。 

機械学習を用いたAIに関するニュースを目にすることが多くなっています。AIはその学習に、膨大なデータ（ビッグデータ）を
必要としているため、近年のAIの開発にはアルゴリズムの改良だけでなく、良質なビッグデータを如何に確保するのかに焦点
が当たっています。ビッグデータには色々ありますが、コロナ禍の中で注目が集まったのが、各駅や地域の人出に関するデータ
です。これらのデータの多くは、携帯電話の基地局に接続されているスマートフォンなどの数に基づいて算出されています。
携帯電話各社は、こうした人出に関するデータをまとめて外部に販売するビジネスを立ち上げてもいます。今、あなたはこうし
たデータを契約して100m四方のメッシュで区切られた単位で、日本全国の各地域の人口を1時間単位で把握できるとします。
このデータを利用して証明したいこと、始めたいビジネス等について具体的に説明してください。

新型コロナウイルス感染症の流行が続く中で、企業の業績が伸びた業種と低迷を続ける業種が二極化していると指摘されて
います。人々の移動や多人数の会食が制限されていることなどにより、宿泊業や旅行業、飲食業に携わる人々は、苦しい経営を
余儀なくされています。これに対して、ICTに関わる企業や運送業などは業績を伸ばしています。昨年度、過去最高の業績を
上げた企業もあります。こうした企業について調べて、次の問いに答えてください。

（1）業績が好調な企業を取り上げ、その背景を考慮しながら、業績の変化の特徴について説明してください。
（2）そのような企業で ICT（情報通信技術）が果たしている役割について考えてください。さらにお客様との接点（注文、販
売、問い合わせ、など）において、ICTが経営にどのように貢献しているかを考えて、その役割を説明してください。

第4期に出願する場合は、以下の課題の中から1つを選び、選考当日に８００字以上１２００字以内でまとめてください。（資料等
の持ち込み不可）〔60分〕

課題１.

課題2.

課題3.

一般に「マーケティング」とは、「商品やサービスを売るために行う様々な活動」を指しています。市場調査から、ブランディング、
商品企画、宣伝、広告、広報、販売促進、セールスなど、ビジネス活動の多くがマーケティングに含まれています。グローバル・
マーケティングの視点から考え、同じ店を海外に進出させるとしたら、その国の文化や習慣、価値観を知り、それにどう対応す
るか、そして販売の目的で現地の人 と々どのようにコミュニケーションを取るかが重要となります。また、進出先の事情に合わせて、
商品を変えたり、微調整をしたりする必要があるかもしれません。さらに、その国にあった価値を提供するケースも多いと言われ
ています。そこで、あなたの会社は海外で支店を作りたいと考えています。あなたはその企画のメンバーとして、グローバルな視
点を取り入れ、具体例を挙げながら説明してください。

新型コロナウイルス（COVID-19）の世界への蔓延から１年以上が経過し、私たちの生活はこれまでにない対応を強いられて
います。企業も厳しい経営環境にあり、業績は大きく低下しましたが、これまで蓄積してきた利益（これを留保利益といいます）
を取り崩すことで、その影響を最小限に留めているともいわれています。留保利益とは企業が生み出した利益（儲け）を分配や
設備投資などに回さずに企業内に積み立てたものです。このように企業が分配などを行わずに利益を蓄積することの良し悪
しを調べて説明してください。また企業には、株主、銀行、取引先、従業員、課税当局など関係するもの（これを利害関係者と
いいます）が多岐にわたります。企業を取り巻く利害関係者のうち、あなたは誰を優先すべきであると考えますか。あなたの意
見をまとめて説明してください。

人生設計について考える際に、これまでは「教育を受け」「仕事に就き」「引退を迎える」という三つの段階に分けて論じられて
きましたが、医療制度の充実により人々の寿命が延びた結果として、人生設計の見直しの重要性が注目されています。そこ
で、人生の意義や目的は何かと考えたとき、その一つは幸せになることといえるのではないでしょうか。学問を学ぶことや仕事に
就くこと、趣味にいそしむこと、結婚をすることなども、突き詰めればより幸せな人生を送るための行動といえるでしょう。あなたは
これから大学に入学をしようとしているわけですが、大学でどのようなことを学び、それがその先の人生であなたの幸せにどの
ように結びつくと考えていますか。これからの長い人生設計を意識して、できるだけ具体的に説明してください。
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総合型選抜課題

【千葉東金キャンパス】

課題１.

課題2.

課題3.

2024年から新1万円札の肖像となる渋沢栄一は、現在の日本銀行の前身である第一国立銀行の創設を始めとして500以上
の会社の設立・発展に寄与し、「近代日本資本主義の父」と呼ばれる人です。彼がその著書『論語と算盤』等を通じて、表明し
た経済思想が「道徳経済合一説」です。渋沢が生まれたのは1840年の江戸時代でした。明治維新は1868年ですから果敢な
青年期を過ごしたと言えます。また、彼は1867年パリの万国博覧会に江戸幕府の外交使節団の一行としてヨーロッパ各国を
遊学しています。
渋沢栄一の「道徳経済合一説」を踏まえて「会社経営者」又は「リーダー」はどうあるべきか、あなたの考えを述べてください。

我が国の抱える課題の一つとして、都市部への人口や経済活動の過剰な集中が挙げられます。特に深刻な地域として、中山間
地域があります。中山間地域は、「山間地及びその周辺の地域その他の地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利
な地域である地域（農林水産省）」でありながら日本の土地面積の7割、耕作面積の4割を占める我が国の農業において重要な
地域です。しかし、少子高齢化による農業の担い手不足や農業生産における低い効率性から離農が加速化しています。
一方で中山間地域は都市部に比べて豊かな自然が残り、その気候や自然を活かした他にはない特産物があり、また美しい景
観や多様な生物の住みかとしての生物多様性保全機能などその価値が見直されています。また、昨今ではテレワークなどの
普及によって地方都市だけでなく、このような自然豊かな地域に移り住む人が少しずつ増加しています。
このような現状を踏まえて、もしあなたが中山間地域の市町村の役場の若手職員で「地域の資源を利用した地域活性化（街
おこし）」を担当することになったら、どのような地域資源を使って、どのようなことに取り組み、それを実行するうえで課題につい
て、自由な発想のもとに活用する資源（人、モノ、お金）を念頭にあなたの考えを述べてください。

厚生労働省の国民生活基礎調査（2019年）によると、下図のように日常生活で悩みやストレスがある者の割合は、男43.0%、
女52.4%で、12～19歳では男31.0%、女40.0%となっています。また2020年からの新型コロナウイルス感染症により、さまざまな
活動が制限され、ストレスを感じている者の割合はより増加していると考えられます。
自分自身の心身の健康の維持・増進、他者やチーム、社会との関わりのためには、ストレスを適切にコントロールすることが重要
です。
そこで、あなた自身が日々 、ストレスをコントロールするために実践していることを具体的に記述してください。また、国や自治体、
企業、学校などが取り組むとよいと考えるストレス対策について、あなたの考えを述べてください。

第1期に出願する場合は、以下の課題の中から1つを選び、選考当日に８００字以上１２００字以内でまとめてください。（資料等
の持ち込み不可）〔60分〕

課題１.

課題2.

課題3.

シュンペーター（1883～ 1950）という学者は「イノベーション」と「創造的破壊」という言葉を用いて経済発展の動態的側面の説
明を行っています。これは『新しい生産物や生産方法等が生み出されると古いものは駆逐される』という考え方であり、市場にお
いてこのような動きが不断に繰り返されることによって経済が発展していくというものです。
現在の社会では科学技術の進歩、とりわけ「AI（人工知能）」や「バイオテクノロジー」の技術革新や発展により、大きく社会が変
わろうとしています。
2021年度現在、あなたが注目する技術革新や発展にはどのようなものがありますか。そしてそれは社会をどのように変えるもので
しょうか。シュンペーターの理論に即してあなたの考えを述べてください。

2020（令和2）年7月に厚生労働省が発表した「2019年国民生活基礎調査」※の結果から、2018（平成30）年の子どもの貧困率
（17歳以下）は13.5％、約7人に1人の子どもが貧困状態にあることが明らかになりました。2018(平成30)年の貧困線(等価可処分
所得の中央値の半分)は127万円、「相対的貧困率」(貧困線に満たない世帯員の割合)は15.4%でした。
図１は調査開始から2018（平成30）年までの貧困率の年次推移を示したものです。この図から、貧困率の推移についての説明
し、日本における子どもの貧困を解決するための国や都道府県、市町村が取り組んでいることを調べて提示しながら、この取組
に対するあなたの考えを述べてください。

※「国民生活基礎調査」は厚生労働行政の企画や立案に必要な基礎資料を得ることを目的とした、保健・医療・福祉・年金・所
得など国民生活の基礎的事項を調査で、1986年を初年として3年ごとに大規模な調査をおこない、中間の各年に簡易な調査を
実施しており、2019年は12回目の大規模調査にあたる。

運動やスポーツを行うことは健康づくりのために推奨されていますが、運動やスポーツの行い方によってはけがや事故を引き起こ
すことがあります。スポーツ安全協会（2018年度）によると、運動やスポーツ活動中では捻挫、骨折、挫傷（打撲）の順に多くけが
が発生していると報告されています。また、文部科学省（2020年度）によると、学校の管理下において年間３000件を超える熱中
症事故が発生したと報告されています。そのため、運動やスポーツの活動時には、自分や他者の健康・安全に注意することが必
要です。そこで、運動やスポーツを行う際のけがや事故を防止するためには、どのような安全対策が必要だと考えますか。あなた
の運動やスポーツ活動の経験を提示しながら、ウォームアップやクールダウン、水分の補給、場所、用具の管理、実施方法など、あ
なたの考えを具体的に述べてください。

第2期に出願する場合は、以下の課題の中から1つを選び、選考当日に８００字以上１２００字以内でまとめてください。（資料等
の持ち込み不可）〔60分〕

図21　性・年齢階級別にみた悩みやストレスが
　　　ある者の割合（12歳以上）
出典：「国民生活基礎調査」（2019年）p.20

図１　貧困率の年次推移
※「国民生活基礎調査」（2019年）p.14をもとに作図
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課題１.

課題2.

課題3.

SNS等を使ったハラスメント（嫌がらせ、いじめ）が発生する場合があります。法務省の「人権侵犯事件の類型別新規救済手
続開始件数の動向」によると、プライバシー関係事案が全体の 14.2％です。その内訳は図１に示したように、インターネットに
よる事案の割合が 74.0％、インターネット以外の事案が 26％でした。SNS等は、上手に使えば我々の生活を豊かにする存在で
すが、反面、トラブルの発生の原因にもなっています。具体的には、テレビ番組の放送内容に不満を覚えた視聴者が、出演者
のSNSに誹謗中傷を書き込み、出演者の自殺にまで発展した事件まで発生しています。今後のデジタル社会で生活する我々
はどんなことに気を付けて、SNS等での情報の発信、受信をするべきでしょうか。SNSの受信側、発信側の両方の立場にお
いて、あなたの意見を述べてください。

我が国では人口減少や少子高齢化が進展しています。特に、地方においてはその傾向が顕著となっています。地域・経済
を活性化するために様々な取組が行われていますが、その一つに、スポーツを通じた地域・経済の活性化が挙げられます。
スポーツによる地域・経済の活性化のためには、スポーツ産業の活性化、スポーツ環境の充実、そしてスポーツ人口の拡大が
つながっていく好循環が重要だとされています。今後、さらに地域・経済が活性化するために、スポーツを通じて地域振興をど
のように進めるか、過去の事例を調べて一つ以上を提示しながら、あなたの考えを具体的に述べてください。

総務省統計局によると子どもの数（15歳未満人口）は、2020年4月1日現在1512万人で39年連続の減少となり、過去最少と
なっています。子どもの体力は、運動する子どもとしない子どもの二極化が進んでいると指摘されるとともに、昭和60年頃と比
較すると依然として低い水準となっていることが問題視されています。現在、生活全体が便利になるとともに、ただ生活するた
めだけであれば、必ずしも高い体力や多くの運動量を必要としなくなっています。では、なぜ子どもの体力低下が問題となって
いるのかを調べて、調べたことを列挙するとともに運動する子どもとしない子どもの二極化を解消する取組について、あなたの
考えを具体的に述べてください。

第3期に出願する場合は、以下の課題の中から1つを選び、選考当日に８００字以上１２００字以内でまとめてください。（資料等
の持ち込み不可）〔60分〕

図１ プライバシー関連事案
※平成31年度及び令和元年における「人権侵犯事件」の状況について(概要)をもとに作図

※厚生労働省「国民健康・栄養調査」をもとに作図

課題１.

課題2.

課題3.

江戸時代から明治期にかけて、近江(現在の滋賀県)を拠点として日本全国で活躍した商人達がいます。彼らは近江商人と呼
ばれます。この近江商人の商売の仕方にはある特徴があり、それを表して『三方よし』と呼びます。三方よしとは、買い手よし・
売り手よし・世間よしと言われるものです。この三方よしの考え方は、商売は、売り手が自分の利益だけを追求するのではなく、
買い手である顧客の満足をも満たし、商売を通じて地域社会の発展に貢献し、福利活動にも積極的に関わっていくという現
代の企業経営にとっても意義の深いものです。少子高齢化が否応なく進む中、どのように地域活性化に取り組んでいくのか、
あなたの考えを具体的に述べてください。

総務省の人口推計によると、外国人も含めた日本の総人口は2021年５月１日現在１億 2536万人であり、前年同月と比べて53
万人の減少でした。また、一年間に生まれた子どもの数は、日本人では2016年、総人口では2017年に初めて100万人を下回
り、2019年には89万5844人にまで減少しました。 このような少子化は今後の私たちの暮らしや社会にどのような影響を及ぼす
でしょうか。少子化がもたらす地域や社会全体の課題について調べた事を解説してください。そして、2020年5月に閣議決定
された「少子化社会対策大綱で示された施策などを参考にして、国や地方自治体が取り組んでいる施策を調べ、あなたの考
えを述べてください。（「少子化社会対策大綱」は内閣府のホームページなどで確認することができます）

「健康日本21（第二次）」では、国民の健康増進の総合的な推進を図るための方針が示され、身体活動・運動などの生活習
慣に関する具体的な目標が定められています。「身体活動・運動」では、2022年までに20～64歳における運動習慣者を、男性
36％、女性33％に増加することなどが目標として掲げられています。図１は、運動習慣者の割合について現状値の年次推移を
示したものです。
以下の①～③について説明してください。
① 図１から、目標に対する運動習慣者の割合の現状について説明してください。
② 目標達成に向けた地方自治体あるいは企業の実際の取り組み事例を紹介してください。
③ 上記①と②を踏まえて、目標達成につながるあなたの考えを述べてください。

※なお、「運動習慣者」とは，１回30分以上の運動を週２回以上実施し，１年以上継続している者を指します。

第4期に出願する場合は、以下の課題の中から1つを選び、選考当日に８００字以上１２００字以内でまとめてください。（資料等
の持ち込み不可）〔60分〕
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プライバシー関連事案

インターネット
以外の事案

26％

インターネット
による事案

74％



募集学部・学科および人員

学校長、進路担当、学年主任、担任などから推薦が得られ、なおかつ下記のいずれかの要件を満たす者
１．高等学校または中等教育学校を卒業した者および2022年3月卒業見込みの者で、在学中の成績が全体の学習成績の状況（評定平

均値）3.1以上、人物、出席状況などが良好な者
2．2022年3月までに高等学校卒業程度認定試験に合格（見込み）の者で、2022年4月1日現在18歳以上 19歳以下の者
　法人格を有する大学入学資格検定予備校等の長の推薦が得られる者で、在籍中の成績・人物などが良好な者

出願資格

日　程

※出願書類の郵送受付は、出願書類提出期間締切日必着です。出願書類は簡易書留速達で郵送してください。
※インターネット出願は、出願登録期間の締切日当日正午までにWEB上で入力・送信し、検定料の振込を完了してください。
　なお、振込が完了しないと志願票が印刷できないため、「出願書類提出期間」の締切日にご注意ください。
※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。
※受験票は選考日の概ね3～4日前からインターネット申し込み確認画面からダウンロードが可能となります。受験票は必ず白
　紙のA4用紙タテ方向で印刷（カラー、白黒どちらでも可）し、選考日に必ず持参してください。
※合格者は、入学手続締切日までに入学手続の書類を提出し、　　　　　の表の「入学手続締切日まで」の「納付額」を振り込んでください。p.122

※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。
※他大学等との併願を認めます。

※　　　の入試方式と募集人員を参照してください。p.36

選考会場

1号棟　〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3-26
3号棟　〒102-0093 東京都千代田区平河町2-3-20

〒283-8555
千葉県東金市求名（ぐみょう）1番地

（１）志　願　票　インターネットに接続されているパソコンで、画面に掲載されている入力手順や注意事項を出願手順の指示に従って、
必要事項を入力し、入学検定料納入後、表示されたPDFファイルをA4サイズの紙に印刷してください。

（２）推　薦　書　学校長、進路担当、学年主任、担任などからの推薦書：本学HPよりダウンロードしてください。
　　　　　　　　※高等学校卒業程度認定試験合格（見込み）の者は、法人格を有する大学入学資格検定予備校等の長の推薦書
　　　　　　　　　を提出してください。
（３）自己推薦書　本学ＨＰよりダウンロードし、志願者が必ず自筆で記入し、できるだけ詳細に記入してください。
（４）調　査　書　
　　①出身高等学校の調査書
　　②高等学校卒業程度認定試験合格者は、合格成績証明書を提出してください［免除科目がある場合は、その科目の成績証明書も
　　　提出してください］。合格見込みの者は、合格見込成績証明書を提出してください。
（5）外国籍の場合　住民票（在留資格、在留期間等が記入されているもの）を提出してください［志願票の氏名は、日本名も使用できます］。
　  ※必要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。
　  ※出願書類は、選考ごとにそれぞれ1通必要となります。
　  ※調査書等の書類は、出願前3ヶ月以内に発行されたものを提出してください。
　  ※各種証明書は、日本語または英語で記載されたものとします。日本語、英語以外で記載された書類には日本語の翻訳文を

添付してください。

「J特待生制度」エントリー者のみ以下の書類を提出

出願書類

時間割

（１） 書類審査
（２） 面接

〔J特待生制度エントリー者のみ〕面接終了後、別途、本学指定のテーマを英語でスピーチと質疑応答（資料等の持ち込み不可）
　本学指定のテーマ
　以下から1つ選んで、当日、英語でのスピーチ（5分以内）と質疑応答。
　1. What are the advantages and disadvantages of reducing use of social media?
　2. How can a smartphone help you learn English? 
　3. How would you promote your area to foreign tourists?

※学校推薦型選抜（公募制推薦）で実施する「J特待生制度」については、別冊の特待生制度パンフレット、Webページ
　（https://www.jiu.ac.jp/news/detail/id=9311）で確認してください（インターネット出願登録時にエントリーが必要）。

選考方法

入学検定料および出願手続

※選考当日は、午前の部は10時20分まで、午後の部は13時20分までに指定された面接控え室に入室してください。
　面接時間は受験票で確認してください。

経営情報学部

学　　部 学　　科
時　間

総合経営学科

13：40～10：40～

午後の部 面 接 

面接終了後
（J特待生エントリー者のみ）

本学指定のテーマを
英語でスピーチと質疑応答午前の部 面 接 

※詳細は、　　　　         を参照してください。
※選考日当日の緊急時の連絡先は、全て城西国際大学入試課（TEL.0475-55-8855）になります。

p.128/p.129

※合否発表、入学手続、入学許可書については　　　　　　　 を参照してください。
※入学許可書は、「学費等納付金」の納付と「入学手続書類」の郵送を入学手続締切日までに完了した者に発行します。
　なお、手続きが完了しない場合には入学を許可しません。

p.120/p.121
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（6）本学が指定する英語の外部検定試験のスコア
　　本学が指定する下記の英語の外部検定試験のスコアの証明書（複写可）を提出してください。
　　※この書類が提出できない場合には、J特待生制度へのエントリー不可。

※詳細は　　   を参照してください。p.7

 p.7参照

千葉東金キャンパス

東京紀尾井町キャンパス

出願書類提出期間インターネット出願登録期間 入学手続締切日合否通知発送日選考日

2021年11月1日（月）～11月11日（木）

2021年11月25日（木）～12月3日（金）

2021年11月1日（月）～11月10日（水）正午

2021年11月25日（木）～ 12月2日（木）正午

12月10日（金）

2022年1月11日（火）

12月1日（水）

12月20日（月）

11月21日（日）

12月11日（土）

第１期

第２期

本学が指定するスコア資格・検定試験

Cambridge English
実用英語技能検定（英検）
（英検S-CBT・CBT含む）

GTEC（４技能）

IELTS

PET　140 以上（Overall Score）

２級合格（CSEスコア1980） 以上

960 以上

4.0 以上（Overall Score）

本学が指定するスコア資格・検定試験

TEAP

TEAP CBT

TOEFL iBT®

TOEIC® L&R / TOEIC® S&W

TOEIC® L&R

225 以上（4技能スコア合計）

420 以上（4技能スコア合計）

42 以上（Total Score）

1150以上（TOEIC® L&Rと、TOEIC® S&W×2.5倍の合計）

550 以上

※IELTSは「アカデミック・モジュール」に限ります。
※GTECは「オフィシャルスコア」に限ります。

※TOEFL ITP®、TOEIC® IPは不可とします。
※TEAPは、同一受験日のスコアの合計のみを有効とします。
※スコアの有効期限は原則、出願締切日から遡って2年以内を有効とします。
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〔J特待生制度（エントリー制）〕

「インターネット出願」は  城西国際大学サイト
からアクセスして、インターネット出願のバナーをクリックしてください。

https://www.jiu.ac.jp/



募集学部・学科および人員

下記のいずれかに該当する者
１．高等学校または中等教育学校を卒業した者および2022年3月卒業見込みの者
２．通常の課程による12年の学校教育を修了した者および2022年3月修了見込みの者
３．学校教育法施行規則第150条の規定により、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る者、または2022年3月31日ま

でにこれに該当する見込みの者で、以下の⑴～⑺のいずれかに該当する者
（1）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の指定した者
（2）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2022年3月31日までに修了見込みの者

（3）専修学校の高等課程（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または2022年3月31日までに修了見込みの者

（4）文部科学大臣の指定した者
（5）高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者（旧規定による大学入学資格検定に合格し

た者を含む）または2022年3月31日までに合格見込みの者
（6）学校教育法第90条第2項の規定により大学に入学した者であって、当該者をその後に入学させる大学において、大学における教

育を受けるにふさわしい学力があると認めた者
（7）本学において、個別の入学（出願）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た者で、2022年3月31

日までに18歳に達する者
※注　出願資格⑹、⑺により、出願を希望する場合は、出願前に審査が必要のため、出願を希望する入学試験の出願締切日の概ね1ヶ月前までに入試課まで相談してください。

出願資格

出願時に希望選考会場を選択してください。なお、東京紀尾井町キャンパス選考会場の収容定員を超えた場合には、千葉東金キャンパ
ス選考会場での受験となります。選考会場については受験票で必ず確認してください。

選考会場

日　程

※A日程・B日程、両日の併願受験が可能です。（出願書類および入学検定料はそれぞれ必要になります。）
※出願書類の郵送受付は、出願書類提出期間締切日必着です。出願書類は簡易書留速達で郵送してください。
※インターネット出願は、出願登録期間の締切日当日正午までにWEB上で入力・送信し、検定料の振込を完了してください。
　なお、振込が完了しないと志願票が印刷できないため、「出願書類提出期間」の締切日にご注意ください。
※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。
　なお、2022年1月15日（土）・1月16日（日）は大学入学共通テスト実施日のため窓口受付はおこないません。
※受験票は選考日の概ね3～4日前からインターネット申し込み確認画面からダウンロードが可能となります。受験票は必ず白
　紙のA4用紙タテ方向で印刷（カラー、白黒どちらでも可）し、選考日に必ず持参してください。
※合格者は、入学手続締切日までに入学手続の書類を提出し、　　　　　の表の「入学手続締切日まで」の「納付額」を振り込んでください。p.122

※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。

※　　　の入試方式と募集人員を参照してください。p.36

時　限

時　間

科　目

3時限

14：20～15：20

「日本史B」「世界史B」
「政治・経済」から
1科目選択（100点）

2時限

12：40～13：40

国語・数学の
いずれか選択
（100点）

昼休み

1時限

10：40～11：40

外国語
（100点）

※詳細は、　　　　         を参照してください。
※選考日当日の緊急時の連絡先は、全て城西国際大学入試課（TEL.0475-55-8855）になります。

p.128/p.129
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営
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Wエントリー選抜とは、3科目を受験し、「3科目の合計」と「高得点
2科目（外国語を必須とし、その他の高得点1科目を加えた2科目）
の合計」の2つの判定方式で審査する入試制度です。
合否はそれぞれの判定結果ごとに通知します。

（１）志　願　票　インターネットに接続されているパソコンで、画面に掲載されている入力手順や注意事項を出願手順の指示に従って、
必要事項を入力し、入学検定料納入後、表示されたPDFファイルをA4サイズの紙に印刷してください。

（２）調　査　書　
　　①出身高等学校の調査書
　　②大学入学資格検定合格者、または高等学校卒業程度認定試験合格者は、合格成績証明書を提出してください［免除科目がある
　　　場合は、その科目の成績証明書も提出してください］。合格見込みの者は、合格見込成績証明書を提出してください。
　　③上記以外の場合は、出願資格に該当する修了証明書と最終の成績証明書を提出してください。
　　④卒業後5年以上経過したため、高等学校で調査書の取得が困難な場合は、卒業証明書を提出してください。
（３）外国籍の場合　住民票（在留資格、在留期間等が記入されているもの）を提出してください［志願票の氏名は、日本名も使用できます］。
　  ※必要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。
　  ※出願書類は、選考ごとにそれぞれ1通必要となります。
　  ※調査書等の書類は、出願前3ヶ月以内に発行されたものを提出してください。
　  ※各種証明書は、日本語または英語で記載されたものとします。日本語、英語以外で記載された書類には日本語の翻訳文を

添付してください。

出願書類

時間割

選考科目・選考方法

学　　部 学　　科 選考科目・選考方法 配　点

経営情報学部 総合経営学科

※選考当日は、必ず10時20分までに指定された選考会場に入室してください。

①外 国 語―英語「コミュニケーション英語Ⅰ・コミュニケーション英語Ⅱ・英語表現Ⅰ」
②国　　語―国語「国語総合（古文・漢文を除く）・現代文B」
　数　　学―数学「数学Ⅰ・数学A」
　「国語」または「数学」のいずれか選択
③地理歴史―「日本史B」または「世界史B」
　公　　民―「政治・経済」
　「日本史B」「世界史B」「政治・経済」の中から1科目選択

100点
100点
100点

100点
100点

入学検定料および出願手続

※合否発表、入学手続、入学許可書については　　　　　　　 を参照してください。
※入学許可書は、「学費等納付金」の納付と「入学手続書類」の郵送を入学手続締切日までに完了した者に発行します。
　なお、手続きが完了しない場合には入学を許可しません。

受験番号

「3科目の合計」で審査する受験番号が「第1受験番号」、「高得点2科目（外国語+高得点1科目）」で審査する受験番号が「第2受験番号」です。
選考当日、選考会場で表記する受験番号は「第1受験番号」です。

p.120/p.121

※詳細は　　   を参照してください。p.7

 p.7参照

※A日程で実施する特待生入試については、別冊の特待生制度パンフレット、Webページ（https://www.jiu.ac.jp/news/
　detail/id=9311）で確認してください（インターネット出願登録時にエントリーが必要）。

※解答は「マークシート方式」です。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。

①から③の3科目を受験し、「3科目（300点満点）」と「高得点2科目〔外国語+高得点1科目〕
（200点満点）」の2つの選考方式で判定

出願書類提出期間 入学手続締切日合否通知発送日選考日

2022年1月12日（水）～1月21日（金）
A日程

B日程

2022年2月7日（月）～2月17日（木）

2022年1月12日（水）～1月20日（木）正午

2022年2月7日（月）～2月16日（水）正午

2月21日（月）

3月15日（火）

2月14日（月）

3月8日（火）

2月1日（火）

2月2日（水）

2月25日（金）C日程

インターネット出願登録期間

1号棟　〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3-26
3号棟　〒102-0093 東京都千代田区平河町2-3-20

〒283-8555
千葉県東金市求名（ぐみょう）1番地千葉東金キャンパス

東京紀尾井町キャンパス
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からアクセスして、インターネット出願のバナーをクリックしてください。
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募集学部・学科および人員

2022年度大学入学共通テスト受験案内（願書）に準じます

出願資格

（１）志　願　票　インターネットに接続されているパソコンで、画面に掲載されている入力手順や注意事項を出願手順の指示に従って、
必要事項を入力し、入学検定料納入後、表示されたPDFファイルをA4サイズの紙に印刷してください。印刷された志
願票に「大学入学共通テスト成績請求票（私立大学用）」を貼付してください。　　　　　　

（２）調　査　書　
　　①出身高等学校の調査書
　　②大学入学資格検定合格者、または高等学校卒業程度認定試験合格者は、合格成績証明書を提出してください［免除科目が
　　　ある場合は、その科目の成績証明書も提出してください］。合格見込みの者は、合格見込成績証明書を提出してください。
　　③上記以外の場合は、出願資格に該当する修了証明書と最終の成績証明書を提出してください。
　　④卒業後5年以上経過したため、高等学校で調査書の取得が困難な場合は、卒業証明書を提出してください。
（3）外国籍の場合　住民票（在留資格、在留期間等が記入されているもの）を提出してください［志願票の氏名は、日本名も使用できます］。
　  ※必要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。
　  ※出願書類は、選考ごとにそれぞれ1通必要となります。
　  ※調査書等の書類は、出願前3ヶ月以内に発行されたものを提出してください。
　  ※各種証明書は、日本語または英語で記載されたものとします。日本語、英語以外で記載された書類には日本語の翻訳文を

添付してください。

大学入学共通テストでは、次の教科・科目を受験してください。

出願書類

日　程

※出願書類の郵送受付は、出願書類提出期間締切日必着です。出願書類は簡易書留速達で郵送してください。
※インターネット出願は、出願登録期間の締切日当日正午までにWEB上で入力・送信し、検定料の振込を完了してください。
　なお、振込が完了しないと志願票が印刷できないため、「出願書類提出期間」の締切日にご注意ください。
※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。
　なお、2022年1月15日（土）・1月16日（日）は大学入学共通テスト実施日のため窓口受付はおこないません。
※受験票は出願書類提出期間締切日の概ね5日後からインターネット申し込み確認画面からダウンロードが可能となります。
　受験票は必ず白紙のA4用紙タテ方向で印刷（カラー、白黒どちらでも可）し、受験番号を確認してください。
※合格者は、入学手続締切日までに入学手続の書類を提出し、　　　　　の表の「入学手続締切日まで」の「納付額」を振り込んでください。p.122

●大学入学共通テストの「外国語」「国語」「数学①」「地理歴史」「公民」の成績により合否を判定します。

選考科目・選考方法

※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。

※　　　の入試方式と募集人員を参照してください。p.36

「インターネット出願」は  城西国際大学サイト
からアクセスして、インターネット出願のバナーをクリックしてください。

https://www.jiu.ac.jp/

経営情報学部

学　　部 学　　科 教　　科 選考科目・選考方法 入試センター配点 本学換算点

総合経営学科

「英語」「ドイツ語」「フランス語」「中国語」
「韓国語」から1科目選択
「国語」（近代以降の文章）
「数学Ⅰ・数学A」
「日本史B」または「世界史B」
「現代社会」または「政治・経済」

○「英語」はリスニングを含む
○「外国語」「国語」「数学①」のいずれか1教科を必須
とし、上記科目の中から高得点の「2教科2科目」
200点満点で判定

100点

100点
100点
100点
100点

外国語

国　語
数学①
地理歴史
公　民

大学入試センターが指定する試験場になります。

試験会場

この一般選抜（大学入学共通テスト利用）は、大学入学共通テストを利用した入学試験です。受験者は次の手順に従ってください。
①大学入試センターの「受験案内」を、在学している高等学校もしくは中等教育学校、最寄りの国公立大学あるいは参加私立大学で
　入手してください。
②大学入学共通テストの「志願票」を所定の期日までに大学入試センターへ提出してください。
③大学入試センターから送付されてくる「大学入学共通テスト成績請求票（私立大学用）」を本学の入学志願票に貼付して、上記の出願
　期間内に提出してください。

出願手順
※合否発表、入学手続、入学許可書については　　　　　　　 を参照してください。
※入学許可書は、「学費等納付金」の納付と「入学手続書類」の郵送を入学手続締切日までに完了した者に発行します。
　なお、手続きが完了しない場合には入学を許可しません。

p.120/p.121

200点

100点
100点
100点
100点

 p.7参照

試験日の異なるすべての一般選抜との併願受験が可能です。また、本学で大学入学共通テストを利用している学部・学科内の併願受験
も可能です。この場合、併願学科の出願書類をそれぞれ提出することが必要です。

入学検定料および出願手続

併願受験

※詳細は　　　 を参照してください。p.7
出願書類提出期間 入学手続締切日合否通知発送日選考日

2022年1月12日（水）～1月21日（金）

2022年2月7日（月）～2月17日（木）

2022年2月22日（火）～3月4日（金）

2022年1月12日（水）～1月20日（木）正午

2022年2月7日（月）～2月16日（水）正午

2022年2月22日（火）～3月3日（木）正午

2月24日（木）

3月15日（火）

3月24日（木）

2月17日（木）

3月8日（火）

3月17日（木）

本学個別学力
検査を
課さない

第1期

第2期

第3期

インターネット出願登録期間
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■ メディア学部の教育研究上の目的
メディア学部は、「表現力」「コミュニケーション力」「コラボレーション力」を高め、複合的にビジネスコミュニケーションを展開できる創造的な
人材を育成する

■ メディア学部が求める人物像（アドミッション・ポリシー）
メディア学部では、本学部の教育方針に共感し、以下のいずれかに当てはまる人を求めます。
1．自身の思考を言葉、文字、身体表現で発信するためのコミュニケーション力を身につけ、社会と積極的に交流する意思を持っている人
2．芸能・映像・ステージ・サウンド・エンタテインメントビジネス・ニューメディアのいずれかの分野において、表現力やスキルを身につけ

たい人
3．社会が求める教養と専門的な知識・技能の習得に主体的に取り組み、将来エンタテインメントやコンテンツビジネスなど、クリエイティブ

産業で活躍する意欲がある人
4．豊かな人間性を身につけ、専門的な知識・技能で地域社会・国際社会・産業界等に貢献することに価値を見出し、他者と積極的に

コミュニケーションを取りながら活動したい人
5．企画力、問題解決力、情報発信力などを積極的に身につける意志を持ち、身につけた知性を適切に表現する意欲がある人

■ メディア学部が求める高校での学習
変化の激しい時代にあって、コミュニケーション力、自発的な自己表現力、グローバリゼーションと多様性に対する対応力を身につけるため
に、日常社会についての情報（新聞、webニュース、グローバル関連情報etc）を吸収し、映画、音楽、小説、美術、演劇、ドラマ、バラエティ
など、あらゆる芸術活動、作品、エンタテインメントに慣れ親しむこと。また、入学後に必修となる英語とコンピュータにも触れておくこと。

■ 入試方式と募集人員 （メディア学部 メディア情報学科：入学定員360名）
 映像芸術コース（東京紀尾井町キャンパス）260名、ニューメディアコース（千葉東金キャンパス）100名

学　　部 学　　科 入試方式
募集人員

映像芸術コース ニューメディアコース

メディア学部 メディア情報学科

30名
（スポーツ総合型選抜を含む）

10名

15名

5名

70名

─

20名

60名

20名

■ 学校推薦型選抜（指定校推薦）

メディア学部

学　　部 学　　科 募集人員

メディア情報学科
90名

映像芸術コース

25名

ニューメディアコース

■ 外国人留学生

メディア学部

学　　部 学　　科 募集人員

メディア情報学科 8名（ニューメディアコース）

※推薦基準ならびに日程、選考方法などの実施内容は、指定校に直接通知します。

各入試方式の日程、
選考方法などの実施内容は… 本ページ以降に記載

総合型選抜（第1期）
総合型選抜（第2期）
総合型選抜（第3期）
総合型選抜（第4期）※ニューメディアコースのみ
学校推薦型選抜（公募制推薦）（第1期）
学校推薦型選抜（公募制推薦）（第2期）
一般選抜（Wエントリー選抜） A日程
一般選抜（Wエントリー選抜） Ｂ日程
一般選抜（Wエントリー選抜） Ｃ日程
一般選抜（大学入学共通テスト利用）（第1期）
一般選抜（大学入学共通テスト利用）（第2期）

※メディア学部メディア情報学科では、「映像芸術コース（東京紀尾井町キャンパス）」か「ニューメディアコース（千葉東金キャン
パス）」の選択となります。

メ
デ
ィ
ア
学
部

メ
デ
ィ
ア
学
部

■ 2022年9月入学試験

メディア学部

学　　部 学　　科 募集人員

メディア情報学科 7名（ニューメディアコース）

※2022年9月入学試験の日程、選考方法などの実施内容は、2022年4月以降に別冊の入試要項で案内します。

■ スポーツ総合型選抜

メディア学部

学　　部 学　　科 入試方式
ニューメディアコース

募集人員

メディア情報学科 30名
（総合型選抜を含む）

スポーツ総合型選抜（第1期）
スポーツ総合型選抜（第2期）
スポーツ総合型選抜（第3期）

※スポーツ総合型選抜の日程、選考方法などの実施内容は、別冊の入試要項です。
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募集学部・学科および人員

１．高等学校または中等教育学校を卒業した者および2022年3月卒業見込みの者
２．通常の課程による12年の学校教育を修了した者および2022年3月修了見込みの者
３．学校教育法施行規則第150条の規定により、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る者、または2022年3月31日ま

でにこれに該当する見込みの者で、以下の⑴～⑺のいずれかに該当する者
（1）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の指定した者
（2）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2022年3月31日までに修了見込みの者

（3）専修学校の高等課程（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または2022年3月31日までに修了見込みの者

（4）文部科学大臣の指定した者
（5）高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者（旧規定による大学入学資格検定に合格し

た者を含む）または2022年3月31日までに合格見込みの者
（6）学校教育法第90条第2項の規定により大学に入学した者であって、当該者をその後に入学させる大学において、大学における教

育を受けるにふさわしい学力があると認めた者
（7）本学において、個別の入学（出願）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た者で、2022年3月31

日までに18歳に達する者
※注　出願資格⑹、⑺により、出願を希望する場合は、出願前に審査が必要のため、出願を希望する入学試験の出願締切日の概ね1ヶ月前までに入試課まで相談してください。

上記のいずれかに該当し、なおかつ以下の①̃④のいずれかを満たす者
　① 「メディア」に関する制作技術や理論を身につけたい人
　② 「資格取得」に意欲をもっている人
　③ 大学在学中に達成したい目標をもっている人
　④ 希望している将来の進路を本学でめざしたい人

出願資格

（１）志　願　票　インターネットに接続されているパソコンで、画面に掲載されている入力手順や注意事項を出願手順の指示に従って、
必要事項を入力し、入学検定料納入後、表示されたPDFファイルをA4サイズの紙に印刷してください。

（２）自己推薦書　本学ＨＰよりダウンロードし、志願者が必ず自筆で記入し、できるだけ詳細に記入してください。
（3）調　査　書　
　　①出身高等学校の調査書
　　②大学入学資格検定合格者、または高等学校卒業程度認定試験合格者は、合格成績証明書を提出してください［免除科目が
　　　ある場合は、その科目の成績証明書も提出してください］。合格見込みの者は、合格見込成績証明書を提出してください。
　　③上記以外の場合は、出願資格に該当する修了証明書と最終の成績証明書を提出してください。
　　④卒業後5年以上経過したため、高等学校で調査書の取得が困難な場合は、卒業証明書を提出してください。
（4）プレゼンテーション概要　※映像芸術コース第2期出願者のみ。詳細は　　　  を参照。プレゼンテーション概要は本学ＨＰよりダウン
　　　　　　　　　　　　　　ロードし、志願者が必ず自筆で記入し、できるだけ詳細に記入してください。
（5）総合型選抜の主旨に合致する書類等　※ニューメディアコース希望者のみ

部活動や創作活動等の成果物があれば提出してください。また面接の際にそれらに関するプレゼンテーションも可とします。
プレゼンテーションを希望する人は3分程度で発表できるよう準備してください。
事前に提出する場合は、A4用紙3枚程度（様式自由）で印刷したものを出願書類とあわせて提出してください。
データでの提出は不可とします。提出した書類は返却しません。複写や写真等で提出してください。
当日提示の場合は、その場でお返ししますので、現物での提示も可とします。
ただしパソコンやプロジェクターの使用は不可とします。

（6）外国籍の場合　住民票（在留資格、在留期間等が記入されているもの）を提出してください［志願票の氏名は、日本名も使用できます］。
※必要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。
※出願書類は、選考ごとにそれぞれ1通必要となります。
※調査書等の書類は、出願前3ヶ月以内に発行されたものを提出してください。
※各種証明書は、日本語または英語で記載されたものとします。日本語、英語以外で記載された書類には日本語の翻訳文を添付してください。

出願書類

時間割

【映像芸術コース第1期・第3期（3月）、ニューメディアコース第1期～第4期】
　（１）書類審査
　（2）午前：「課題」への取り組み

　「課題」については　　　 　　　  に記載しています。
　選考当日、「課題」の中から1つを選び、取り組んでいただきます（資料等の持ち込み不可）。〔60分〕

　（3）午後：面接 ※ニューメディアコースは面接内でプレゼンテーション可。
　※（1）～（3）の選考方法により、総合的に判定します。

【映像芸術コースの第2期のみ】
　（１）書類審査
　（2）午前：プレゼンテーション
　（3）午後：面接
　※（1）～（3）の選考方法により、総合的に判定します。

選考方法

※　　　の入試方式と募集人員を参照してください。p.54

※選考当日は、必ず10時20分までに指定された選考会場に入室してください。

入学検定料および出願手続

選考会場

千葉東金キャンパス 〒283-8555
千葉県東金市
求名（ぐみょう）1番地

東京紀尾井町キャンパス 1号棟　〒102-0094 
東京都千代田区紀尾井町3-26
3号棟　〒102-0093 
東京都千代田区平河町2-3-20

※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。
※他大学等との併願を認めます。

※詳細は、　　　　         を参照してください。
※選考日当日の緊急時の連絡先は、全て城西国際大学入試課（TEL.0475-55-8855）になります。

p.128/p.129
※合否発表、入学手続、入学許可書については　　　　　　　 を参照してください。
※入学許可書は、「学費等納付金」の納付と「入学手続書類」の郵送を入学手続締切日までに完了した者に発行します。
　なお、手続きが完了しない場合には入学を許可しません。

p.120/p.121

メ
デ
ィ
ア
学
部

メ
デ
ィ
ア
学
部

（ニューメディアコース希望者）（映像芸術コース希望者）

※第4期は、ニューメディアコースのみ実施
※出願書類の郵送受付は、出願書類提出期間締切日必着です。出願書類は簡易書留速達で郵送してください。
※インターネット出願は、出願登録期間の締切日当日正午までにWEB上で入力・送信し、検定料の振込を完了してください。
　なお、振込が完了しないと志願票が印刷できないため、「出願書類提出期間」の締切日にご注意ください。
※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。
※受験票は選考日の概ね3～4日前からインターネット申し込み確認画面からダウンロードが可能となります。受験票は必ず白
　紙のA4用紙タテ方向で印刷（カラー、白黒どちらでも可）し、選考日に必ず持参してください。
※合格者は、入学手続締切日までに入学手続の書類を提出し、               の表の「入学手続締切日まで」の「納付額」を振り込んでください。

※詳細は　　   を参照してください。p.7

 p.7参照

【映像芸術コース第2期のみ】

p.58

ｐ.58/ｐ.59

【映像芸術コース第1期・第3期（3月）、ニューメディアコース第1期～第4期】

日　程

出願書類提出期間インターネット出願登録期間映像芸術
コース

ニューメディア
コース 入学手続締切日合否通知発送日選考日

2021年9月8日（水）～９月24日（金）

2021年11月1日（月）～11月11日（木）

2022年1月12日（水）～1月21日（金）

2022年2月22日（火）～3月1日（火）

2021年9月8日（水）～ 9月23日（木）正午

2021年11月1日（月）～ 11月10日（水）正午

2022年1月12日（水）～1月20日（木）正午

2022年2月22日（火）～2月28日（月）正午

11月11日（木）

12月10日（金）

2月21日（月）

3月24日（木）

11月1日（月）

12月1日（水）

2月14日（月）

3月17日（木）

10月2日（土）

11月20日（土）

1月31日（月）

3月9日（水）

─

第３期

第１期

第２期

第３期

第４期

p.122

時　間

項　目

13：00～

面接
昼休み

10：40～

プレゼンテーション

時　間

項　目

13：00～

面接
昼休み

10：40～11：40

「課題」への取り組み
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「インターネット出願」は  城西国際大学サイト
からアクセスして、インターネット出願のバナーをクリックしてください。

https://www.jiu.ac.jp/
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総合型選抜課題（第1期・第3期） 総合型選抜課題（第1期～第3期共通）

課題１.

課題2.

課題3.

AI（人工知能）は多くの分野で活用されていますが、音楽分野も例外ではありません。音楽分野へのAI活用の未来像に
ついて、あなたが主題とする点を明確にした上で、プラス面やマイナス面について分析し、あなたの考えを記述してください。

劇映画やドキュメンタリー番組などの映像作品の中で表現されている社会問題を一つ選び、その社会問題について「作者
の考え」もしくは「自身の経験」のどちらかを盛り込みながら分析し、あなたの考えを記述してください。

2020年にNHKプラスをはじめ、地上放送の番組をインターネットで視聴できるようにしたサービスがテレビ局でも始まりました。
近年テレビ離れが進んでいるともいわれていますが、インターネット配信動画との関係で比較、分析してください。それぞれの
特性や魅力的な点はなにか、テレビは生き残れるのか、インターネットが主な動画視聴プラットフォームとなる場合の問題点は
ないのかなど、比較、分析する点を明確にして、あなたの考えを記述してください。

以下の課題の中から1つを選び、選考当日に８００字以上１２００字以内でまとめてください。（資料等の持ち込み不可）〔60分〕 以下の課題の中から1つを選び、選考当日に８００字以上１２００字以内でまとめてください。（資料等の持ち込み不可）〔60分〕

【映像芸術コース】

課題１.

課題2.

課題3.

音楽は映画やゲームの印象を決める重要な役割をもっています。テーマ曲から各シーンのBGM曲にはいろいろな情報が含
まれ、それが映像に感情を与えます。あなたの好きな映画やゲームを具体的にあげて、そこで使われている音楽にどのような
メッセージがあるのか、あなたの考えを記述してください。

映像配信サービスで、リアルタイムに自分の分身であるCGキャラクター（アバター）で出演するいわゆるVTuberが注目されて
います。一方、1990年頃から架空のアイドルやアニメ、ゲーム作品の登場人物がアイドルとしてさまざまなメディアに展開する
ことがありました。VTuberとそれらの違いは何だと思いますか。また、 VTuberの魅力は何でしょうか。そして、今後はどのよう
に発展すると思いますか。あなたの考えを記述してください。

デジタルメディア作品の展示会やデジタルミュージアム、プロジェクションマッピングなど屋内や屋外において体験型のイベント
が現在盛んに行われています。これまでの鑑賞型ではなく参加・体験型の展示、イベントは人々にどのような楽しみ方や影響を
与えるでしょうか。また、最も印象に残っている実体験についての良かった点や改良点も合わせて、あなたの考えを記述して
ください。

【ニューメディアコース】

■事前準備に関する説明について
以下をよく読み、準備を進めてください。
1．プレゼンテーションの内容は、映像芸術コースの8つの分野に直接的にかかわらないものでもかまいません。あなたがこれまでに強く

打ち込んできたこと、学外での活動実績、コンクールや大会での受賞実績、自分の創作活動など、あなたが自信をもって伝えることが
できる内容でチャレンジしてください。

2．プレゼンテーションの概要を大学指定の用紙にまとめ、期日までに提出してください。
3．プレゼンテーションを捕捉する資料を提出することができます。ただし、提出物についてはA4サイズでプリントアウトした形に限定します。

枚数は5枚以内です。紙面の構成、形式は自由とします。立体物は厳禁です。映像作品や音源等について、またパフォーマンスにつ
いても、要点を紙面上で表現できるように工夫して作成し、提出してください。自分が参加したイベントや受賞したコンクールのチラシ、
フライヤー等は可とします。

4．提出物は返却されないことを前提に作成してください。

■当日に関する説明について
以下をよく読み、準備を進めてください。
1．プレゼン時間は3分です。その後に質疑応答を行います。
2．3分間の内容をどのように組み立てるかは各自の判断で行ってください。映像や音源等の再生、各種パフォーマンスも可能です。ただし

発声を伴う歌唱などのパフォーマンスはできません。
3．上記2について、大学の設備、電源等を利用することはできません（教室のモニター、プロジェクター、スピーカーを使用する等）。また、

自身の機器で映像や音源等が予定どおり再生できない場合の時間的配慮等はありません。
4．持込物がある場合は、各自で管理できる範囲としてください。楽器等の持込みはアコースティック楽器のみとします。ただし発声を

伴う歌唱はできません。

プレゼンテーション概要（第2期）

58 59JOSAI INTERNATIONAL UNIVERSITY JOSAI INTERNATIONAL UNIVERSITY

JIU2022_学生募集要項　【メディア学部】 



募集学部・学科および人員

学校長、進路担当、学年主任、担任などから推薦が得られ、なおかつ下記のいずれかの要件を満たす者
１．高等学校または中等教育学校を卒業した者および2022年3月卒業見込みの者で、人物、出席状況などが良好な者
2．2022年3月までに高等学校卒業程度認定試験に合格（見込み）の者で、2022年4月1日現在18歳以上19歳以下の者
　法人格を有する大学入学資格検定予備校等の長の推薦が得られる者で、在籍中の成績・人物などが良好な者

出願資格

日　程

※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。
※他大学等との併願を認めます。

※　　　の入試方式と募集人員を参照してください。

※出願書類・選考方法・時間割はコースごとで異なります。P61～P64を参照してください。

p.54

選考会場

千葉東金キャンパス 〒283-8555
千葉県東金市求名（ぐみょう）1番地

東京紀尾井町キャンパス 1号棟　〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3-26
3号棟　〒102-0093 東京都千代田区平河町2-3-20

（１）志　願　票　インターネットに接続されているパソコンで、画面に掲載されている入力手順や注意事項を出願手順の指示に従って、
必要事項を入力し、入学検定料納入後、表示されたPDFファイルをA4サイズの紙に印刷してください。

（２）推　薦　書　学校長、進路担当、学年主任、担任などからの推薦書：本学HPよりダウンロードしてください。
　　　　　　　　※高等学校卒業程度認定試験合格（見込み）の者は、法人格を有する大学入学資格検定予備校等の長の推薦書
　　　　　　　　　を提出してください。
（３）自己推薦書　本学ＨＰよりダウンロードし、志願者が必ず自筆で記入し、できるだけ詳細に記入してください。
（4）調　査　書　
　　①出身高等学校の調査書
　　②高等学校卒業程度認定試験合格者は、合格成績証明書を提出してください［免除科目がある場合は、その科目の成績証明書も
　　　提出してください］。合格見込みの者は、合格見込成績証明書を提出してください。
（5）プレゼンテーション概要　※映像芸術コース第2期出願者のみ。詳細は　　 　 を参照。プレゼンテーション概要は本学ＨＰよりダウン
　　　　　　　　　　　　　　 ロードし、志願者が必ず自筆で記入し、できるだけ詳細に記入してください。
（6）外国籍の場合　住民票（在留資格、在留期間等が記入されているもの）を提出してください［志願票の氏名は、日本名も使用できます］。
　  ※必要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。
　  ※出願書類は、選考ごとにそれぞれ1通必要となります。
　  ※調査書等の書類は、出願前3ヶ月以内に発行されたものを提出してください。
　  ※各種証明書は、日本語または英語で記載されたものとします。日本語、英語以外で記載された書類には日本語の翻訳文を添付してください。

出願書類

※詳細は、　　　　　　　を参照してください。
※選考日当日の緊急時の連絡先は、
　全て城西国際大学入試課（TEL.0475-55-8855）になります。

p.128/p.129

入学検定料および出願手続

メ
デ
ィ
ア
学
部

メ
デ
ィ
ア
学
部

（ニューメディアコース希望者）

（映像芸術コース希望者）

「J特待生制度」エントリー者のみ以下の書類を提出
（7）本学が指定する英語の外部検定試験のスコア
　　本学が指定する下記の英語の外部検定試験のスコアの証明書（複写可）を提出してください。
　　※この書類が提出できない場合には、J特待生制度へのエントリー不可。

※出願書類の郵送受付は、出願書類提出期間締切日必着です。出願書類は簡易書留速達で郵送してください。
※インターネット出願は、出願登録期間の締切日当日正午までにWEB上で入力・送信し、検定料の振込を完了してください。
　なお、振込が完了しないと志願票が印刷できないため、「出願書類提出期間」の締切日にご注意ください。
※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。
※受験票は選考日の概ね3～4日前からインターネット申し込み確認画面からダウンロードが可能となります。受験票は必ず白
　紙のA4用紙タテ方向で印刷（カラー、白黒どちらでも可）し、選考日に必ず持参してください。
※合格者は、入学手続締切日までに入学手続の書類を提出し、             　の表の「入学手続締切日まで」の「納付額」を振り込んでください。

※詳細は　　   を参照してください。p.7

 p.7参照

［第1期］
　（１）書類審査
　（2）午前：「課題」への取り組み

　「課題」については　　　  に記載しています。
　選考当日、「課題」の中から1つを選び、取り組んでいただきます（資料等の持ち込み不可）。〔60分〕

　（3）午後：面接
　※（1）～（3）の選考方法により、総合的に判定します。
［第2期］
　（１）書類審査
　（2）午前：プレゼンテーション
　（3）午後：面接
　※（1）～（3）の選考方法により、総合的に判定します。

〔J特待生制度エントリー者のみ〕面接終了後、別途、本学指定のテーマを英語でスピーチと質疑応答（資料等の持ち込み不可）
　本学指定のテーマ
　以下から1つ選んで、当日、英語でのスピーチ（5分以内）と質疑応答。
　1. What are the advantages and disadvantages of reducing use of social media?
　2. How can a smartphone help you learn English? 
　3. How would you promote your area to foreign tourists?

選考方法

※学校推薦型選抜（公募制推薦）で実施する「J特待生制度」については、別冊の特待生制度パンフレット、Webページ
　（https://www.jiu.ac.jp/news/detail/id=9311）で確認してください（インターネット出願登録時にエントリーが必要）。

[ 映像芸術コース］

出願書類提出期間インターネット出願登録期間 入学手続締切日合否通知発送日選考日

2021年11月1日（月）～ 11月11日（木）

2021年11月25日（木）～12月3日（金）

2021年11月1日（月）～11月10日（水）正午

2021年11月25日（木）～ 12月2日（木）正午

12月10日（金）

2022年1月11日（火）

12月1日（水）

12月20日（月）

11月21日（日）

12月11日（土）

第１期

第２期

p.62

p.62

本学が指定するスコア資格・検定試験

Cambridge English
実用英語技能検定（英検）
（英検S-CBT・CBT含む）

GTEC（４技能）

IELTS

PET　140 以上（Overall Score）

２級合格（CSEスコア1980） 以上

960 以上

4.0 以上（Overall Score）

本学が指定するスコア資格・検定試験

TEAP

TEAP CBT

TOEFL iBT®

TOEIC® L&R / TOEIC® S&W

TOEIC® L&R

225 以上（4技能スコア合計）

420 以上（4技能スコア合計）

42 以上（Total Score）

1150以上（TOEIC® L&Rと、TOEIC® S&W×2.5倍の合計）

550 以上

※IELTSは「アカデミック・モジュール」に限ります。
※GTECは「オフィシャルスコア」に限ります。

※TOEFL ITP®、TOEIC® IPは不可とします。
※TEAPは、同一受験日のスコアの合計のみを有効とします。
※スコアの有効期限は原則、出願締切日から遡って2年以内を有効とします。

p.122
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〔J特待生制度（エントリー制）〕

「インターネット出願」は  城西国際大学サイト
からアクセスして、インターネット出願のバナーをクリックしてください。

https://www.jiu.ac.jp/



（１）志　願　票　インターネットに接続されているパソコンで、画面に掲載されている入力手順や注意事項を出願手順の指示に従って、
必要事項を入力し、入学検定料納入後、表示されたPDFファイルをA4サイズの紙に印刷してください。

（２）推　薦　書　学校長、進路担当、学年主任、担任などからの推薦書：本学HPよりダウンロードしてください。
　　　　　　　　※高等学校卒業程度認定試験合格（見込み）の者は、法人格を有する大学入学資格検定予備校等の長の推薦書
　　　　　　　　　を提出してください。
（３）自己推薦書　本学ＨＰよりダウンロードし、志願者が必ず自筆で記入し、できるだけ詳細に記入してください。
（4）調　査　書　
　　①出身高等学校の調査書
　　②高等学校卒業程度認定試験合格者は、合格成績証明書を提出してください［免除科目がある場合は、その科目の成績証明書も
　　　提出してください］。合格見込みの者は、合格見込成績証明書を提出してください。
（5）公募制選抜の主旨に合致する書類等　※希望者のみ

部活動や創作活動等の成果物があれば提出してください。また面接の際にそれらに関するプレゼンテーションも可とします。
プレゼンテーションを希望する人は3分程度で発表できるよう準備してください。
事前に提出する場合は、A4用紙3枚程度（様式自由）で印刷したものを出願書類とあわせて提出してください。
データでの提出は不可とします。提出した書類は返却しません。複写や写真等で提出してください。
当日提示の場合は、その場でお返ししますので、現物での提示も可とします。
ただしパソコンやプロジェクターの使用は不可とします。

（6）外国籍の場合　住民票（在留資格、在留期間等が記入されているもの）を提出してください［志願票の氏名は、日本名も使用できます］。
　  ※必要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。
　  ※出願書類は、選考ごとにそれぞれ1通必要となります。
　  ※調査書等の書類は、出願前3ヶ月以内に発行されたものを提出してください。
　  ※各種証明書は、日本語または英語で記載されたものとします。日本語、英語以外で記載された書類には日本語の翻訳文を添付してください。

出願書類

メ
デ
ィ
ア
学
部

メ
デ
ィ
ア
学
部

 p.7参照

[ニューメディアコース］

※合否発表、入学手続、入学許可書については　　　　　　　 を参照してください。
※入学許可書は、「学費等納付金」の納付と「入学手続書類」の郵送を入学手続締切日までに完了した者に発行します。
　なお、手続きが完了しない場合には入学を許可しません。

p.120/p.121

面接終了後
（J特待生エントリー者のみ）

本学指定のテーマを
英語でスピーチと質疑応答

時間割
※選考当日は、必ず10時20分までに指定された選考会場に入室してください。

［第1期］

［第2期］ （映像芸術コースのみ）

学校推薦型選抜（公募制推薦）課題（第1期）

課題１.

課題2.

課題3.

仮想空間と現実空間が融合するこれからの社会「Society5.0」を見据え、新しい発想、多角的な視野、異分野とのチームワーク
をより意識することが重要となっています。直近での実現可能性は考慮しないものとして、あなたが考える複数の分野の協力に
よる魅力的な商品企画案について、A分野×B分野=C（商品・サービス）、という式を明記した上で、その内容について記述して
ください。なお、協力する分野が3つ以上と考える場合は、適宜に式を変更して明記してください。

近年、インターネットで配信される動画広告（CM）の活用に力を入れている企業が急増しています。テレビで放送される動画広
告（CM）との比較でその特徴を記述するとともに、インターネットで配信される動画広告（CM）のより訴求力のある効果的な仕
組みや内容ついて記述してください。

日本の音楽や映像などさまざまなコンテンツを海外に展開していく場合、あなたが重要だと考える点について記述してください。また、
その重要だと考える点をふまえ、あなたはどのようなコンテンツをどこにどのように展開してみたいか、具体的に記述してください。

以下の課題の中から1つを選び、選考当日に８００字以上１２００字以内でまとめてください。(資料等の持ち込み不可)〔60分〕

■事前準備に関する説明について
以下をよく読み、準備を進めてください。
１．プレゼンテーションの内容は、映像芸術コースの8つの分野に直接的にかかわらないものでもかまいません。あなたがこれまでに強く打ち

込んできたこと、学外での活動実績、コンクールや大会での受賞実績、自分の創作活動など、あなたが自信をもって伝えることができる
内容でチャレンジしてください。

２．プレゼンテーションの概要を大学指定の用紙にまとめ、期日までに提出してください。
３．プレゼンテーションを捕捉する資料を提出することができます。ただし、提出物についてはA４サイズでプリントアウトした形に限定します。

枚数は５枚以内です。紙面の構成、形式は自由とします。立体物は厳禁です。映像作品や音源等について、またパフォーマンスについ
ても、要点を紙面上で表現できるように工夫して作成し、提出してください。自分が参加したイベントや受賞したコンクールのチラシ、フラ
イヤー等は可とします。

４．提出物は返却されないことを前提に作成してください。

■当日に関する説明について
以下をよく読み、準備を進めてください。
１．プレゼン時間は３分です。その後に質疑応答を行います。
２．３分間の内容をどのように組み立てるかは各自の判断で行ってください。映像や音源等の再生、各種パフォーマンスも可能です。ただし

発声を伴う歌唱などのパフォーマンスはできません。
３．上記２について、大学の設備、電源等を利用することはできません（教室のモニター、プロジェクター、スピーカーを使用する等）。また、

自身の機器で映像や音源等が予定どおり再生できない場合の時間的配慮等はありません。
４．持込物がある場合は、各自で管理できる範囲としてください。楽器等の持込みはアコースティック楽器のみとします。ただし発声を伴う

歌唱はできません。

プレゼンテーション概要（第2期）

入学検定料および出願手続

（7）本学が指定する英語の外部検定試験のスコア
　　本学が指定する下記の英語の外部検定試験のスコアの証明書（複写可）を提出してください。
　　※この書類が提出できない場合には、J特待生制度へのエントリー不可。

※詳細は　　   を参照してください。p.7

「J特待生制度」エントリー者のみ以下の書類を提出

【映像芸術コース】

本学が指定するスコア資格・検定試験

Cambridge English
実用英語技能検定（英検）
（英検S-CBT・CBT含む）

GTEC（４技能）

IELTS

PET　140 以上（Overall Score）

２級合格（CSEスコア1980） 以上

960 以上

4.0 以上（Overall Score）

本学が指定するスコア資格・検定試験

TEAP

TEAP CBT

TOEFL iBT®

TOEIC® L&R / TOEIC® S&W

TOEIC® L&R

225 以上（4技能スコア合計）

420 以上（4技能スコア合計）

42 以上（Total Score）

1150以上（TOEIC® L&Rと、TOEIC® S&W×2.5倍の合計）

550 以上

※IELTSは「アカデミック・モジュール」に限ります。
※GTECは「オフィシャルスコア」に限ります。

※TOEFL ITP®、TOEIC® IPは不可とします。
※TEAPは、同一受験日のスコアの合計のみを有効とします。
※スコアの有効期限は原則、出願締切日から遡って2年以内を有効とします。

時　間

項　目

13：00～

面接
昼休み

10：40～11：40

「課題」への取り組み

面接終了後
（J特待生エントリー者のみ）

本学指定のテーマを
英語でスピーチと質疑応答

時　間

項　目

13：00～

面接
昼休み

10：40～

プレゼンテーション
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学校推薦型選抜（公募制推薦）課題

以下の課題の中から1つを選び、選考当日に８００字以上１２００字以内でまとめてください。(資料等の持ち込み不可)〔60分〕

課題１.

課題2.

課題3.

ゲームを教育ツールとして活用する試みは多くあり、複雑な概念の理解や経験的な学習につながる効果的学習活動への意欲を
高める傾向も示されています。動画と音楽を使ってゲームの楽しさを保ちながらどのように脳を鍛える教育向けのゲームにでき
るか あなたの考えを記述してください。

バーチャルリアリティ（VR）がゲームだけでなく、シミュレーションシステムや体験イベントなどに使われ、徐々に身近なものになって
きました。ある小柄な被験者が、VR上に表示された厳つい手のCGでさまざまな操作を行い、VRゴーグルを外した直後に本当の
自分の手を見て「これは自分の手ではない」と言ったことがありました。このようにVRの世界に没入すると、バーチャルと現実が
錯綜することがあります。今後さまざまな場面でVRの応用システムが活用されるようになったとき、VRのコンテンツのクリエイ
ターとしてはどのようなことに配慮する必要があるでしょうか。あなたの考えを記述してください。

現在、みなさんの身の回りには、商品の色や形などのいわゆるモノのデザインだけでなく、利用者の体験をデザインするコトの
デザインを意識したモノづくりや活動があふれています。よい体験を提供するコトのデザインは、人々の幸せや人生への影響を
与えることができると思いますか。あなたが体験した楽しい、面白い、心地がよいなどの幸せを感じるような体験の具体例をあげ
ながら、体験をデザインする、ということについてあなたの考えを記述してください。

選考方法

時間割

※選考当日は、必ず10時20分までに指定された選考会場に入室してください。

※合否発表、入学手続、入学許可書については　　　　　　　 を参照してください。
※入学許可書は、「学費等納付金」の納付と「入学手続書類」の郵送を入学手続締切日までに完了した者に発行します。
　なお、手続きが完了しない場合には入学を許可しません。

p.120/p.121

（１） 書類審査
（２） 午前： 「課題」への取り組み

「課題」については下記に記載しています。
選考当日、「課題」の中から1つを選び、取り組んでいただきます（資料等の持ち込み不可）。〔60分〕

（3） 午後：面接 ※プレゼンテーション希望者はプレゼンテーション含む。
※（1）～（3）の選考方法により、総合的に判定します。

〔J特待生制度エントリー者のみ〕面接終了後、別途、本学指定のテーマを英語でスピーチと質疑応答（資料等の持ち込み不可）
　本学指定のテーマ
　以下から1つ選んで、当日、英語でのスピーチ（5分以内）と質疑応答。
　1. What are the advantages and disadvantages of reducing use of social media?
　2. How can a smartphone help you learn English? 
　3. How would you promote your area to foreign tourists?

※学校推薦型選抜（公募制推薦）で実施する「J特待生制度」については、別冊の特待生制度パンフレット、Webページ
　（https://www.jiu.ac.jp/news/detail/id=9311）で確認してください（インターネット出願登録時にエントリーが必要）。

[ニューメディアコース］ MEMO

面接終了後
（J特待生エントリー者のみ）

本学指定のテーマを
英語でスピーチと質疑応答

時　間

項　目

13：00～

面接
昼休み

10：40～11：40

「課題」への取り組み
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募集学部・学科および人員

下記のいずれかに該当する者
１．高等学校または中等教育学校を卒業した者および2022年3月卒業見込みの者
２．通常の課程による12年の学校教育を修了した者および2022年3月修了見込みの者
３．学校教育法施行規則第150条の規定により、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る者、または2022年3月31日ま

でにこれに該当する見込みの者で、以下の⑴～⑺のいずれかに該当する者
（1）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の指定した者
（2）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2022年3月31日までに修了見込みの者

（3）専修学校の高等課程（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または2022年3月31日までに修了見込みの者

（4）文部科学大臣の指定した者
（5）高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者（旧規定による大学入学資格検定に合格し

た者を含む）または2022年3月31日までに合格見込みの者
（6）学校教育法第90条第2項の規定により大学に入学した者であって、当該者をその後に入学させる大学において、大学における教

育を受けるにふさわしい学力があると認めた者
（7）本学において、個別の入学（出願）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た者で、2022年3月31

日までに18歳に達する者
※注　出願資格⑹、⑺により、出願を希望する場合は、出願前に審査が必要のため、出願を希望する入学試験の出願締切日の概ね1ヶ月前までに入試課まで相談してください。

出願資格

出願時に希望選考会場を選択してください。なお、東京紀尾井町キャンパス選考会場の収容定員を超えた場合には、千葉東金キャンパ
ス選考会場での受験となります。選考会場については受験票で必ず確認してください。

選考会場

日　程

※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。

※　　　の入試方式と募集人員を参照してください。p.54

※詳細は、　　　　         を参照してください。
※選考日当日の緊急時の連絡先は、全て城西国際大学入試課（TEL.0475-55-8855）になります。

p.128/p.129

千葉東金キャンパス 〒283-8555
千葉県東金市
求名（ぐみょう）1番地

東京紀尾井町キャンパス 1号棟　〒102-0094 
東京都千代田区紀尾井町3-26
3号棟　〒102-0093 
東京都千代田区平河町2-3-20

（ニューメディアコース希望者） （映像芸術コース希望者）

※A日程・B日程、両日の併願受験が可能です。（出願書類および入学検定料はそれぞれ必要になります。）
※出願書類の郵送受付は、出願書類提出期間締切日必着です。出願書類は簡易書留速達で郵送してください。
※インターネット出願は、出願登録期間の締切日当日正午までにWEB上で入力・送信し、検定料の振込を完了してください。
　なお、振込が完了しないと志願票が印刷できないため、「出願書類提出期間」の締切日にご注意ください。
※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。
　なお、2022年1月15日（土）・1月16日（日）は大学入学共通テスト実施日のため窓口受付はおこないません。
※受験票は選考日の概ね3～4日前からインターネット申し込み確認画面からダウンロードが可能となります。受験票は必ず白
　紙のA4用紙タテ方向で印刷（カラー、白黒どちらでも可）し、選考日に必ず持参してください。
※合格者は、入学手続締切日までに入学手続の書類を提出し、　　　　　の表の「入学手続締切日まで」の「納付額」を振り込んでください。

時　限

時　間

科　目

3時限

14：20～15：20

「日本史B」「世界史B」
「政治・経済」から
1科目選択（100点）

2時限

12：40～13：40

国語・数学の
いずれか選択
（100点）

昼休み

1時限

10：40～11：40

外国語
（100点）

（１）志　願　票　インターネットに接続されているパソコンで、画面に掲載されている入力手順や注意事項を出願手順の指示に従って、
必要事項を入力し、入学検定料納入後、表示されたPDFファイルをA4サイズの紙に印刷してください。

（2）調　査　書
　　①出身高等学校の調査書
　　②大学入学資格検定合格者、または高等学校卒業程度認定試験合格者は、合格成績証明書を提出してください［免除科目が
　　　ある場合は、その科目の成績証明書も提出してください］。合格見込みの者は、合格見込成績証明書を提出してください。
　　③上記以外の場合は、出願資格に該当する修了証明書と最終の成績証明書を提出してください。
　　④卒業後5年以上経過したため、高等学校で調査書の取得が困難な場合は、卒業証明書を提出してください。
（3）外国籍の場合　住民票（在留資格、在留期間等が記入されているもの）を提出してください［志願票の氏名は、日本名も使用できます］。
　  ※必要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。
　  ※出願書類は、選考ごとにそれぞれ1通必要となります。
　  ※調査書等の書類は、出願前3ヶ月以内に発行されたものを提出してください。
　  ※各種証明書は、日本語または英語で記載されたものとします。日本語、英語以外で記載された書類には日本語の翻訳文を

添付してください。

出願書類

時間割

選考科目・選考方法

学　　部 学　　科 選考科目・選考方法 配　点

メディア学部 メディア情報学科

※選考当日は、必ず10時20分までに指定された選考会場に入室してください。

①外 国 語―英語「コミュニケーション英語Ⅰ・コミュニケーション英語Ⅱ・英語表現Ⅰ」
②国　　語―国語「国語総合（古文・漢文を除く）・現代文B」
　数　　学―数学「数学Ⅰ・数学A」
　「国語」または「数学」のいずれか選択
③地理歴史―「日本史B」または「世界史B」
　公　　民―「政治・経済」
　「日本史B」「世界史B」「政治・経済」の中から1科目選択

100点
100点
100点

100点
100点

入学検定料および出願手続

※合否発表、入学手続、入学許可書については　　　　　　　 を参照してください。
※入学許可書は、「学費等納付金」の納付と「入学手続書類」の郵送を入学手続締切日までに完了した者に発行します。
　なお、手続きが完了しない場合には入学を許可しません。

受験番号

「3科目の合計」で審査する受験番号が「第1受験番号」、「高得点2科目（外国語+高得点1科目）」で審査する受験番号が「第2受験番号」です。
選考当日、選考会場で表記する受験番号は「第1受験番号」です。

p.120/p.121

※詳細は　　   を参照してください。p.7

 p.7参照

※A日程で実施する特待生入試については、別冊の特待生制度パンフレット、Webページ（https://www.jiu.ac.jp/news/
　detail/id=9311）で確認してください（インターネット出願登録時にエントリーが必要）。

※解答は「マークシート方式」です。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。

①から③の3科目を受験し、「3科目（300点満点）」と「高得点2科目［外国語+高得点1科目］
（200点満点）」の2つの選考方式で判定

出願書類提出期間 入学手続締切日合否通知発送日選考日

2022年1月12日（水）～1月21日（金）
A日程

B日程

2022年2月7日（月）～2月17日（木）

2022年1月12日（水）～1月20日（木）正午

2022年2月7日（月）～2月16日（水）正午

2月21日（月）

3月15日（火）

2月14日（月）

3月8日（火）

2月1日（火）

2月2日（水）

2月25日（金）C日程

インターネット出願登録期間

Wエントリー選抜とは、3科目を受験し、「3科目の合計」と「高得点
2科目（外国語を必須とし、その他の高得点1科目を加えた2科目）
の合計」の2つの判定方式で審査する入試制度です。
合否はそれぞれの判定結果ごとに通知します。

p.122
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一般選抜
メディア学部

「インターネット出願」は  城西国際大学サイト
からアクセスして、インターネット出願のバナーをクリックしてください。

https://www.jiu.ac.jp/
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（Wエントリー選抜）

〔特待生入試 A日程（エントリー制）〕



募集学部・学科および人員

2022年度大学入学共通テスト受験案内（願書）に準じます

出願資格

日　程

※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。

※　　　　の入試方式と募集人員を参照してください。

大学入試センターが指定する試験場になります。

試験会場

この一般選抜（大学入学共通テスト利用）は、大学入学共通テストを利用した入学試験です。受験者は次の手順に従ってください。
①大学入試センターの「受験案内」を、在学している高等学校もしくは中等教育学校、最寄りの国公立大学あるいは参加私立大学で
　入手してください。
②大学入学共通テストの「志願票」を所定の期日までに大学入試センターへ提出してください。
③大学入試センターから送付されてくる「大学入学共通テスト成績請求票（私立大学用）」を本学の入学志願票に貼付して、上記の出願
　期間内に提出してください。

出願手順

p.54

メ
デ
ィ
ア
学
部
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部

※出願書類の郵送受付は、出願書類提出期間締切日必着です。出願書類は簡易書留速達で郵送してください。
※インターネット出願は、出願登録期間の締切日当日正午までにWEB上で入力・送信し、検定料の振込を完了してください。
　なお、振込が完了しないと志願票が印刷できないため、「出願書類提出期間」の締切日にご注意ください。
※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。
　なお、2022年1月15日（土）・1月16日（日）は大学入学共通テスト実施日のため窓口受付はおこないません。
※受験票は出願書類提出期間締切日の概ね5日後からインターネット申し込み確認画面からダウンロードが可能となります。
　受験票は必ず白紙のA4用紙タテ方向で印刷（カラー、白黒どちらでも可）し、受験番号を確認してください。
※合格者は、入学手続締切日までに入学手続の書類を提出し、    　        の表の「入学手続締切日まで」の「納付額」を振り込んでください。

（１）志　願　票　インターネットに接続されているパソコンで、画面に掲載されている入力手順や注意事項を出願手順の指示に従って、
必要事項を入力し、入学検定料納入後、表示されたPDFファイルをA4サイズの紙に印刷してください。印刷された志
願票に「大学入学共通テスト成績請求票（私立大学用）」を貼付してください。　　　　　　

（２）調　査　書　
　　①出身高等学校の調査書
　　②大学入学資格検定合格者、または高等学校卒業程度認定試験合格者は、合格成績証明書を提出してください［免除科目が
　　　ある場合は、その科目の成績証明書も提出してください］。合格見込みの者は、合格見込成績証明書を提出してください。
　　③上記以外の場合は、出願資格に該当する修了証明書と最終の成績証明書を提出してください。
　　④卒業後5年以上経過したため、高等学校で調査書の取得が困難な場合は、卒業証明書を提出してください。
（3）外国籍の場合　住民票（在留資格、在留期間等が記入されているもの）を提出してください［志願票の氏名は、日本名も使用できます］。
　  ※必要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。
　  ※出願書類は、選考ごとにそれぞれ1通必要となります。
　  ※調査書等の書類は、出願前3ヶ月以内に発行されたものを提出してください。
　  ※各種証明書は、日本語または英語で記載されたものとします。日本語、英語以外で記載された書類には日本語の翻訳文を

添付してください。

大学入学共通テストでは、次の教科・科目を受験してください。

試験日の異なるすべての一般選抜との併願受験が可能です。また、本学で大学入学共通テストを利用している学部・学科内の併願受験
も可能です。この場合、併願学科の出願書類をそれぞれ提出することが必要です。

出願書類

●大学入学共通テストの「外国語」「国語」「数学①」「地理歴史」「公民」の成績により合否を判定します。

選考科目・選考方法

入学検定料および出願手続

併願受験

メディア学部

学　　部 学　　科 教　　科 選考科目・選考方法 入試センター配点 本学換算点

メディア情報学科

「英語」「ドイツ語」「フランス語」「中国語」
「韓国語」から1科目選択
「国語」（近代以降の文章）
「数学Ⅰ・数学A」
「日本史B」または「世界史B」
「現代社会」または「政治・経済」

○「外国語」は必須科目（100点換算）
　「英語」はリスニングを含む
○上記の「国語」「数学①」「地歴」「公民」から
　1教科以上選択
　各科目100点
○外国語＋高得点1教科1科目による高得点
　2科目入試
　200点満点

200点

100点
100点
100点
100点

100点

100点
100点
100点
100点

外国語

国　語
数学①
地理歴史
公　民

※合否発表、入学手続、入学許可書については　　　　　　　 を参照してください。
※入学許可書は、「学費等納付金」の納付と「入学手続書類」の郵送を入学手続締切日までに完了した者に発行します。
　なお、手続きが完了しない場合には入学を許可しません。

p.120/p.121

※詳細は　　　 を参照してください。p.7

 p.7参照

出願書類提出期間 入学手続締切日合否通知発送日選考日

2022年1月12日（水）～1月21日（金）

2022年2月7日（月）～2月17日（木）

2022年1月12日（水）～1月20日（木）正午

2022年2月7日（月）～2月16日（水）正午

2月24日（木）

3月15日（火）

2月17日（木）

3月8日（火）

本学個別学力
検査を
課さない

第1期

第2期

インターネット出願登録期間

p.122
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一般選抜
（大学入学共通テスト利用）

メディア学部

「インターネット出願」は  城西国際大学サイト
からアクセスして、インターネット出願のバナーをクリックしてください。

https://www.jiu.ac.jp/
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■ 薬学部の教育研究上の目的
薬学部は、超高齢化と国際化が進む日本社会において、質が高く安心・安全な医療サービスを提供し、健康的で豊かな生活を支援できる
薬剤師を育成する

■ 薬学部が求める人物像（アドミッション・ポリシー）
薬学部では、本学部の教育方針に共感し、以下のいずれかに当てはまる人を求めます。
1．修学に必要な基礎的な知識があり、主体的に学ぶ意欲がある人
2．医療人として必要な基本姿勢・態度を身につける意欲がある人
3．薬学を通して、地域社会・国際社会での活動に参加を目指す人
4．多様な文化・価値観の中で、他者の意見を聞き、自分の考えを表現し、積極的なコミュニケーション力を身につけたい人

■ 薬学部が求める高校での学習
1．人と協働できるコミュニケーション力などを、課外活動を含めた学校生活を通じて体験して下さい。
2．普段から医療や生命科学領域に強い関心を持ち続けて下さい。
3．国語や英語の学びで読解力、思考力を、また数学、化学、生物、物理などを通じて論理的な思考法を培って下さい。
4．本学薬学部の特徴を良く理解し、自分の薬剤師としての将来像を考えてみましょう。

薬
学
部

薬
学
部

■ 入試方式と募集人員 （薬学部 医療薬学科：入学定員130名）
学　　部 学　　科 入試方式 募集人員

薬学部 医療薬学科

22名

15名

50名

18名

■ 学校推薦型選抜（指定校推薦）

薬学部

学　　部 学　　科 募集人員

医療薬学科 20名

※推薦基準ならびに日程、選考方法などの実施内容は、指定校に直接通知します。

■ 外国人留学生

薬学部

学　　部 学　　科 募集人員

医療薬学科 5名

各入試方式の日程、
選考方法などの実施内容は… 本ページ以降に記載

総合型選抜（第1期）
総合型選抜（第2期）
総合型選抜（第3期）
学校推薦型選抜（公募制推薦）（第1期）
学校推薦型選抜（公募制推薦）（第2期）
一般選抜（高得点2科目選抜）A日程
一般選抜（高得点2科目選抜）Ｂ日程
一般選抜（高得点2科目選抜）C日程
一般選抜（2科目選抜）D日程
一般選抜（大学入学共通テスト利用　第1期　A方式）
一般選抜（大学入学共通テスト利用　第2期　B 方式）
一般選抜（大学入学共通テスト利用　第3期　A方式）

※選考において「本学薬学部での修学（実習や実地研修を含む）に著しく適性を欠く」と判断した場合には「不合格」となる場合があります。

JIU2022_学生募集要項　【薬学部】 
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薬学部
医療薬学科



募集学部・学科および人員

１．高等学校または中等教育学校を卒業した者および2022年3月卒業見込みの者
２．通常の課程による12年の学校教育を修了した者および2022年3月修了見込みの者
３．学校教育法施行規則第150条の規定により、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る者、または2022年3月31日ま

でにこれに該当する見込みの者で、以下の⑴～⑺のいずれかに該当する者
（1）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の指定した者
（2）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2022年3月31日までに修了見込みの者

（3）専修学校の高等課程（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または2022年3月31日までに修了見込みの者

（4）文部科学大臣の指定した者
（5）高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者（旧規定による大学入学資格検定に合格し

た者を含む）または2022年3月31日までに合格見込みの者
（6）学校教育法第90条第2項の規定により大学に入学した者であって、当該者をその後に入学させる大学において、大学における教

育を受けるにふさわしい学力があると認めた者
（7）本学において、個別の入学（出願）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た者で、2022年3月31

日までに18歳に達する者
※注　出願資格⑹、⑺により、出願を希望する場合は、出願前に審査が必要のため、出願を希望する入学試験の出願締切日の概ね1ヶ月前までに入試課まで相談してください。

上記のいずれかに該当し、なおかつ以下の①～④のいずれかを満たす者
　① 「薬学」のみならず「医療分野」について幅広く学びたい人
　② 「資格取得」に意欲をもっている人
　③ 大学在学中に達成したい目標をもっている人
　④ 希望している将来の進路を本学でめざしたい人

出願資格

（１）志　願　票　インターネットに接続されているパソコンで、画面に掲載されている入力手順や注意事項を出願手順の指示に従って、
必要事項を入力し、入学検定料納入後、表示されたPDFファイルをA4サイズの紙に印刷してください。

（２）自己推薦書　本学ＨＰよりダウンロードし、志願者が必ず自筆で記入し、できるだけ詳細に記入してください。
（3）調　査　書　
　　①出身高等学校の調査書
　　②大学入学資格検定合格者、または高等学校卒業程度認定試験合格者は、合格成績証明書を提出してください［免除科目が
　　　ある場合は、その科目の成績証明書も提出してください］。合格見込みの者は、合格見込成績証明書を提出してください。
　　③上記以外の場合は、出願資格に該当する修了証明書と最終の成績証明書を提出してください。
　　④卒業後5年以上経過したため、高等学校で調査書の取得が困難な場合は、卒業証明書を提出してください。
（4）総合型選抜の主旨に合致する書類等

提出した書類は返却しません。大切なものや大きなものは、複写や写真等で代替してください（資格の取得証明や課外活動の成果など
提出できる書類がある場合に限り提出してください。必ず提出しなければならない書類ではありません）。

（5）外国籍の場合　住民票（在留資格、在留期間等が記入されているもの）を提出してください［志願票の氏名は、日本名も使用できます］。
　  ※必要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。
　  ※出願書類は、選考ごとにそれぞれ1通必要となります。
　  ※調査書等の書類は、出願前3ヶ月以内に発行されたものを提出してください。
　  ※各種証明書は、日本語または英語で記載されたものとします。日本語、英語以外で記載された書類には日本語の翻訳文を

添付してください。

出願書類

日　程

（１）書類審査
（2）科学基礎テスト（数学Ⅰ・化学基礎・生物基礎から各2題、計6題の出題より4題を自由選択）
※解答は「マークシート方式」です。
　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。
（3）面接
※（1）～（3）の選考方法により、総合的に判定します。

選考方法

※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。
※他大学等との併願を認めます。

※　　　の入試方式と募集人員を参照してください。ｐ.70

入学検定料および出願手続

薬
学
部

薬
学
部

選考会場

※詳細は、　　　　 を参照してください。
※選考日当日の緊急時の連絡先は、全て城西国際大学入試課（TEL.0475-55-8855）になります。

千葉東金キャンパス 〒283-8555
千葉県東金市求名（ぐみょう）1番地

p.128　

時間割

時　間

項　目

3時限13：20～

面接

11：30～12：00

昼休み

1時限10：40～11：25

科学基礎テスト 薬学部の教育内容説明

※選考当日は、必ず10時20分までに指定された選考会場に入室してください。

※合否発表、入学手続、入学許可書については　　　　　　　 を参照してください。
※入学許可書は、「学費等納付金」の納付と「入学手続書類」の郵送を入学手続締切日までに完了した者に発行します。
　なお、手続きが完了しない場合には入学を許可しません。

p.120/p.121

※出願書類の郵送受付は、出願書類提出期間締切日必着です。出願書類は簡易書留速達で郵送してください。
※インターネット出願は、出願登録期間の締切日当日正午までにWEB上で入力・送信し、検定料の振込を完了してください。
　なお、振込が完了しないと志願票が印刷できないため、「出願書類提出期間」の締切日にご注意ください。
※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。
※受験票は選考日の概ね3～4日前からインターネット申し込み確認画面からダウンロードが可能となります。受験票は必ず白
　紙のA4用紙タテ方向で印刷（カラー、白黒どちらでも可）し、選考日に必ず持参してください。
※合格者は、入学手続締切日までに入学手続の書類を提出し、　　　　　の表の「入学手続締切日まで」の「納付額」を振り込んでください。p.123

※詳細は         を参照してください。p.7

出願書類提出期間インターネット出願登録期間 入学手続締切日合否通知発送日選考日

2021年9月8日（水）～ 9月24日（金）

2021年11月1日（月）～11月11日（木）

2022年1月12日（水）～1月21日（金）

2021年9月8日（水）～ 9月23日（木）正午

2021年11月1日（月）～ 11月10日（水）正午

2022年1月12日（水）～1月20日（木）正午

11月11日（木）

12月10日（金）

2月21日（月）

11月1日（月）

12月1日（水）

2月14日（月）

10月2日（土）

11月20日（土）

1月31日（月）

第１期

第２期

第３期

 p.7参照
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「インターネット出願」は  城西国際大学サイト
からアクセスして、インターネット出願のバナーをクリックしてください。

https://www.jiu.ac.jp/



募集学部・学科および人員

学校長の推薦が得られ、なおかつ下記のいずれかの要件を満たす者
（1）高等学校または中等教育学校を2022年3月卒業見込みの者で、在学中の成績が全体の学習成績の状況3.0以上、人物、出席状況

などが良好な者
（2）2022年3月までに高等学校卒業程度認定試験に合格（見込み）の者で、2022年4月1日現在18歳以上19歳以下の者
　 法人格を有する大学入学資格検定予備校等の長の推薦が得られる者で、在籍中の成績・人物などが良好な者

出願資格

日　程

※出願書類の郵送受付は、出願書類提出期間締切日必着です。出願書類は簡易書留速達で郵送してください。
※インターネット出願は、出願登録期間の締切日当日正午までにWEB上で入力・送信し、検定料の振込を完了してください。
　なお、振込が完了しないと志願票が印刷できないため、「出願書類提出期間」の締切日にご注意ください。
※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。
※受験票は選考日の概ね3～4日前からインターネット申し込み確認画面からダウンロードが可能となります。受験票は必ず白
　紙のA4用紙タテ方向で印刷（カラー、白黒どちらでも可）し、選考日に必ず持参してください。
※合格者は、入学手続締切日までに入学手続の書類を提出し、　　　　　の表の「入学手続締切日まで」の「納付額」を振り込んでください。p.123

※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。
※他大学等との併願を認めます。

※　　　の入試方式と募集人員を参照してください。ｐ.70

（１）志　願　票　インターネットに接続されているパソコンで、画面に掲載されている入力手順や注意事項を出願手順の指示に従って、
必要事項を入力し、入学検定料納入後、表示されたPDFファイルをA4サイズの紙に印刷してください。

（２）推　薦　書　学校長の推薦書：本学HPよりダウンロードしてください。
　　　　　　　　※高等学校卒業程度認定試験合格（見込み）の者は、法人格を有する大学入学資格
　　　　　　　　　検定予備校等の長の推薦書を提出してください。
（３）自己推薦書　本学ＨＰよりダウンロードし、志願者が必ず自筆で記入し、できるだけ詳細に記入してください。
（４）調　査　書　
　　①出身高等学校の調査書
　　②高等学校卒業程度認定試験合格者は、合格成績証明書を提出してください［免除科目がある場合は、その科目の成績証明書も
　　　提出してください］。合格見込みの者は、合格見込成績証明書を提出してください。
（5）外国籍の場合　住民票（在留資格、在留期間等が記入されているもの）を提出してください［志願票の氏名は、日本名も使用できます］。
　  ※必要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。
　  ※出願書類は、選考ごとにそれぞれ1通必要となります。
　  ※調査書等の書類は、出願前3ヶ月以内に発行されたものを提出してください。
　  ※各種証明書は、日本語または英語で記載されたものとします。日本語、英語以外で記載された書類には日本語の翻訳文を

添付してください。

出願書類

（１）書類審査
（２）科学基礎テスト（数学Ⅰ・化学基礎・生物基礎から各2題、計6題の出題より4題を自由選択）
※解答は「マークシート方式」です。 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。
（3）面接（人物評価に関する面接）科学に関する口頭試問含む。
※J特待生制度のエントリー者は面接の中で「一部、英語での会話」を含む（資料等の持ち込み不可）。
※（1）～（3）の選考方法により、総合的に判定します。

選考方法

入学検定料および出願手続

薬
学
部

薬
学
部

選考会場

千葉東金キャンパス 〒283-8555
千葉県東金市求名（ぐみょう）1番地

時間割

時　間

項　目

3時限13：20～

面接

11：30～12：00

昼休み

1時限10：40～11：25

科学基礎テスト 薬学部の教育内容説明

※選考当日は、必ず10時20分までに指定された選考会場に入室してください。

※詳細は、　　　　 を参照してください。
※選考日当日の緊急時の連絡先は、全て城西国際大学入試課（TEL.0475-55-8855）になります。

※詳細は         を参照してください。p.7

p.128

※合否発表、入学手続、入学許可書については　　　　　　　 を参照してください。
※入学許可書は、「学費等納付金」の納付と「入学手続書類」の郵送を入学手続締切日までに完了した者に発行します。
　なお、手続きが完了しない場合には入学を許可しません。

p.120/p.121

「J特待生制度」エントリー者のみ以下の書類を提出
（6）本学が指定する英語の外部検定試験のスコア
　　本学が指定する下記の英語の外部検定試験のスコアの証明書（複写可）を提出してください。
　　※この書類が提出できない場合には、J特待生制度へのエントリー不可。

 p.7参照

※学校推薦型選抜（公募制推薦）で実施する「J特待生制度」については、別冊の特待生制度パンフレット、Webページ（https://www.jiu.ac.jp/
 　news/detail/id=9311）で確認してください（インターネット出願登録時にエントリーが必要）。

出願書類提出期間インターネット出願登録期間 入学手続締切日合否通知発送日選考日

2021年11月1日（月）～ 11月11日（木）

2021年11月25日（木）～12月3日（金）

2021年11月1日（月）～11月10日（水）正午

2021年11月25日（木）～ 12月2日（木）正午

12月10日（金）

2022月1月11日（火）

12月1日（水）

12月20日（月）

11月21日（日）

12月11日（土）

第１期

第２期

本学が指定するスコア資格・検定試験

Cambridge English
実用英語技能検定（英検）
（英検S-CBT・CBT含む）

GTEC（４技能）

IELTS

PET　140 以上（Overall Score）

２級合格（CSEスコア1980） 以上

960 以上

4.0 以上（Overall Score）

本学が指定するスコア資格・検定試験

TEAP

TEAP CBT

TOEFL iBT®

TOEIC® L&R / TOEIC® S&W

TOEIC® L&R

225 以上（4技能スコア合計）

420 以上（4技能スコア合計）

42 以上（Total Score）

1150以上（TOEIC® L&Rと、TOEIC® S&W×2.5倍の合計）

550 以上

※IELTSは「アカデミック・モジュール」に限ります。
※GTECは「オフィシャルスコア」に限ります。

※TOEFL ITP®、TOEIC® IPは不可とします。
※TEAPは、同一受験日のスコアの合計のみを有効とします。
※スコアの有効期限は原則、出願締切日から遡って2年以内を有効とします。
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「インターネット出願」は  城西国際大学サイト
からアクセスして、インターネット出願のバナーをクリックしてください。

https://www.jiu.ac.jp/



募集学部・学科および人員

下記のいずれかに該当する者
１．高等学校または中等教育学校を卒業した者および2022年3月卒業見込みの者
２．通常の課程による12年の学校教育を修了した者および2022年3月修了見込みの者
３．学校教育法施行規則第150条の規定により、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る者、または2022年3月31日ま

でにこれに該当する見込みの者で、以下の⑴～⑺のいずれかに該当する者
（1）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の指定した者
（2）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2022年3月31日までに修了見込みの者

（3）専修学校の高等課程（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または2022年3月31日までに修了見込みの者

（4）文部科学大臣の指定した者
（5）高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者（旧規定による大学入学資格検定に合格し

た者を含む）または2022年3月31日までに合格見込みの者
（6）学校教育法第90条第2項の規定により大学に入学した者であって、当該者をその後に入学させる大学において、大学における教

育を受けるにふさわしい学力があると認めた者
（7）本学において、個別の入学（出願）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た者で、2022年3月31

日までに18歳に達する者
※注　出願資格⑹、⑺により、出願を希望する場合は、出願前に審査が必要のため、出願を希望する入学試験の出願締切日の概ね1ヶ月前までに入試課まで相談してください。

出願資格

※A日程・B日程、両日の併願受験が可能です。（出願書類および入学検定料はそれぞれ必要となります。）
※出願書類の郵送受付は、出願書類提出期間締切日必着です。出願書類は簡易書留速達で郵送してください。
※インターネット出願は、出願登録期間の締切日当日正午までにWEB上で入力・送信し、検定料の振込を完了してください。
　なお、振込が完了しないと志願票が印刷できないため、「出願書類提出期間」の締切日にご注意ください。
※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。
　なお、2022年1月15日（土）・1月16日（日）は大学入学共通テスト実施日のため窓口受付はおこないません。
※受験票は選考日の概ね3～4日前からインターネット申し込み確認画面からダウンロードが可能となります。受験票は必ず白
　紙のA4用紙タテ方向で印刷（カラー、白黒どちらでも可）し、選考日に必ず持参してください。
※合格者は、入学手続締切日までに入学手続の書類を提出し、　　　　　の表の「入学手続締切日まで」の「納付額」を振り込んでください。p.123

※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。

※　　　の入試方式と募集人員を参照してください。ｐ.70

出願時に希望選考会場を選択してください。なお、東京紀尾井町キャンパス選考会場の収容定員を超えた場合には、千葉東金キャンパス
選考会場での受験となります。選考会場については受験票で必ず確認してください。

選考会場

薬
学
部

薬
学
部

※詳細は、　　　　         を参照してください。
※選考日当日の緊急時の連絡先は、全て城西国際大学入試課（TEL.0475-55-8855）になります。

ｐ.128/ｐ.129

千葉東金キャンパス 〒283-8555
千葉県東金市求名（ぐみょう）1番地

東京紀尾井町キャンパス 1号棟　〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3-26
3号棟　〒102-0093 東京都千代田区平河町2-3-20

（１）志　願　票　インターネットに接続されているパソコンで、画面に掲載されている入力手順や注意事項を出願手順の指示に従って、
必要事項を入力し、入学検定料納入後、表示されたPDFファイルをA4サイズの紙に印刷してください。

（２）調　査　書　
　　①出身高等学校の調査書
　　②大学入学資格検定合格者、または高等学校卒業程度認定試験合格者は、合格成績証明書を提出してください［免除科目が
　　　ある場合は、その科目の成績証明書も提出してください］。合格見込みの者は、合格見込成績証明書を提出してください。
　　③上記以外の場合は、出願資格に該当する修了証明書と最終の成績証明書を提出してください。
　　④卒業後5年以上経過したため、高等学校で調査書の取得が困難な場合は、卒業証明書を提出してください。
（3）外国籍の場合　住民票（在留資格、在留期間等が記入されているもの）を提出してください［志願票の氏名は、日本名も使用できます］。
　  ※必要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。
　  ※出願書類は、選考ごとにそれぞれ1通必要となります。
　  ※調査書等の書類は、出願前3ヶ月以内に発行されたものを提出してください。
　  ※各種証明書は、日本語または英語で記載されたものとします。日本語、英語以外で記載された書類には日本語の翻訳文を

添付してください。

出願書類

選考科目・選考方法

入学検定料および出願手続

薬学部

学　　部 学　　科 配　点選考科目・選考方法

医療薬学科

①外国語―英語「コミュニケーション英語Ⅰ・コミュニケーション英語Ⅱ・英語表現Ⅰ」
②数学―数学「数学Ⅰ・数学A、数学Ⅱ・数学B」
③理科―化学「化学基礎・化学」　
　　　　生物「生物基礎・生物」
※①から③の3科目を受験し、高得点の2科目（200点満点）で判定
④面接（筆記試験終了後）

100点
100点

100点

時間割

時　限

時　間

科　目

3時限

14：20～15：20

化学・生物の
いずれか選択
（100点）

4時限

15：40～

面接

2時限

12：40～13：40

数学
（100点）

昼休み

1時限

10：40～11：40

外国語
（100点）

※選考当日は、必ず10時20分までに指定された選考会場に入室してください。

いずれか選択}

※合否発表、入学手続、入学許可書については　　　　　　　 を参照してください。
※入学許可書は、「学費等納付金」の納付と「入学手続書類」の郵送を入学手続締切日までに完了した者に発行します。
　なお、手続きが完了しない場合には入学を許可しません。

ｐ.120/ｐ.121

※詳細は         を参照してください。p.7

 p.7参照

※解答は「マークシート方式」です。 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。

※A日程で実施する特待生入試については、別冊の特待生制度パンフレット、Webページ（https://www.jiu.ac.jp/news/
　detail/id=9311）で確認してください（インターネット出願登録時にエントリーが必要）。

日　程

出願書類提出期間インターネット出願登録期間 入学手続締切日合否通知発送日選考日

2022年1月12日（水）～1月21日（金）2022年1月12日（水）～1月20日（木）正午 2月21日（月）2月14日（月）
2月1日（火）

2月2日（水）

A日程

2022年2月7日（月）～2月17日（木）2022年2月7日（月）～2月16日（水）正午 3月15日（火）3月8日（火）2月25日（金）C日程

B日程
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「インターネット出願」は  城西国際大学サイト
からアクセスして、インターネット出願のバナーをクリックしてください。

https://www.jiu.ac.jp/

〔特待生入試 A日程（エントリー制）〕



募集学部・学科および人員

下記のいずれかに該当する者
１．高等学校または中等教育学校を卒業した者および2022年3月卒業見込みの者
２．通常の課程による12年の学校教育を修了した者および2022年3月修了見込みの者
３．学校教育法施行規則第150条の規定により、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る者、または2022年3月31日ま

でにこれに該当する見込みの者で、以下の⑴～⑺のいずれかに該当する者
（1）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の指定した者
（2）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2022年3月31日までに修了見込みの者

（3）専修学校の高等課程（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または2022年3月31日までに修了見込みの者

（4）文部科学大臣の指定した者
（5）高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者（旧規定による大学入学資格検定に合格し

た者を含む）または2022年3月31日までに合格見込みの者
（6）学校教育法第90条第2項の規定により大学に入学した者であって、当該者をその後に入学させる大学において、大学における教

育を受けるにふさわしい学力があると認めた者
（7）本学において、個別の入学（出願）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た者で、2022年3月31

日までに18歳に達する者
※注　出願資格⑹、⑺により、出願を希望する場合は、出願前に審査が必要のため、出願を希望する入学試験の出願締切日の概ね1ヶ月前までに入試課まで相談してください。

出願資格

日　程

※出願書類の郵送受付は、出願書類提出期間締切日必着です。出願書類は簡易書留速達で郵送してください。
※インターネット出願は、出願登録期間の締切日当日正午までにWEB上で入力・送信し、検定料の振込を完了してください。
　なお、振込が完了しないと志願票が印刷できないため、「出願書類提出期間」の締切日にご注意ください。
※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。
※受験票は選考日の概ね3～4日前からインターネット申し込み確認画面からダウンロードが可能となります。受験票は必ず白
　紙のA4用紙タテ方向で印刷（カラー、白黒どちらでも可）し、選考日に必ず持参してください。
※合格者は、入学手続締切日までに入学手続の書類を提出し、　　　　　の表の「入学手続締切日まで」の「納付額」を振り込んでください。p.123

選考科目・選考方法

※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。

※　　　の入試方式と募集人員を参照してください。ｐ.70

薬学部

学　　部 学　　科 配　点選考科目・選考方法

医療薬学科

①数学―数学「数学Ⅰ・数学A、数学Ⅱ・数学B」
②理科―化学「化学基礎・化学」　
　　　　生物「生物基礎・生物」
※①②の2科目を受験し判定（200点満点）
③面接（筆記試験終了後）

100点

100点

出願時に希望選考会場を選択してください。なお、東京紀尾井町キャンパス選考会場の収容定員を超えた場合には、千葉東金キャンパス
選考会場での受験となります。選考会場については受験票で必ず確認してください。

選考会場

薬
学
部

薬
学
部

いずれか選択}

※詳細は、　　　　         を参照してください。
※選考日当日の緊急時の連絡先は、全て城西国際大学入試課（TEL.0475-55-8855）になります。

ｐ.128/ｐ.129

千葉東金キャンパス 〒283-8555
千葉県東金市求名（ぐみょう）1番地

東京紀尾井町キャンパス 1号棟　〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3-26
3号棟　〒102-0093 東京都千代田区平河町2-3-20

出願書類提出期間インターネット出願登録期間 入学手続締切日合否通知発送日選考日

2022年2月22日（火）～3月1日（火）2022年2月22日（火）～2月28日（月）正午 3月24日（木）3月17日（木）3月9日（水）D日程

（１）志　願　票　インターネットに接続されているパソコンで、画面に掲載されている入力手順や注意事項を出願手順の指示に従って、
必要事項を入力し、入学検定料納入後、表示されたPDFファイルをA4サイズの紙に印刷してください。

（２）調　査　書　
　　①出身高等学校の調査書
　　②大学入学資格検定合格者、または高等学校卒業程度認定試験合格者は、合格成績証明書を提出してください［免除科目が
　　　ある場合は、その科目の成績証明書も提出してください］。合格見込みの者は、合格見込成績証明書を提出してください。
　　③上記以外の場合は、出願資格に該当する修了証明書と最終の成績証明書を提出してください。
　　④卒業後5年以上経過したため、高等学校で調査書の取得が困難な場合は、卒業証明書を提出してください。
（3）外国籍の場合　住民票（在留資格、在留期間等が記入されているもの）を提出してください［志願票の氏名は、日本名も使用できます］。
　  ※必要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。
　  ※出願書類は、選考ごとにそれぞれ1通必要となります。
　  ※調査書等の書類は、出願前3ヶ月以内に発行されたものを提出してください。
　  ※各種証明書は、日本語または英語で記載されたものとします。日本語、英語以外で記載された書類には日本語の翻訳文を

添付してください。

出願書類

入学検定料および出願手続

時間割

時　限

時　間

科　目

12：40～13：40

「化学基礎・化学」「生物基礎・生物」の
いずれか選択
（100点）

3時限

14：00～

面接

2時限

昼休み

1時限

10：40～11：40

数学
（100点）

※選考当日は、必ず10時20分までに指定された選考会場に入室してください。

※合否発表、入学手続、入学許可書については　　　　　　　 を参照してください。
※入学許可書は、「学費等納付金」の納付と「入学手続書類」の郵送を入学手続締切日までに完了した者に発行します。
　なお、手続きが完了しない場合には入学を許可しません。

ｐ.120/ｐ.121

※詳細は         を参照してください。p.7

 p.7参照

※解答は「マークシート方式」です。
　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。
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https://www.jiu.ac.jp/



募集学部・学科および人員

2022年度大学入学共通テスト受験案内（願書）に準じます

出願資格

（１）志　願　票　インターネットに接続されているパソコンで、画面に掲載されている入力手順や注意事項を出願手順の指示に従って、
必要事項を入力し、入学検定料納入後、表示されたPDFファイルをA4サイズの紙に印刷してください。印刷された志
願票に「大学入学共通テスト成績請求票（私立大学用）」を貼付してください。　　　　　　

（２）調　査　書　
　　①出身高等学校の調査書
　　②大学入学資格検定合格者、または高等学校卒業程度認定試験合格者は、合格成績証明書を提出してください［免除科目が
　　　ある場合は、その科目の成績証明書も提出してください］。合格見込みの者は、合格見込成績証明書を提出してください。
　　③上記以外の場合は、出願資格に該当する修了証明書と最終の成績証明書を提出してください。
　　④卒業後5年以上経過したため、高等学校で調査書の取得が困難な場合は、卒業証明書を提出してください。
（3）外国籍の場合　住民票（在留資格、在留期間等が記入されているもの）を提出してください［志願票の氏名は、日本名も使用できます］。
　  ※必要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。
　  ※出願書類は、選考ごとにそれぞれ1通必要となります。
　  ※調査書等の書類は、出願前3ヶ月以内に発行されたものを提出してください。
　  ※各種証明書は、日本語または英語で記載されたものとします。日本語、英語以外で記載された書類には日本語の翻訳文を

添付してください。

大学入学共通テストでは、次の教科・科目を受験してください。

試験日の異なるすべての一般選抜との併願受験が可能です。また、本学で大学入学共通テストを利用している学部・学科内の併願受験
も可能です。この場合、併願学科の出願書類をそれぞれ提出することが必要です。

出願書類

日　程

※出願書類の郵送受付は、出願書類提出期間締切日必着です。出願書類は簡易書留速達で郵送してください。
※インターネット出願は、出願登録期間の締切日当日正午までにWEB上で入力・送信し、検定料の振込を完了してください。
　なお、振込が完了しないと志願票が印刷できないため、「出願書類提出期間」の締切日にご注意ください。
※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。
　なお、2022年1月15日（土）・1月16日（日）は大学入学共通テスト実施日のため窓口受付はおこないません。
※受験票は出願書類提出期間締切日の概ね5日後からインターネット申し込み確認画面からダウンロードが可能となります。
　受験票は必ず白紙のA4用紙タテ方向で印刷（カラー、白黒どちらでも可）し、受験番号を確認してください。
※合格者は、入学手続締切日までに入学手続の書類を提出し、　　　　　の表の「入学手続締切日まで」の「納付額」を振り込んでください。p.123

●大学入学共通テストの「外国語」「数学」「理科」の成績により合否を判定します。

選考科目・選考方法

※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。

※　　　の入試方式と募集人員を参照してください。ｐ.70

入学検定料および出願手続

併願受験

薬学部

学　　部 学　　科 選考科目・選考方法教　科 入試センター配点 本学換算点

医療薬学科

「英語」「ドイツ語」「フランス語」「中国語」
「韓国語」から1科目選択
数学①―「数学Ⅰ・数学A」
数学②―「数学Ⅱ・数学B」　 

いずれも受験

理科②―「化学」または「生物」のいずれか1科目

600点満点
◯「英語」はリスニングを含む

200点

100点
100点
100点

200点

100点
100点
200点

外国語

数　学

理　科

大学入試センターが指定する試験場になります。

試験会場

この一般選抜（大学入学共通テスト利用）は、大学入学共通テストを利用した入学試験です。受験者は次の手順に従ってください。
①大学入試センターの「受験案内」を、在学している高等学校もしくは中等教育学校、最寄りの国公立大学あるいは参加私立大学で
　入手してください。
②大学入学共通テストの「志願票」を所定の期日までに大学入試センターへ提出してください。
③大学入試センターから送付されてくる「大学入学共通テスト成績請求票（私立大学用）」を本学の入学志願票に貼付して、上記の出願
　期間内に提出してください。

出願手順

薬
学
部

薬
学
部

※合否発表、入学手続、入学許可書については　　　　　　　 を参照してください。
※入学許可書は、「学費等納付金」の納付と「入学手続書類」の郵送を入学手続締切日までに完了した者に発行します。
　なお、手続きが完了しない場合には入学を許可しません。

p.120/p.121

｝

出願書類提出期間 入学手続締切日合否通知発送日選考日

2022年1月12日（水）～1月21日（金） 2月24日（木）2月17日（木）

本学個別学力
検査を
課さない

第1期

2022年2月22日（火）～3月4日（金）

2022年1月12日（水）～1月20日（木）正午

2022年2月22日（火）～3月3日（木）正午 3月24日（木）3月17日（木）第3期

インターネット出願登録期間

 p.7参照

※詳細は         を参照してください。p.7

80 81JOSAI INTERNATIONAL UNIVERSITY JOSAI INTERNATIONAL UNIVERSITY

一般選抜
（大学入学共通テスト利用〈A方式〉）

薬学部

JIU2022_学生募集要項　【薬学部】 

「インターネット出願」は  城西国際大学サイト
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募集学部・学科および人員

2022年度大学入学共通テスト受験案内（願書）に準じます

出願資格

（１）志　願　票　インターネットに接続されているパソコンで、画面に掲載されている入力手順や注意事項を出願手順の指示に従って、
必要事項を入力し、入学検定料納入後、表示されたPDFファイルをA4サイズの紙に印刷してください。印刷された志
願票に「大学入学共通テスト成績請求票（私立大学用）」を貼付してください。　　　　　　

（２）調　査　書　
　　①出身高等学校の調査書
　　②大学入学資格検定合格者、または高等学校卒業程度認定試験合格者は、合格成績証明書を提出してください［免除科目が
　　　ある場合は、その科目の成績証明書も提出してください］。合格見込みの者は、合格見込成績証明書を提出してください。
　　③上記以外の場合は、出願資格に該当する修了証明書と最終の成績証明書を提出してください。
　　④卒業後5年以上経過したため、高等学校で調査書の取得が困難な場合は、卒業証明書を提出してください。
（3）外国籍の場合　住民票（在留資格、在留期間等が記入されているもの）を提出してください［志願票の氏名は、日本名も使用できます］。
　  ※必要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。
　  ※出願書類は、選考ごとにそれぞれ1通必要となります。
　  ※調査書等の書類は、出願前3ヶ月以内に発行されたものを提出してください。
　  ※各種証明書は、日本語または英語で記載されたものとします。日本語、英語以外で記載された書類には日本語の翻訳文を

添付してください。

大学入学共通テストでは、次の教科・科目を受験してください。

出願書類

日　程

※出願書類の郵送受付は、出願書類提出期間締切日必着です。出願書類は簡易書留速達で郵送してください。
※インターネット出願は、出願登録期間の締切日当日正午までにWEB上で入力・送信し、検定料の振込を完了してください。
　なお、振込が完了しないと志願票が印刷できないため、「出願書類提出期間」の締切日にご注意ください。
※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。
※受験票は出願書類提出期間締切日の概ね5日後からインターネット申し込み確認画面からダウンロードが可能となります。
　受験票は必ず白紙のA4用紙タテ方向で印刷（カラー、白黒どちらでも可）し、受験番号を確認してください。
※合格者は、入学手続締切日までに入学手続の書類を提出し、　　　　　の表の「入学手続締切日まで」の「納付額」を振り込んでください。p.123

選考科目・選考方法

※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。

※　　　の入試方式と募集人員を参照してください。ｐ.70

薬学部

学　　部 学　　科 選考科目・選考方法教　科 入試センター配点 本学換算点

医療薬学科

理科②―「化学」を必須
「英語」「ドイツ語」「フランス語」「中国語」
「韓国語」から1科目選択
数学①―「数学Ⅰ・数学A」　 

いずれも受験
数学②―「数学Ⅱ・数学B」
理科②―「生物」

400点満点
◯「英語」はリスニングを含む
※理科②「化学」を必須として、外国語、数学、
　理科②「生物」のうち高得点の1教科との
　組み合わせで判定。

100点
200点

100点
100点
100点

200点
200点

100点
100点
200点

理　科
外国語

数　学

理　科
大学入試センターが指定する試験場になります。

試験会場

この一般選抜（大学入学共通テスト利用）は、大学入学共通テストを利用した入学試験です。受験者は次の手順に従ってください。
①大学入試センターの「受験案内」を、在学している高等学校もしくは中等教育学校、最寄りの国公立大学あるいは参加私立大学で
　入手してください。
②大学入学共通テストの「志願票」を所定の期日までに大学入試センターへ提出してください。
③大学入試センターから送付されてくる「大学入学共通テスト成績請求票（私立大学用）」を本学の入学志願票に貼付して、上記の出願
　期間内に提出してください。

出願手順

薬
学
部

薬
学
部

※合否発表、入学手続、入学許可書については　　　　　　　 を参照してください。
※入学許可書は、「学費等納付金」の納付と「入学手続書類」の郵送を入学手続締切日までに完了した者に発行します。
　なお、手続きが完了しない場合には入学を許可しません。

p.120/p.121

｝

●大学入学共通テストの「理科」「外国語」「数学」の成績により合否を判定します。

出願書類提出期間 入学手続締切日合否通知発送日選考日

2022年2月7日（月）～2月17日（木） 3月15日（火）3月8日（火）
本学個別学力

検査を
課さない

第2期 2022年2月7日（月）～2月16日（水）正午

インターネット出願登録期間

試験日の異なるすべての一般選抜との併願受験が可能です。また、本学で大学入学共通テストを利用している学部・学科内の併願受験
も可能です。この場合、併願学科の出願書類をそれぞれ提出することが必要です。

入学検定料および出願手続

併願受験

※詳細は　　　 を参照してください。p.7

 p.7参照
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■ 福祉総合学部の教育研究上の目的
福祉総合学部は、国際的・地域的視点から福祉・医療の問題に関心を持ち、自己の専門性の向上に向けて探求できる人材を育成
する

■ 福祉総合学科の教育研究上の目的
福祉総合学科は、持続可能な福祉社会の実現を目指して、社会環境の変化に対応し、様々な問題の解決に貢献できる福祉人材を
育成する

■ 福祉総合学科が求める人物像（アドミッション・ポリシー）
福祉総合学科では、本学科の教育方針に共感し、以下のいずれかに当てはまる人を求めます。
1．福祉・保育・行政の専門職として、地域に貢献し、人々の役に立ちたいと思っている人
2．人々の気持ちに寄り添い、地域の様 な々社会的課題を認識し、その具体的解決策の提案・解決を図ることを身につけたい人
3．国際的な視点から、多様な価値観を理解し、連携・協働して、共生社会・持続可能な社会の実現に貢献したいと考えている人

■ 福祉総合学科が求める高校での学習
本学科入学後の専門知識や技能の習得に必要な基礎学力および協働的に学ぶための基礎的なコミュニケーション力を身につけてくだ
さい。また、国際社会や地域社会における様 な々問題を知り、それらの問題がどうして生じ、どうしたら解決できるのか、どう関わるべきかに
ついて興味と関心を持ってください。

福
祉
総
合
学
部（
福
祉
総
合
学
科
）

福
祉
総
合
学
部（
福
祉
総
合
学
科
） ■ 入試方式と募集人員 （福祉総合学部福祉総合学科 入学定員：140名 ＜子ども福祉コース50名・社会福祉コース40名・福祉行政コース50名を含む＞）

福祉総合学部

学　　部 学　　科 入試方式 募集人員

福祉総合学科

■ 学校推薦型選抜（指定校推薦）

福祉総合学部

学　　部 学　　科 募集人員

福祉総合学科

■ 外国人留学生

福祉総合学部

学　　部 学　　科 募集人員

福祉総合学科 10名（福祉行政コース）

■ スポーツ総合型選抜

福祉総合学部

学　　部 学　　科 入試方式 募集人員

福祉総合学科 40名
（総合型選抜を含む）

スポーツ総合型選抜（第1期）
スポーツ総合型選抜（第2期）
スポーツ総合型選抜（第3期）

■ 2022年9月入学試験

福祉総合学部

学　　部 学　　科 募集人員

福祉総合学科 20名（福祉行政コース）

※2022年9月入学試験の日程、選考方法などの実施内容は、2022年4月以降に別冊の入試要項で案内します。

※スポーツ総合型選抜の日程、選考方法などの実施内容は、別冊の入試要項です。

※推薦基準ならびに日程、選考方法などの実施内容は、指定校に直接通知します。

各入試方式の日程、
選考方法などの実施内容は… 本ページ以降に記載

＊コースの選択・変更は入学後の学科指定の期日まで可能です。期日を過ぎますと、コースの所属変更は
　卒業時までできません。

一般選抜（大学入学共通テスト利用　第2期）
一般選抜（大学入学共通テスト利用　第3期）

総合型選抜（第1期）／子ども福祉総合型選抜（第1期）
総合型選抜（第2期）／子ども福祉総合型選抜（第2期）
総合型選抜（第3期）／子ども福祉総合型選抜（第3期）
総合型選抜（第4期）／子ども福祉総合型選抜（第4期）

一般選抜（Wエントリー選抜）A日程
一般選抜（Wエントリー選抜）Ｂ日程
一般選抜（Wエントリー選抜）Ｃ日程
一般選抜（大学入学共通テスト利用　第1期）

学校推薦型選抜（公募制推薦）（第1期）／子ども福祉学校推薦型選抜（公募制推薦）（第1期）

学校推薦型選抜（公募制推薦）（第2期）／子ども福祉学校推薦型選抜（公募制推薦）（第2期）

※選考において「本学福祉総合学部福祉総合学科での修学（実習や実地研修を含む）に著しく適性を欠く」と判断した場合には「不合格」となる場合があります。

子ども福祉コース3名、
社会福祉コース3名、
福祉行政コース2名

8名

子ども福祉コース2名、
社会福祉コース4名、
福祉行政コース1名

7名

（ ）

（ ）

子ども福祉コース5名、
社会福祉コース3名、
福祉行政コース2名

10名

（ ）

子ども福祉コース15名、
社会福祉コース15名、
福祉行政コース10名

40名

スポーツ総合型選抜を含む

（ ）

子ども福祉コース20名、
社会福祉コース15名、
福祉行政コース10名

45名

（ ）
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福祉総合学部
福祉総合学科
子ども福祉コース／社会福祉コース／福祉行政コース



募集学部・学科および人員

１．高等学校または中等教育学校を卒業した者および2022年3月卒業見込みの者
２．通常の課程による12年の学校教育を修了した者および2022年3月修了見込みの者
３．学校教育法施行規則第150条の規定により、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る者、または2022年3月31日ま

でにこれに該当する見込みの者で、以下の⑴～⑺のいずれかに該当する者
（1）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の指定した者
（2）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2022年3月31日までに修了見込みの者

（3）専修学校の高等課程（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または2022年3月31日までに修了見込みの者

（4）文部科学大臣の指定した者
（5）高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者（旧規定による大学入学資格検定に合格し

た者を含む）または2022年3月31日までに合格見込みの者
（6）学校教育法第90条第2項の規定により大学に入学した者であって、当該者をその後に入学させる大学において、大学における教

育を受けるにふさわしい学力があると認めた者
（7）本学において、個別の入学（出願）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た者で、2022年3月31

日までに18歳に達する者
※注　出願資格⑹、⑺により、出願を希望する場合は、出願前に審査が必要のため、出願を希望する入学試験の出願締切日の概ね1ヶ月前までに入試課まで相談してください。

上記のいずれかに該当し、なおかつ以下の①～④のいずれかを満たす者
　① 「福祉分野」に強い関心をもっている人
　② 「資格取得」に意欲をもっている人
　③ 大学在学中に達成したい目標をもっている人
　④ 希望している将来の進路を本学でめざしたい人

出願資格

（１）志　願　票　インターネットに接続されているパソコンで、画面に掲載されている入力手順や注意事項を出願手順の指示に従って、
必要事項を入力し、入学検定料納入後、表示されたPDFファイルをA4サイズの紙に印刷してください。

（２）自己推薦書　本学ＨＰよりダウンロードし、志願者が必ず自筆で記入し、できるだけ詳細に記入してください。
（3）調　査　書　
　　①出身高等学校の調査書
　　②大学入学資格検定合格者、または高等学校卒業程度認定試験合格者は、合格成績証明書を提出してください［免除科目が
　　　ある場合は、その科目の成績証明書も提出してください］。合格見込みの者は、合格見込成績証明書を提出してください。
　　③上記以外の場合は、出願資格に該当する修了証明書と最終の成績証明書を提出してください。
　　④卒業後5年以上経過したため、高等学校で調査書の取得が困難な場合は、卒業証明書を提出してください。
（4）総合型選抜の主旨に合致する書類等

提出した書類は返却しません。大切なものや大きなものは、複写や写真等で代替してください（資格の取得証明や課外活動の成果など
提出できる書類がある場合に限り提出してください。必ず提出しなければならない書類ではありません）。

（5）外国籍の場合　住民票（在留資格、在留期間等が記入されているもの）を提出してください［志願票の氏名は、日本名も使用できます］。
　  ※必要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。
　  ※出願書類は、選考ごとにそれぞれ1通必要となります。
　  ※調査書等の書類は、出願前3ヶ月以内に発行されたものを提出してください。
　  ※各種証明書は、日本語または英語で記載されたものとします。日本語、英語以外で記載された書類には日本語の翻訳文を

添付してください。

出願書類

※出願書類の郵送受付は、出願書類提出期間締切日必着です。出願書類は簡易書留速達で郵送してください。
※インターネット出願は、出願登録期間の締切日当日正午までにWEB上で入力・送信し、検定料の振込を完了してください。
　なお、振込が完了しないと志願票が印刷できないため、「出願書類提出期間」の締切日にご注意ください。
※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。
※受験票は選考日の概ね3～4日前からインターネット申し込み確認画面からダウンロードが可能となります。受験票は必ず白
　紙のA4用紙タテ方向で印刷（カラー、白黒どちらでも可）し、選考日に必ず持参してください。
※合格者は、入学手続締切日までに入学手続の書類を提出し、　　　　　の表の「入学手続締切日まで」の「納付額」を振り込んでください。p.122

時間割

（１）書類審査
（2）「課題」への取り組み

「課題」については           に記載しています。
選考当日、「課題」の中から1つを選び、取り組んでいただきます（資料等の持ち込み不可）。〔60分〕

（3）面接
※（1）～（3）の選考方法により、総合的に判定します。

選考方法

※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。
※他大学等との併願を認めます。

※　　　の入試方式と募集人員を参照してください。p.84

※選考当日は、必ず10時20分までに指定された選考会場に入室してください。

入学検定料および出願手続

選考会場

※詳細は、　　　　 を参照してください。
※選考日当日の緊急時の連絡先は、全て城西国際大学入試課（TEL.0475-55-8855）になります。

千葉東金キャンパス 〒283-8555
千葉県東金市求名（ぐみょう）1番地

p.128

※合否発表、入学手続、入学許可書については　　　　　　　を参照してください。
※入学許可書は、「学費等納付金」の納付と「入学手続書類」の郵送を入学手続締切日までに完了した者に発行します。
　なお、手続きが完了しない場合には入学を許可しません。

p.120/p.121

福
祉
総
合
学
部（
福
祉
総
合
学
科
）

福
祉
総
合
学
部（
福
祉
総
合
学
科
） p.88

※詳細は         を参照してください。p.7

 p.7参照

日　程

出願書類提出期間インターネット出願登録期間 入学手続締切日合否通知発送日選考日

2021年9月8日（水）～９月24日（金）

2021年11月1日（月）～11月11日（木）

2022年1月12日（水）～1月21日（金）

2022年2月22日（火）～3月1日（火）

2021年9月8日（水）～ 9月23日（木）正午

2021年11月1日（月）～ 11月10日（水）正午

2022年1月12日（水）～1月20日（木）正午

2022年2月22日（火）～2月28日（月）正午

11月11日（木）

12月10日（金）

2月21日（月）

3月24日（木）

11月1日（月）

12月1日（水）

2月14日（月）

3月17日（木）

10月2日（土）

11月20日（土）

1月31日（月）

3月9日（水）

第１期

第２期

第3期

第4期

時　間

項　目

13：00～

面接
昼休み

10：40～11：40

「課題」への取り組み
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総合型選抜
（併願可）

（社会福祉コース／福祉行政コース）

福祉総合学部 福祉総合学科
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子ども福祉コース希望者は　　　　　

　　　　　「子ども福祉総合型選抜」を受験p.90

「インターネット出願」は  城西国際大学サイト
からアクセスして、インターネット出願のバナーをクリックしてください。

https://www.jiu.ac.jp/



課題１.

課題2.

課題3.

あなたの生活に身近な「福祉」について述べてください。具体的な例を挙げて、だれ（どこ）が、だれ（どういう状態にある人）
のために、どのようなかたち（運営、支援の方法）で行っているのかを説明してください。

「児童の権利に関する条約」が国連で採択されて30年が経ちました。現代の日本社会のなかで、子どもの権利や人権が十分
に守られていないと感じることを具体的に挙げ、どうすれば子どもの権利や人権が保障されるか、あなたの考えを述べてくだ
さい。

国連の『持続可能な開発目標（SDGs）』には、今ある問題を解決してよりよい未来を創っていくための17の目標が掲げられて
います。子どもから大人まで、みんなが安心して暮らせる社会を創っていくために、地域住民のひとりとしてあなたはどんなこと
に取り組むことができますか、もしくはやってみたいと考えますか。あなたの考えを具体的に述べてください。

総合型選抜課題

以下の課題の中から1つを選び、選考当日に８００字以上１２００字以内でまとめてください。（資料等の持ち込み不可）〔60分〕

福
祉
総
合
学
部（
福
祉
総
合
学
科
）

福
祉
総
合
学
部（
福
祉
総
合
学
科
）

MEMO
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募集学部・学科および人員

１．高等学校または中等教育学校を卒業した者および2022年3月卒業見込みの者
２．通常の課程による12年の学校教育を修了した者および2022年3月修了見込みの者
３．学校教育法施行規則第150条の規定により、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る者、または2022年3月31日ま

でにこれに該当する見込みの者で、以下の⑴～⑺のいずれかに該当する者
（1）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の指定した者
（2）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2022年3月31日までに修了見込みの者

（3）専修学校の高等課程（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または2022年3月31日までに修了見込みの者

（4）文部科学大臣の指定した者
（5）高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者（旧規定による大学入学資格検定に合格し

た者を含む）または2022年3月31日までに合格見込みの者
（6）学校教育法第90条第2項の規定により大学に入学した者であって、当該者をその後に入学させる大学において、大学における教

育を受けるにふさわしい学力があると認めた者
（7）本学において、個別の入学（出願）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た者で、2022年3月31

日までに18歳に達する者
※注　出願資格⑹、⑺により、出願を希望する場合は、出願前に審査が必要のため、出願を希望する入学試験の出願締切日の概ね1ヶ月前までに入試課まで相談してください。

上記のいずれかに該当し、なおかつ以下の①～④のいずれかを満たす者
　① 「児童福祉分野」に強い関心をもっている人
　② 「資格取得」に意欲をもっている人
　③ 大学在学中に達成したい目標をもっている人
　④ 希望している将来の進路を本学でめざしたい人

出願資格

（１）志　願　票　インターネットに接続されているパソコンで、画面に掲載されている入力手順や注意事項を出願手順の指示に従って、
必要事項を入力し、入学検定料納入後、表示されたPDFファイルをA4サイズの紙に印刷してください。

（２）自己推薦書　本学ＨＰよりダウンロードし、志願者が必ず自筆で記入し、できるだけ詳細に記入してください。
（3）調　査　書　
　　①出身高等学校の調査書
　　②大学入学資格検定合格者、または高等学校卒業程度認定試験合格者は、合格成績証明書を提出してください［免除科目が
　　　ある場合は、その科目の成績証明書も提出してください］。合格見込みの者は、合格見込成績証明書を提出してください。
　　③上記以外の場合は、出願資格に該当する修了証明書と最終の成績証明書を提出してください。
　　④卒業後5年以上経過したため、高等学校で調査書の取得が困難な場合は、卒業証明書を提出してください。
（4）総合型選抜の主旨に合致する書類等

提出した書類は返却しません。大切なものや大きなものは、複写や写真等で代替してください（資格の取得証明や課外活動の成果など
提出できる書類がある場合に限り提出してください。必ず提出しなければならない書類ではありません）。

（5）外国籍の場合　住民票（在留資格、在留期間等が記入されているもの）を提出してください［志願票の氏名は、日本名も使用できます］。
　  ※必要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。
　  ※出願書類は、選考ごとにそれぞれ1通必要となります。
　  ※調査書等の書類は、出願前3ヶ月以内に発行されたものを提出してください。
　  ※各種証明書は、日本語または英語で記載されたものとします。日本語、英語以外で記載された書類には日本語の翻訳文を

添付してください。

出願書類

日　程

※出願書類の郵送受付は、出願書類提出期間締切日必着です。出願書類は簡易書留速達で郵送してください。
※インターネット出願は、出願登録期間の締切日当日正午までにWEB上で入力・送信し、検定料の振込を完了してください。
　なお、振込が完了しないと志願票が印刷できないため、「出願書類提出期間」の締切日にご注意ください。
※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。
※受験票は選考日の概ね3～4日前からインターネット申し込み確認画面からダウンロードが可能となります。受験票は必ず白
　紙のA4用紙タテ方向で印刷（カラー、白黒どちらでも可）し、選考日に必ず持参してください。
※合格者は、入学手続締切日までに入学手続の書類を提出し、　　　　　の表の「入学手続締切日まで」の「納付額」を振り込んでください。p.122

時間割

（１）書類審査
（2）「課題」への取り組み

「課題」については下記に記載しています。選考当日、この「課題」に取り組んでいただきます（資料等の持ち込み不可）。〔60分〕
（3）面接
※（1）～（3）の選考方法により、総合的に判定します。

選考方法

※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。
※他大学等との併願を認めます。

※　　　の入試方式と募集人員を参照してください。p.84

※選考当日は、必ず10時20分までに指定された選考会場に入室してください。

入学検定料および出願手続

選考会場

※詳細は、　　　　 を参照してください。
※選考日当日の緊急時の連絡先は、全て城西国際大学入試課（TEL.0475-55-8855）になります。

千葉東金キャンパス 〒283-8555
千葉県東金市求名（ぐみょう）1番地

p.128

※合否発表、入学手続、入学許可書については　　　　　　　 を参照してください。
※入学許可書は、「学費等納付金」の納付と「入学手続書類」の郵送を入学手続締切日までに完了した者に発行します。
　なお、手続きが完了しない場合には入学を許可しません。

p.120/p.121
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科
）

「児童の権利に関する条約」が国連で採択されて30年が経ちました。現代の日本社会のなかで、子どもの権利や人権が十分に
守られていないと感じることを具体的に挙げ、どうすれば子どもの権利や人権が保障されるか、あなたの考えを述べてください。

あなたが好きな絵本を1冊紹介してください。はじめに、その絵本のあらすじ、好きな理由を簡潔に述べてください。次に、その絵本
をあなたが子どもに読み聞かせるとしたら、対象を何歳児にするのか、どのような工夫をしたらよいかを具体的に書いてください。

子ども福祉総合型選抜課題

以下の課題を、選考当日に８００字以上１２００字以内でまとめてください。（資料等の持ち込み不可）〔60分〕

※詳細は　　   を参照してください。p.7

 p.7参照

課題1.

課題2.

出願書類提出期間インターネット出願登録期間 入学手続締切日合否通知発送日選考日

2021年9月8日（水）～９月24日（金）

2021年11月1日（月）～11月11日（木）

2022年1月12日（水）～1月21日（金）

2022年2月22日（火）～3月1日（火）

2021年9月8日（水）～ 9月23日（木）正午

2021年11月1日（月）～ 11月10日（水）正午

2022年1月12日（水）～1月20日（木）正午

2022年2月22日（火）～2月28日（月）正午

11月11日（木）

12月10日（金）

2月21日（月）

3月24日（木）

11月1日（月）

12月1日（水）

2月14日（月）

3月17日（木）

10月2日（土）

11月20日（土）

1月31日（月）

3月9日（水）

第１期

第２期

第3期

第4期

時　間

項　目

13：00～

面接
昼休み

10：40～11：40

「課題」への取り組み

90 91JOSAI INTERNATIONAL UNIVERSITY JOSAI INTERNATIONAL UNIVERSITY

子ども福祉総合型選抜
（併願可）

福祉総合学部 福祉総合学科

JIU2022_学生募集要項　【福祉総合学科】 

「インターネット出願」は  城西国際大学サイト
からアクセスして、インターネット出願のバナーをクリックしてください。

https://www.jiu.ac.jp/



募集学部・学科および人員

学校長、進路担当、学年主任、担任などから推薦が得られ、なおかつ下記のいずれかの要件を満たす者
１．高等学校または中等教育学校を卒業した者および2022年3月卒業見込みの者で、在学中の成績が全体の学習成績の状況
（評定平均値）2.7以上、人物、出席状況などが良好な者

2．2022年3月までに高等学校卒業程度認定試験に合格（見込み）の者で、2022年4月1日現在18歳以上19歳以下の者
　法人格を有する大学入学資格検定予備校等の長の推薦が得られる者で、在籍中の成績・人物などが良好な者

出願資格

日　程

※出願書類の郵送受付は、出願書類提出期間締切日必着です。出願書類は簡易書留速達で郵送してください。
※インターネット出願は、出願登録期間の締切日当日正午までにWEB上で入力・送信し、検定料の振込を完了してください。
　なお、振込が完了しないと志願票が印刷できないため、「出願書類提出期間」の締切日にご注意ください。
※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。
※受験票は選考日の概ね3～4日前からインターネット申し込み確認画面からダウンロードが可能となります。受験票は必ず白
　紙のA4用紙タテ方向で印刷（カラー、白黒どちらでも可）し、選考日に必ず持参してください。
※合格者は、入学手続締切日までに入学手続の書類を提出し、　　　　　の表の「入学手続締切日まで」の「納付額」を振り込んでください。p.122

※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。
※他大学等との併願を認めます。

※　　　の入試方式と募集人員を参照してください。p.84

（１）志　願　票　インターネットに接続されているパソコンで、画面に掲載されている入力手順や注意事項を出願手順の指示に従って、
必要事項を入力し、入学検定料納入後、表示されたPDFファイルをA4サイズの紙に印刷してください。

　　　　　　　　※子ども福祉コースを希望する場合には、入学方式名は「子ども福祉学校推薦型選抜（公募制推薦）」を選択して
　　　　　　　　　ください。
（２）推　薦　書　学校長、進路担当、学年主任、担任などからの推薦書：本学HPよりダウンロードしてください。
　　　　　　　　※高等学校卒業程度認定試験合格（見込み）の者は、法人格を有する大学入学資格検定予備校等の長の推薦書を
　　　　　　　　　提出してください。
（３）自己推薦書　本学ＨＰよりダウンロードし、志願者が必ず自筆で記入し、できるだけ詳細に記入してください。
（４）調　査　書　
　　①出身高等学校の調査書
　　②高等学校卒業程度認定試験合格者は、合格成績証明書を提出してください［免除科目がある場合は、その科目の成績証明書も
　　　提出してください］。合格見込みの者は、合格見込成績証明書を提出してください。
（5）外国籍の場合　住民票（在留資格、在留期間等が記入されているもの）を提出してください［志願票の氏名は、日本名も使用できます］。
　  ※必要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。
　  ※出願書類は、選考ごとにそれぞれ1通必要となります。
　  ※調査書等の書類は、出願前3ヶ月以内に発行されたものを提出してください。
　  ※各種証明書は、日本語または英語で記載されたものとします。日本語、英語以外で記載された書類には日本語の翻訳文を

添付してください。

出願書類

時間割

（１）書類審査
（２）面接

選考方法

入学検定料および出願手続

選考会場

千葉東金キャンパス 〒283-8555
千葉県東金市求名（ぐみょう）1番地

※選考当日は、午前の部は10時20分まで、午後の部は13時20分までに指定された面接控え室に入室してください。
　面接時間は受験票で確認してください。

福祉総合学部

学　　部 学　　科
時　間

福祉総合学科

13：40～10：40～

午後の部 面 接午前の部 面 接 

※詳細は、　　　　 を参照してください。
※選考日当日の緊急時の連絡先は、全て城西国際大学入試課（TEL.0475-55-8855）になります。

p.128

※合否発表、入学手続、入学許可書については　　　　　　　 を参照してください。
※入学許可書は、「学費等納付金」の納付と「入学手続書類」の郵送を入学手続締切日までに完了した者に発行します。
　なお、手続きが完了しない場合には入学を許可しません。

ｐ.120/ｐ.121
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※詳細は　　   を参照してください。p.7

 p.7参照

出願書類提出期間インターネット出願登録期間 入学手続締切日合否通知発送日選考日

2021年11月1日（月）～11月11日（木）

2021年11月25日（木）～12月3日（金）

2021年11月1日（月）～11月10日（水）正午

2021年11月25日（木）～ 12月2日（木）正午

12月10日（金）

2022年1月11日（火）

12月1日（水）

12月20日（月）

11月21日（日）

12月11日（土）

第１期

第２期

92 93JOSAI INTERNATIONAL UNIVERSITY JOSAI INTERNATIONAL UNIVERSITY

学校推薦型選抜（公募制推薦）
　　　　　　（社会福祉コース／福祉行政コース）

子ども福祉学校推薦型選抜（公募制推薦）
　　　　　　（子ども福祉コース）
（併願可）

JIU2022_学生募集要項　【福祉総合学科】 

福祉総合学部 福祉総合学科

「インターネット出願」は  城西国際大学サイト
からアクセスして、インターネット出願のバナーをクリックしてください。

https://www.jiu.ac.jp/



募集学部・学科および人員

下記のいずれかに該当する者
１．高等学校または中等教育学校を卒業した者および2022年3月卒業見込みの者
２．通常の課程による12年の学校教育を修了した者および2022年3月修了見込みの者
３．学校教育法施行規則第150条の規定により、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る者、または2022年3月31日ま

でにこれに該当する見込みの者で、以下の⑴～⑺のいずれかに該当する者
（1）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の指定した者
（2）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2022年3月31日までに修了見込みの者

（3）専修学校の高等課程（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または2022年3月31日までに修了見込みの者

（4）文部科学大臣の指定した者
（5）高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者（旧規定による大学入学資格検定に合格し

た者を含む）または2022年3月31日までに合格見込みの者
（6）学校教育法第90条第2項の規定により大学に入学した者であって、当該者をその後に入学させる大学において、大学における教

育を受けるにふさわしい学力があると認めた者
（7）本学において、個別の入学（出願）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た者で、2022年3月31

日までに18歳に達する者
※注　出願資格⑹、⑺により、出願を希望する場合は、出願前に審査が必要のため、出願を希望する入学試験の出願締切日の概ね1ヶ月前までに入試課まで相談してください。

出願資格

出願時に希望選考会場を選択してください。なお、東京紀尾井町キャンパス選考会場の収容定員を超えた場合には、千葉東金キャンパ
ス選考会場での受験となります。選考会場については受験票で必ず確認してください。

選考会場

出願書類

日　程

※A日程・B日程、両日の併願受験が可能です。（出願書類および入学検定料はそれぞれ必要になります。）
※出願書類の郵送受付は、出願書類提出期間締切日必着です。出願書類は簡易書留速達で郵送してください。
※インターネット出願は、出願登録期間の締切日当日正午までにWEB上で入力・送信し、検定料の振込を完了してください。
　なお、振込が完了しないと志願票が印刷できないため、「出願書類提出期間」の締切日にご注意ください。
※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。
　なお、2022年1月15日（土）・1月16日（日）は大学入学共通テスト実施日のため窓口受付はおこないません。
※受験票は選考日の概ね3～4日前からインターネット申し込み確認画面からダウンロードが可能となります。受験票は必ず白
　紙のA4用紙タテ方向で印刷（カラー、白黒どちらでも可）し、選考日に必ず持参してください。
※合格者は、入学手続締切日までに入学手続の書類を提出し、　　　　　の表の「入学手続締切日まで」の「納付額」を振り込んでください。p.122

時間割

選考科目・選考方法

※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。

※　　　の入試方式と募集人員を参照してください。p.84

千葉東金キャンパス 〒283-8555
千葉県東金市求名（ぐみょう）1番地

東京紀尾井町キャンパス 1号棟　〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3-26
3号棟　〒102-0093 東京都千代田区平河町2-3-20

時　限

時　間

科　目

3時限

14：20～15：20
「日本史B」「世界史B」

「政治・経済」から
1科目選択
（100点）

2時限

12：40～13：40

国語・数学の
いずれか選択
（100点）

昼休み

1時限

10：40～11：40

外国語
（100点）

福祉総合学部

学　　部 学　　科 選考科目・選考方法

福祉総合学科

配点

※選考当日は、必ず10時20分までに指定された選考会場に入室してください。

受験番号

「3科目の合計」で審査する受験番号が「第1受験番号」、「高得点2科目（外国語+高得点1科目）」で審査する受験番号が「第2受験番号」です。
選考当日、選考会場で表記する受験番号は「第1受験番号」です。

①外 国 語―英語「コミュニケーション英語Ⅰ・コミュニケーション英語Ⅱ・英語表現Ⅰ」
②国　　語―国語「国語総合（古文・漢文を除く）・現代文B」
　数　　学―数学「数学Ⅰ・数学A」
　「国語」または「数学」のいずれか選択
③地理歴史―「日本史B」または「世界史B」
　公　　民―「政治・経済」
　「日本史B」「世界史B」「政治・経済」の中から1科目選択
①から③の3科目を受験し、「3科目（300点満点）」と「高得点2科目〔外国語+高得点
1科目〕（200点満点）」の2つの選考方式で判定

100点
100点
100点

100点
100点

入学検定料および出願手続

※詳細は、　　　　         を参照してください。
※選考日当日の緊急時の連絡先は、全て城西国際大学入試課（TEL.0475-55-8855）になります。

ｐ.128/ｐ.129

※合否発表、入学手続、入学許可書については　　　　　　　 を参照してください。
※入学許可書は、「学費等納付金」の納付と「入学手続書類」の郵送を入学手続締切日までに完了した者に発行します。
　なお、手続きが完了しない場合には入学を許可しません。

p.120/p.121
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Wエントリー入試とは、3科目を受験し、「3科目の合計」と「高得点
2科目（外国語を必須とし、その他の高得点1科目を加えた2科目）
の合計」の2つの判定方式で審査する入試制度です。
合否はそれぞれの判定結果ごとに通知します。

※詳細は　　   を参照してください。p.7

出願書類提出期間 入学手続締切日合否通知発送日選考日

2022年1月12日（水）～1月21日（金）
A日程

B日程

2022年2月7日（月）～2月17日（木）

2022年1月12日（水）～1月20日（木）正午

2022年2月7日（月）～2月16日（水）正午

2月21日（月）

3月15日（火）

2月14日（月）

3月8日（火）

2月1日（火）

2月2日（水）

2月25日（金）C日程

インターネット出願登録期間

（１）志　願　票　インターネットに接続されているパソコンで、画面に掲載されている入力手順や注意事項を出願手順の指示に従って、
必要事項を入力し、入学検定料納入後、表示されたPDFファイルをA4サイズの紙に印刷してください。

（２）調　査　書　
　　①出身高等学校の調査書
　　②大学入学資格検定合格者、または高等学校卒業程度認定試験合格者は、合格成績証明書を提出してください［免除科目が
　　　ある場合は、その科目の成績証明書も提出してください］。合格見込みの者は、合格見込成績証明書を提出してください。
　　③上記以外の場合は、出願資格に該当する修了証明書と最終の成績証明書を提出してください。
　　④卒業後5年以上経過したため、高等学校で調査書の取得が困難な場合は、卒業証明書を提出してください。
（3）外国籍の場合　住民票（在留資格、在留期間等が記入されているもの）を提出してください［志願票の氏名は、日本名も使用できます］。
　  ※必要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。
　  ※出願書類は、選考ごとにそれぞれ1通必要となります。
　  ※調査書等の書類は、出願前3ヶ月以内に発行されたものを提出してください。
　  ※各種証明書は、日本語または英語で記載されたものとします。日本語、英語以外で記載された書類には日本語の翻訳文を

添付してください。

 p.7参照

※解答は「マークシート方式」です。 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。

※A日程で実施する特待生入試については、別冊の特待生制度パンフレット、Webページ（https://www.jiu.ac.jp/news/
　 detail/id=9311）で確認してください（インターネット出願登録時にエントリーが必要）。
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（Wエントリー選抜） 「インターネット出願」は  城西国際大学サイト

からアクセスして、インターネット出願のバナーをクリックしてください。
https://www.jiu.ac.jp/
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（全コース）

〔特待生入試 A日程（エントリー制）〕



募集学部・学科および人員

2022年度大学入学共通テスト受験案内（願書）に準じます

出願資格

（１）志　願　票　インターネットに接続されているパソコンで、画面に掲載されている入力手順や注意事項を出願手順の指示に従って、
必要事項を入力し、入学検定料納入後、表示されたPDFファイルをA4サイズの紙に印刷してください。印刷された志
願票に「大学入学共通テスト成績請求票（私立大学用）」を貼付してください。　　　　　　

（２）調　査　書　
　　①出身高等学校の調査書
　　②大学入学資格検定合格者、または高等学校卒業程度認定試験合格者は、合格成績証明書を提出してください［免除科目が
　　　ある場合は、その科目の成績証明書も提出してください］。合格見込みの者は、合格見込成績証明書を提出してください。
　　③上記以外の場合は、出願資格に該当する修了証明書と最終の成績証明書を提出してください。
　　④卒業後5年以上経過したため、高等学校で調査書の取得が困難な場合は、卒業証明書を提出してください。
（3）外国籍の場合　住民票（在留資格、在留期間等が記入されているもの）を提出してください［志願票の氏名は、日本名も使用できます］。
　  ※必要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。
　  ※出願書類は、選考ごとにそれぞれ1通必要となります。
　  ※調査書等の書類は、出願前3ヶ月以内に発行されたものを提出してください。
　  ※各種証明書は、日本語または英語で記載されたものとします。日本語、英語以外で記載された書類には日本語の翻訳文を

添付してください。

大学入学共通テストでは、次の教科・科目を受験してください。

出願書類

日　程

※出願書類の郵送受付は、出願書類提出期間締切日必着です。出願書類は簡易書留速達で郵送してください。
※インターネット出願は、出願登録期間の締切日当日正午までにWEB上で入力・送信し、検定料の振込を完了してください。
　なお、振込が完了しないと志願票が印刷できないため、「出願書類提出期間」の締切日にご注意ください。
※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。
　なお、2022年1月15日（土）・1月16日（日）は大学入学共通テスト実施日のため窓口受付はおこないません。
※受験票は出願書類提出期間締切日の概ね5日後からインターネット申し込み確認画面からダウンロードが可能となります。
　受験票は必ず白紙のA4用紙タテ方向で印刷（カラー、白黒どちらでも可）し、受験番号を確認してください。
※合格者は、入学手続締切日までに入学手続の書類を提出し、　　　　　の表の「入学手続締切日まで」の「納付額」を振り込んでください。p.122

選考科目・選考方法

※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。

※　　　の入試方式と募集人員を参照してください。p.84

福祉総合学部

学　　部 学　　科 教　　科 選考科目・選考方法 入試センター配点 本学換算点

福祉総合学科

「英語」「ドイツ語」「フランス語」「中国語」
「韓国語」から1科目選択
「国語」（近代以降の文章）
「数学Ⅰ・数学A」
「日本史B」または「世界史B」
「現代社会」または「政治・経済」

○「英語」はリスニングを含む
○「外国語」「国語」「数学①」のいずれか1教科を必須とし、
上記科目の中から高得点の「2教科2科目」200点満点で判定

100点

100点
100点
100点
100点

外 国 語

国　　語
数 学 ①
地理歴史
公　　民

大学入試センターが指定する試験場になります。

試験会場

出願手順

この一般選抜（大学入学共通テスト利用）は、大学入学共通テストを利用した入学試験です。受験者は次の手順に従ってください。
①大学入試センターの「受験案内」を、在学している高等学校もしくは中等教育学校、最寄りの国公立大学あるいは参加私立大学で
　入手してください。
②大学入学共通テストの「志願票」を所定の期日までに大学入試センターへ提出してください。
③大学入試センターから送付されてくる「大学入学共通テスト成績請求票（私立大学用）」を本学の入学志願票に貼付して、上記の出願
　期間内に提出してください。

※合否発表、入学手続、入学許可書については　　　　　　　 を参照してください。
※入学許可書は、「学費等納付金」の納付と「入学手続書類」の郵送を入学手続締切日までに完了した者に発行します。
　なお、手続きが完了しない場合には入学を許可しません。

p.120/p.121

「インターネット出願」は  城西国際大学サイト
からアクセスして、インターネット出願のバナーをクリックしてください。

https://www.jiu.ac.jp/

福
祉
総
合
学
部（
福
祉
総
合
学
科
）

福
祉
総
合
学
部（
福
祉
総
合
学
科
）

200点

100点
100点
100点
100点

出願書類提出期間 入学手続締切日合否通知発送日選考日

2022年1月12日（水）～1月21日（金）

2022年2月7日（月）～2月17日（木）

2022年2月22日（火）～3月4日（金）

2022年1月12日（水）～1月20日（木）正午

2022年2月7日（月）～2月16日（水）正午

2022年2月22日（火）～3月3日（木）正午

2月24日（木）

3月15日（火）

3月24日（木）

2月17日（木）

3月8日（火）

3月17日（木）

本学個別学力
検査を
課さない

第1期

第2期

第3期

インターネット出願登録期間

 p.7参照

試験日の異なるすべての一般選抜との併願受験が可能です。また、本学で大学入学共通テストを利用している学部・学科内の併願受験
も可能です。この場合、併願学科の出願書類をそれぞれ提出することが必要です。

入学検定料および出願手続

併願受験

※詳細は　　　 を参照してください。p.7

●大学入学共通テストの「外国語」「国語」「数学①」「地理歴史」「公民」の成績により合否を判定します。
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（全コース）



■ 福祉総合学部の教育研究上の目的
福祉総合学部は、国際的・地域的視点から福祉・医療の問題に関心を持ち、自己の専門性の向上に向けて探求できる人材を育成
する

■ 理学療法学科の教育研究上の目的
理学療法学科は、国際的視野を持ちながら、科学的知見に基づく新しい時代の理学療法学を目指し、専門職の学問的内容に見識を有
する人材を育成する

■ 理学療法学科が求める人物像（アドミッション・ポリシー）
理学療法学科では、本学科の教育方針に共感し、以下のいずれかに当てはまる人を求めます。
1．理学療法士に必要な知識と理解、汎用的技能、態度と指向性、創造的思考を主体性を持って身につけたい人
2．学んだ知識・技能・経験を他者に表現することを目指す人
3．自ら目標を立て行動する努力が継続できる人
4．生命の尊さを理解し、他者への思いやりを持てる人
5．多様な文化・価値観に理解を示し、好奇心にあふれチャレンジ精神旺盛な人
6．多職種間で連携し協働した活動に興味を持ち、他者の意見を傾聴できる人

■ 理学療法学科が求める高校での学習
本学入学後の専門知識習得に必要な基礎能力と、人間関係を構築できるコミュニケーション能力を身につけておいてください。また、目標
を達成するためには、身心を充実させ、目標に対する情熱を維持するうえで必要なセルフマネジメント能力を養っておいてください。高校で
は、英語や国語、生物、化学等々の受験科目だけではなく、国際事情や医療関係など、さまざまな分野の知識や情報を積極的に得るよう
に心がけましょう。多くの情報を収集し、それを整理して、自分自身の考えをまとめることが大学では求められます。日常生活やクラブ活動・
ボランティア活動を通して周囲の人たちと協調すること、他者を理解することにも重きをおいてください。受験前にオープンキャンパスや各
種ガイダンス・相談会等で、福祉総合学部理学療法学科に対する理解を深めてください。

■ 学校推薦型選抜（指定校推薦）

福祉総合学部

学　　部 学　　科 募集人員

理学療法学科 30名

※推薦基準ならびに日程、選考方法などの実施内容は、指定校に直接通知します。

■ スポーツ総合型選抜

福祉総合学部

学　　部 学　　科 募集人員

理学療法学科 2名（総合型選抜15名中）

■ 外国人留学生

福祉総合学部

学　　部 学　　科 募集人員

理学療法学科 2名

各入試方式の日程、
選考方法などの実施内容は… 本ページ以降に記載

■ 入試方式と募集人員 （福祉総合学部 理学療法学科：入学定員80名）

福祉総合学部

学　　部 学　　科 入試方式 募集人員

理学療法学科

15名
（スポーツ総合型選抜を含む）

10名

15名

8名

総合型選抜（第1期）
総合型選抜（第2期）
総合型選抜（第3期）
総合型選抜（第4期）
学校推薦型選抜（公募制推薦）（第1期）
学校推薦型選抜（公募制推薦）（第2期）
一般選抜（Wエントリー選抜）Ａ日程
一般選抜（Wエントリー選抜）Ｂ日程
一般選抜（Wエントリー選抜）Ｃ日程
一般選抜（大学入学共通テスト利用 第1期）
一般選抜（大学入学共通テスト利用 第2期）
一般選抜（大学入学共通テスト利用 第3期）

※選考において「本学福祉総合学部理学療法学科での修学（実習や実地研修を含む）に著しく適性を欠く」と判断した場合には「不合格」となる場合があります。

福
祉
総
合
学
部（
理
学
療
法
学
科
）

福
祉
総
合
学
部（
理
学
療
法
学
科
）

※スポーツ総合型選抜の日程、選考方法などの実施内容は、別冊の入試要項です。
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募集学部・学科および人員

１．高等学校または中等教育学校を卒業した者および2022年3月卒業見込みの者
２．通常の課程による12年の学校教育を修了した者および2022年3月修了見込みの者
３．学校教育法施行規則第150条の規定により、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る者、または2022年3月31日ま

でにこれに該当する見込みの者で、以下の⑴～⑺のいずれかに該当する者
（1）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の指定した者
（2）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2022年3月31日までに修了見込みの者

（3）専修学校の高等課程（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または2022年3月31日までに修了見込みの者。

（4）文部科学大臣の指定した者
（5）高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者（旧規定による大学入学資格検定に合格し

た者を含む）または2022年3月31日までに合格見込みの者
（6）学校教育法第90条第2項の規定により大学に入学した者であって、当該者をその後に入学させる大学において、大学における教

育を受けるにふさわしい学力があると認めた者
（7）本学において、個別の入学（出願）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た者で、2022年3月31

日までに18歳に達する者
※注　出願資格⑹、⑺により、出願を希望する場合は、出願前に審査が必要のため、出願を希望する入学試験の出願締切日の概ね1ヶ月前までに入試課まで相談してください。

上記のいずれかに該当し、なおかつ以下の①～④のいずれかを満たす者
　① 「理学療法」に強い関心をもっている人
　② 「資格取得」に意欲をもっている人
　③大学在学中に達成したい目標をもっている人
　④希望している将来の進路を本学でめざしたい人

出願資格

（１）志　願　票　インターネットに接続されているパソコンで、画面に掲載されている入力手順や注意事項を出願手順の指示に従って、
必要事項を入力し、入学検定料納入後、表示されたPDFファイルをA4サイズの紙に印刷してください。

（２）自己推薦書　本学ＨＰよりダウンロードし、志願者が必ず自筆で記入し、できるだけ詳細に記入してください。
（3）調　査　書　
　　①出身高等学校の調査書
　　②大学入学資格検定合格者、または高等学校卒業程度認定試験合格者は、合格成績証明書を提出してください［免除科目が
　　　ある場合は、その科目の成績証明書も提出してください］。合格見込みの者は、合格見込成績証明書を提出してください。
　　③上記以外の場合は、出願資格に該当する修了証明書と最終の成績証明書を提出してください。
　　④卒業後5年以上経過したため、高等学校で調査書の取得が困難な場合は、卒業証明書を提出してください。
（4）総合型選抜の主旨に合致する書類等

提出した書類は返却しません。大切なものや大きなものは、複写や写真等で代替してください（資格の取得証明や課外活動の成果など
提出できる書類がある場合に限り提出してください。必ず提出しなければならない書類ではありません）。

（5）外国籍の場合　住民票（在留資格、在留期間等が記入されているもの）を提出してください［志願票の氏名は、日本名も使用できます］。
　  ※必要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。
　  ※出願書類は、選考ごとにそれぞれ1通必要となります。
　  ※調査書等の書類は、出願前3ヶ月以内に発行されたものを提出してください。
　  ※各種証明書は、日本語または英語で記載されたものとします。日本語、英語以外で記載された書類には日本語の翻訳文を

添付してください。

出願書類

※出願書類の郵送受付は、出願書類提出期間締切日必着です。出願書類は簡易書留速達で郵送してください。
※インターネット出願は、出願登録期間の締切日当日正午までにWEB上で入力・送信し、検定料の振込を完了してください。
　なお、振込が完了しないと志願票が印刷できないため、「出願書類提出期間」の締切日にご注意ください。
※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。
※受験票は選考日の概ね3～4日前からインターネット申し込み確認画面からダウンロードが可能となります。受験票は必ず白
　紙のA4用紙タテ方向で印刷（カラー、白黒どちらでも可）し、選考日に必ず持参してください。
※合格者は、入学手続締切日までに入学手続の書類を提出し、　　　　　の表の「入学手続締切日まで」の「納付額」を振り込んでください。p.123

（１）書類審査
（2）基礎能力テスト（数学Ⅰ・化学基礎・生物基礎から各2題、計6題の出題より4題を自由選択）
※解答は「マークシート方式」です。
　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。
（3)面接
※（1）～（3）の選考方法により、総合的に判定します。

選考方法

※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。
※他大学等との併願を認めます。

※　　　の入試方式と募集人員を参照してください。

入学検定料および出願手続

選考会場

※詳細は、　　　　 を参照してください。
※選考日当日の緊急時の連絡先は、全て城西国際大学入試課（TEL.0475-55-8855）になります。

千葉東金キャンパス 〒283-8555
千葉県東金市求名（ぐみょう）1番地

時間割

※合否発表、入学手続、入学許可書については　　　　　　　 を参照してください。
※入学許可書は、「学費等納付金」の納付と「入学手続書類」の郵送を入学手続締切日までに完了した者に発行します。
　なお、手続きが完了しない場合には入学を許可しません。

時　間

項　目

13：00～

面接
昼休み

1時限10：40～11：25

基礎能力テスト

※選考当日は、必ず10時20分までに指定された選考会場に入室してください。

福
祉
総
合
学
部（
理
学
療
法
学
科
）

福
祉
総
合
学
部（
理
学
療
法
学
科
）

p.120/p.121

p.128

※詳細は　　   を参照してください。p.7

 p.7参照

日　程

出願書類提出期間インターネット出願登録期間 入学手続締切日合否通知発送日選考日

2021年9月8日（水）～９月24日（金）

2021年11月1日（月）～11月11日（木）

2022年1月12日（水）～1月21日（金）

2022年2月22日（火）～3月1日（火）

2021年9月8日（水）～ 9月23日（木）正午

2021年11月1日（月）～ 11月10日（水）正午

2022年1月12日（水）～1月20日（木）正午

2022年2月22日（火）～2月28日（月）正午

11月11日（木）

12月10日（金）

2月21日（月）

3月24日（木）

11月1日（月）

12月1日（水）

2月14日（月）

3月17日（木）

10月2日（土）

11月20日（土）

1月31日（月）

3月9日（水）

第１期

第２期

第3期

第4期

p.98
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福祉総合学部 理学療法学科

「インターネット出願」は  城西国際大学サイト
からアクセスして、インターネット出願のバナーをクリックしてください。
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福
祉
総
合
学
部（
理
学
療
法
学
科
）

福
祉
総
合
学
部（
理
学
療
法
学
科
）

MEMO

課題１.

課題2.

パラリンピックの起源は1948年、医師ルードウィッヒ・グッドマン博士の提唱によって、ロンドン郊外のストーク・マンデビル病院内で
開かれたアーチェリーの競技会であったとされています。第2次世界大戦で主に脊髄を損傷した兵士たちの、リハビリの一環と
して行われたこの大会は回を重ね、1952年に国際大会になりました。さらに1960年のローマ大会からはオリンピック開催国で、
1988年のソウル大会からはオリンピックの直後に同じ場所で開催され、大会の名称が「パラリンピック」となりました。当初はリハビ
リテーションのためのスポーツだったパラリンピックですが、現在はアスリートによる競技スポーツへと発展しています。そこで、身
体や精神に障害を持つ方がスポーツをする意義について、あなたの考えを具体的に述べてください。

近年、子どもの体力低下が話題となっていますが、文部科学省が公表した 2010 年度の「体力・運動能力調査」によると、ここ
近年の基礎的な運動能力は 6～19歳の男女ともに向上してきていますが、体力がピークであった 1985 年と比べるとまだまだ
低い状態であると報告されています。要因としては、室内遊びの増加による一日の活動量の減少、屋外で遊ぶ環境の減少など
が考えられ、子どもの基礎的な運動能力の低下は、スポーツ活動によるスポーツ外傷やスポーツ障害の増加を引き起こすと考え
られています。そこで、子供の体力低下とスポーツ障害の関係性について意見を述べ、スポーツ障害の予防の在り方について
あなたの意見をまとめて説明してください。

スポーツ総合型選抜課題（スポーツ総合型選抜の受験者対象）

以下の課題の中から1つを選び、選考当日に８００字以上１２００字以内でまとめてください。（事前提出）

※「総合型選抜」で受験される方は、選考日に基礎能力テストを実施いたします。下記の課題は「スポーツ総合型選抜」
　での受験者のみ取り組んで頂く内容となります。
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※詳細は、　　　　 を参照してください。
※選考日当日の緊急時の連絡先は、全て城西国際大学入試課（TEL.0475-55-8855）になります。

募集学部・学科および人員

学校長の推薦が得られ、なおかつ下記のいずれかの要件を満たす者
１．高等学校または中等教育学校を2022年3月卒業見込みの者で、在学中の成績が全体の学習成績の状況3.0以上、人物、出席状況

などが良好な者
2．2022年3月までに高等学校卒業程度認定試験に合格（見込み）の者で、2022年4月1日現在18歳以上19歳以下の者
　法人格を有する大学入学資格検定予備校等の長の推薦が得られる者で、在籍中の成績・人物などが良好な者

出願資格

日　程

※出願書類の郵送受付は、出願書類提出期間締切日必着です。出願書類は簡易書留速達で郵送してください。
※インターネット出願は、出願登録期間の締切日当日正午までにWEB上で入力・送信し、検定料の振込を完了してください。
　なお、振込が完了しないと志願票が印刷できないため、「出願書類提出期間」の締切日にご注意ください。
※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。
※受験票は選考日の概ね3～4日前からインターネット申し込み確認画面からダウンロードが可能となります。受験票は必ず白
　紙のA4用紙タテ方向で印刷（カラー、白黒どちらでも可）し、選考日に必ず持参してください。
※合格者は、入学手続締切日までに入学手続の書類を提出し、　　　　　の表の「入学手続締切日まで」の「納付額」を振り込んでください。p.123

※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。
※他大学等との併願を認めます。

※   　   の入試方式と募集人員を参照してください。

（１）志　願　票　インターネットに接続されているパソコンで、画面に掲載されている入力手順や注意事項を出願手順の指示に従って、
必要事項を入力し、入学検定料納入後、表示されたPDFファイルをA4サイズの紙に印刷してください。

（２）推　薦　書　学校長の推薦書：本学HPよりダウンロードしてください。
　　　　　　　　※高等学校卒業程度認定試験合格（見込み）の者は、法人格を有する大学入学資格検定予備校等の長の推薦書
　　　　　　　　　を提出してください。
（３）自己推薦書　本学ＨＰよりダウンロードし、志願者が必ず自筆で記入し、できるだけ詳細に記入してください。
（４）調　査　書　
　　①出身高等学校の調査書
　　②高等学校卒業程度認定試験合格者は、合格成績証明書を提出してください［免除科目がある場合は、その科目の成績証明書も
　　　提出してください］。合格見込みの者は、合格見込成績証明書を提出してください。
（5）外国籍の場合　住民票（在留資格、在留期間等が記入されているもの）を提出してください［志願票の氏名は、日本名も使用できます］。
　  ※必要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。
　  ※出願書類は、選考ごとにそれぞれ1通必要となります。
　  ※調査書等の書類は、出願前3ヶ月以内に発行されたものを提出してください。
　  ※各種証明書は、日本語または英語で記載されたものとします。日本語、英語以外で記載された書類には日本語の翻訳文を

添付してください。

出願書類

（１）書類審査
（2）基礎能力テスト（数学Ⅰ・化学基礎・生物基礎から各2題、計6題の出題より4題を自由選択）
※解答は「マークシート方式」です。
　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。
（3）面接
※（1）～（3）の選考方法により、総合的に判定します。

選考方法

入学検定料および出願手続

選考会場

千葉東金キャンパス 〒283-8555
千葉県東金市求名（ぐみょう）1番地

時間割

時　間

項　目

13：00～

面接
昼休み

10：40～11：25

基礎能力テスト

※選考当日は、必ず10時20分までに指定された選考会場に入室してください。

※合否発表、入学手続、入学許可書については　　　　　　　 を参照してください。
※入学許可書は、「学費等納付金」の納付と「入学手続書類」の郵送を入学手続締切日までに完了した者に発行します。
　なお、手続きが完了しない場合には入学を許可しません。

福
祉
総
合
学
部（
理
学
療
法
学
科
）

福
祉
総
合
学
部（
理
学
療
法
学
科
）

p.120/p.121

p.128

※詳細は　　   を参照してください。p.7

 p.7参照

出願書類提出期間インターネット出願登録期間 入学手続締切日合否通知発送日選考日

2021年11月1日（月）～11月11日（木）

2021年11月25日（木）～12月3日（金）

2021年11月1日（月）～11月10日（水）正午

2021年11月25日（木）～ 12月2日（木）正午

12月10日（金）

2022年1月11日（火）

12月1日（水）

12月20日（月）

11月21日（日）

12月11日（土）

第１期

第２期

p.98
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福祉総合学部 理学療法学科

「インターネット出願」は  城西国際大学サイト
からアクセスして、インターネット出願のバナーをクリックしてください。

https://www.jiu.ac.jp/



募集学部・学科および人員

下記のいずれかに該当する者
１．高等学校または中等教育学校を卒業した者および2022年3月卒業見込みの者
２．通常の課程による12年の学校教育を修了した者および2022年3月修了見込みの者
３．学校教育法施行規則第150条の規定により、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る者、または2022年3月31日ま

でにこれに該当する見込みの者で、以下の⑴～⑺のいずれかに該当する者
（1）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の指定した者
（2）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2022年3月31日までに修了見込みの者

（3）専修学校の高等課程（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または2022年3月31日までに修了見込みの者

（4）文部科学大臣の指定した者
（5）高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者（旧規定による大学入学資格検定に合格し

た者を含む）または2022年3月31日までに合格見込みの者
（6）学校教育法第90条第2項の規定により大学に入学した者であって、当該者をその後に入学させる大学において、大学における教

育を受けるにふさわしい学力があると認めた者
（7）本学において、個別の入学（出願）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た者で、2022年3月31

日までに18歳に達する者
※注　出願資格⑹、⑺により、出願を希望する場合は、出願前に審査が必要のため、出願を希望する入学試験の出願締切日の概ね1ヶ月前までに入試課まで相談してください。

出願資格

出願時に希望選考会場を選択してください。なお、東京紀尾井町キャンパス選考会場の収容定員を超えた場合には、千葉東金キャンパ
ス選考会場での受験となります。選考会場については受験票で必ず確認してください。

選考会場

（１）志　願　票　インターネットに接続されているパソコンで、画面に掲載されている入力手順や注意事項を出願手順の指示に従って、
必要事項を入力し、入学検定料納入後、表示されたPDFファイルをA4サイズの紙に印刷してください。

（２）調　査　書　
　　①出身高等学校の調査書
　　②大学入学資格検定合格者、または高等学校卒業程度認定試験合格者は、合格成績証明書を提出してください［免除科目が
　　　ある場合は、その科目の成績証明書も提出してください］。合格見込みの者は、合格見込成績証明書を提出してください。
　　③上記以外の場合は、出願資格に該当する修了証明書と最終の成績証明書を提出してください。
　　④卒業後5年以上経過したため、高等学校で調査書の取得が困難な場合は、卒業証明書を提出してください。
（3）外国籍の場合　住民票（在留資格、在留期間等が記入されているもの）を提出してください［志願票の氏名は、日本名も使用できます］。
　  ※必要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。
　  ※出願書類は、選考ごとにそれぞれ1通必要となります。
　  ※調査書等の書類は、出願前3ヶ月以内に発行されたものを提出してください。
　  ※各種証明書は、日本語または英語で記載されたものとします。日本語、英語以外で記載された書類には日本語の翻訳文を

添付してください。

出願書類

日　程

時間割

選考科目・選考方法

※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。

※　　　の入試方式と募集人員を参照してください。

千葉東金キャンパス 〒283-8555
千葉県東金市求名（ぐみょう）1番地

東京紀尾井町キャンパス 1号棟　〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3-26
3号棟　〒102-0093 東京都千代田区平河町2-3-20

学　　部 学　　科 選考科目・選考方法 配　点

福祉総合学部 理学療法学科

※選考当日は、必ず10時20分までに指定された選考会場に入室してください。

①外国語―英語「コミュニケーション英語Ⅰ・コミュニケーション英語Ⅱ・英語表現Ⅰ」
②国　語―国語「国語総合（古文・漢文を除く）・現代文B」
　数　学―数学「数学Ⅰ・数学A」
　「国語」または「数学」のいずれか選択
③理　科―化学「化学基礎」
　　　　　生物「生物基礎」　

いずれか選択

※①から③の3科目を受験し、「3科目（300点満点）」と「高得点2科目〔外国語+
高得点1科目〕（200点満点）」の2つの選考方式で判定

100点
100点
100点

100点

入学検定料および出願手続

※Ａ日程・Ｂ日程、両日の併願受験が可能です（出願書類および入学検定料はそれぞれ必要となります）。
※出願書類の郵送受付は、出願書類提出期間締切日必着です。出願書類は簡易書留速達で郵送してください。
※インターネット出願は、出願登録期間の締切日当日正午までにWEB上で入力・送信し、検定料の振込を完了してください。
　なお、振込が完了しないと志願票が印刷できないため、「出願書類提出期間」の締切日にご注意ください。
※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。
　なお、2022年1月15日（土）・1月16日（日）は大学入学共通テスト実施日のため窓口受付はおこないません。
※受験票は選考日の概ね3～4日前からインターネット申し込み確認画面からダウンロードが可能となります。受験票は必ず白
　紙のA4用紙タテ方向で印刷（カラー、白黒どちらでも可）し、選考日に必ず持参してください。
※合格者は、入学手続締切日までに入学手続の書類を提出し、　　　　　の表の「入学手続締切日まで」の「納付額」を振り込んでください。p.123

※詳細は、　　　　         を参照してください。
※選考日当日の緊急時の連絡先は、全て城西国際大学入試課（TEL.0475-55-8855）になります。

｝

※合否発表、入学手続、入学許可書については　　　　　　　 を参照してください。
※入学許可書は、「学費等納付金」の納付と「入学手続書類」の郵送を入学手続締切日までに完了した者に発行します。
　なお、手続きが完了しない場合には入学を許可しません。
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Wエントリー選抜とは、3科目を受験し、「3科目の合計」と「高得点
2科目（外国語を必須とし、その他の高得点1科目を加えた2科目）
の合計」の2つの判定方式で審査する入試制度です。
合否はそれぞれの判定結果ごとに通知します。

受験番号

「3科目の合計」で審査する受験番号が「第1受験番号」、「高得点2科目（外国語+高得点1科目）」で審査する受験番号が「第2受験番号」です。
選考当日、選考会場で表記する受験番号は「第1受験番号」です。

p.120/p.121

p.128/p.129

※詳細は　　   を参照してください。p.7

 p.7参照

※A日程で実施する特待生入試については、別冊の特待生制度パンフレット、Webページ（https://www.jiu.ac.jp/news/
　detail/id=9311）で確認してください（インターネット出願登録時にエントリーが必要）。

※解答は「マークシート方式」です。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。

出願書類提出期間 入学手続締切日合否通知発送日選考日

2022年1月12日（水）～1月21日（金）
A日程

B日程

2022年2月7日（月）～2月17日（木）

2022年1月12日（水）～1月20日（木）正午

2022年2月7日（月）～2月16日（水）正午

2月21日（月）

3月15日（火）

2月14日（月）

3月8日（火）

2月1日（火）

2月2日（水）

2月25日（金）C日程

インターネット出願登録期間

時　限

時　間

科　目

3時限

14：20～15：20

化学・生物の
いずれか選択
（100点）

2時限

12：40～13：40

国語・数学の
いずれか選択
（100点）

昼休み

1時限

10：40～11：40

外国語
（100点）

p.98
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一般選抜 
（Wエントリー選抜） 「インターネット出願」は  城西国際大学サイト

からアクセスして、インターネット出願のバナーをクリックしてください。
https://www.jiu.ac.jp/
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募集学部・学科および人員

2022年度大学入学共通テスト受験案内（願書）に準じます

出願資格

（１）志　願　票　インターネットに接続されているパソコンで、画面に掲載されている入力手順や注意事項を出願手順の指示に従って、
必要事項を入力し、入学検定料納入後、表示されたPDFファイルをA4サイズの紙に印刷してください。印刷された志
願票に「大学入学共通テスト成績請求票（私立大学用）」を貼付してください。　　　　　　

（２）調　査　書　
　　①出身高等学校の調査書
　　②大学入学資格検定合格者、または高等学校卒業程度認定試験合格者は、合格成績証明書を提出してください［免除科目が
　　　ある場合は、その科目の成績証明書も提出してください］。合格見込みの者は、合格見込成績証明書を提出してください。
　　③上記以外の場合は、出願資格に該当する修了証明書と最終の成績証明書を提出してください。
　　④卒業後5年以上経過したため、高等学校で調査書の取得が困難な場合は、卒業証明書を提出してください。
（3）外国籍の場合　住民票（在留資格、在留期間等が記入されているもの）を提出してください［志願票の氏名は、日本名も使用できます］。
　  ※必要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。
　  ※出願書類は、選考ごとにそれぞれ1通必要となります。
　  ※調査書等の書類は、出願前3ヶ月以内に発行されたものを提出してください。
　  ※各種証明書は、日本語または英語で記載されたものとします。日本語、英語以外で記載された書類には日本語の翻訳文を

添付してください。

大学入学共通テストでは、次の教科・科目を受験してください。

試験日の異なるすべての一般選抜との併願受験が可能です。また、本学で大学入学共通テストを利用している学部・学科内の併願受験
も可能です。この場合、併願学科の出願書類をそれぞれ提出することが必要です。

出願書類

日　程

※出願書類の郵送受付は、出願書類提出期間締切日必着です。出願書類は簡易書留速達で郵送してください。
※インターネット出願は、出願登録期間の締切日当日正午までにWEB上で入力・送信し、検定料の振込を完了してください。
　なお、振込が完了しないと志願票が印刷できないため、「出願書類提出期間」の締切日にご注意ください。
※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。
　なお、2022年1月15日（土）・1月16日（日）は大学入学共通テスト実施日のため窓口受付はおこないません。
※受験票は出願書類提出期間締切日の概ね5日後からインターネット申し込み確認画面からダウンロードが可能となります。
　受験票は必ず白紙のA4用紙タテ方向で印刷（カラー、白黒どちらでも可）し、受験番号を確認してください。
※合格者は、入学手続締切日までに入学手続の書類を提出し、　　　　　の表の「入学手続締切日まで」の「納付額」を振り込んでください。

●大学入学共通テストの「外国語」「国語」「数学」「理科」の成績により合否を判定します。

選考科目・選考方法

※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。

※　　　の入試方式と募集人員を参照してください。

入学検定料および出願手続

併願受験

学　　部 学　　科 教　　科 選考科目・選考方法 入試センター配点 本学換算点

福祉総合学部 理学療法学科

「英語」「ドイツ語」「フランス語」「中国語」
「韓国語」から1科目選択
「国語」（近代以降の文章）
数学①―「数学Ⅰ・数学A」
理科①―「化学基礎」と「生物基礎」の2科目
理科②―「化学」または「生物」のいずれか1科目

○「外国語」は必須科目（100点換算）
　「英語」はリスニングを含む。
○「国語」「数学」「理科」から2教科以上選択。
○「外国語」を必須とし、「国語」「数学」「理科」から
　高得点の2科目による3科目の成績により
　合否判定（300点満点）。
○「理科」は以下のとおり。

（1）「理科①の2科目」を100点換算
（2）「理科②の1科目」を100点換算
※（1）、（2）のいずれか高得点を採用
※理科①または理科②のいずれかで受験可。
※理科①は4科目から2科目の選択時に上記
　2科目を選択してください。

100点

100点
100点
100点
100点

外国語

国　語
数　学
理　科
理　科

大学入試センターが指定する試験場になります。

試験会場

この一般選抜（大学入学共通テスト利用）は、大学入学共通テストを利用した入学試験です。受験者は次の手順に従ってください。
①大学入試センターの「受験案内」を、在学している高等学校もしくは中等教育学校、最寄りの国公立大学あるいは参加私立大学で
　入手してください。
②大学入学共通テストの「志願票」を所定の期日までに大学入試センターへ提出してください。
③大学入試センターから送付されてくる「大学入学共通テスト成績請求票（私立大学用）」を本学の入学志願票に貼付して、上記の出願
　期間内に提出してください。

出願手順

※合否発表、入学手続、入学許可書については　　　　　　　 を参照してください。
※入学許可書は、「学費等納付金」の納付と「入学手続書類」の郵送を入学手続締切日までに完了した者に発行します。
　なお、手続きが完了しない場合には入学を許可しません。

p.120/p.121
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200点

100点
100点
100点
100点

p.123

 p.7参照

※詳細は         を参照してください。p.7
出願書類提出期間 入学手続締切日合否通知発送日選考日

2022年1月12日（水）～1月21日（金）

2022年2月7日（月）～2月17日（木）

2022年2月22日（火）～3月4日（金）

2022年1月12日（水）～1月20日（木）正午

2022年2月7日（月）～2月16日（水）正午

2022年2月22日（火）～3月3日（木）正午

2月24日（木）

3月15日（火）

3月24日（木）

2月17日（木）

3月8日（火）

3月17日（木）

本学個別学力
検査を
課さない

第1期

第2期

第3期

インターネット出願登録期間

p.98
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一般選抜
（大学入学共通テスト利用） 「インターネット出願」は  城西国際大学サイト

からアクセスして、インターネット出願のバナーをクリックしてください。
https://www.jiu.ac.jp/
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■ 看護学部の教育研究上の目的
看護学部は、学際的知見に裏付けられた新しい時代の看護を目指し、人の尊厳を守り、人間性豊かで、異文化理解や薬学、福祉に
明るい、探究心と倫理性を兼ね備えた看護職者を育成する

■ 看護学部が求める人物像（アドミッション・ポリシー）
看護学部では、本学部の教育方針に共感し、以下のいずれかに当てはまる人を求めます。
1．多様な価値観を認め合う寛容さを持ち、自己や他者を大切にできる人
2．他者とコミュニケーションを取り、協働できる人
3．看護専門知識・技能の習得や関心のあることに主体的に取り組むことができる人
4．グローバルな活動に関心を持っている人

 
■ 看護学部が求める高校での学習
•本学入学後の専門知識習得に必要な基礎の学力と、目標に向かって努力を重ねる習慣をぜひ身につけておいてください。
•受験に向けた勉強にとどまることなく、論理的な思考や表現力を高めるために、たくさんの本を読みましょう。
•クラブ活動やボランティア活動などを通して、多様な背景や価値観をもつ人達と交流することにも重きをおいてください。
•オープンキャンパスや各種ガイダンス・相談会等で、本学部に対する理解を深めてください。

看護学部 自治体・病院奨学金制度について
本学看護学部生のために、高額奨学金を利用できるように自治体や周辺病院の支援をいただいています。金額・条件については、
各自治体・病院により異なりますが、年額100万円以上の高額奨学金の貸与が可能です。
いずれも卒業後、指定病院にて貸与年数以上勤務することにより返還が免除されます。
自治体・病院による説明会は2022年2月に実施する予定で、随時、自治体・病院の選考により採用が決定します。
大学入学共通テスト利用第1期、第2期による合格者については、別途資料を送付して案内します（募集枠が残った自治体・病院での
案内となります）。
当該奨学制度の貸与申請を希望する場合には、早い時期での受験をご検討ください。

■ 入試方式と募集人員 （看護学部 看護学科：入学定員100名）

看護学部

学　　部 学　　科 入試方式 募集人員

看護学科

21名

10名

20名

7名

■ 学校推薦型選抜（指定校推薦）

看護学部

学　　部 学　　科 募集人員

看護学科 40名

■ 外国人留学生

看護学部

学　　部 学　　科 募集人員

看護学科 2名

※推薦基準ならびに日程、選考方法などの実施内容は、指定校に直接通知します。
※選考において「本学看護学部での修学（実習や実地研修を含む）に著しく適性を欠く」と判断した場合には「不合格」となる場合があります。

各入試方式の日程、
選考方法などの実施内容は… 本ページ以降に記載

総合型選抜（第1期）
総合型選抜（第2期）
総合型選抜（第3期）
総合型選抜（第4期）
学校推薦型選抜（公募制推薦）（第1期）
一般選抜（高得点2科目選抜）Ａ日程
一般選抜（高得点2科目選抜）Ｂ日程
一般選抜（大学入学共通テスト利用　第1期）
一般選抜（大学入学共通テスト利用　第2期）

※選考において「本学看護学部での修学（実習や実地研修を含む）に著しく適性を欠く」と判断した場合には「不合格」となる場合があります。
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募集学部・学科および人員

１．高等学校または中等教育学校を卒業した者および2022年3月卒業見込みの者
２．通常の課程による12年の学校教育を修了した者および2022年3月修了見込みの者
３．学校教育法施行規則第150条の規定により、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る者、または2022年3月31日ま

でにこれに該当する見込みの者で、以下の⑴～⑺のいずれかに該当する者
（1）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の指定した者
（2）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2022年3月31日までに修了見込みの者

（3）専修学校の高等課程（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または2022年3月31日までに修了見込みの者

（4）文部科学大臣の指定した者
（5）高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者（旧規定による大学入学資格検定に合格し

た者を含む）または2022年3月31日までに合格見込みの者
（6）学校教育法第90条第2項の規定により大学に入学した者であって、当該者をその後に入学させる大学において、大学における教

育を受けるにふさわしい学力があると認めた者
（7）本学において、個別の入学（出願）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た者で、2022年3月31

日までに18歳に達する者
※注　出願資格⑹、⑺により、出願を希望する場合は、出願前に審査が必要のため、出願を希望する入学試験の出願締切日の概ね1ヶ月前までに入試課まで相談してください。

上記のいずれかに該当し、なおかつ以下の①～④を満たす者
　① 「看護関係領域」に強い関心をもっている人
　② 「資格取得」に意欲をもっている人
　③大学在学中に達成したい目標をもっている人
　④希望している将来の進路を本学でめざしたい人

出願資格

（１）志　願　票　インターネットに接続されているパソコンで、画面に掲載されている入力手順や注意事項を出願手順の指示に従って、
必要事項を入力し、入学検定料納入後、表示されたPDFファイルをA4サイズの紙に印刷してください。

（２）自己推薦書　本学ＨＰよりダウンロードし、志願者が必ず自筆で記入し、できるだけ詳細に記入してください。
（3）調　査　書　
　　①出身高等学校の調査書
　　②大学入学資格検定合格者、または高等学校卒業程度認定試験合格者は、合格成績証明書を提出してください［免除科目が
　　　ある場合は、その科目の成績証明書も提出してください］。合格見込みの者は、合格見込成績証明書を提出してください。
　　③上記以外の場合は、出願資格に該当する修了証明書と最終の成績証明書を提出してください。
　　④卒業後5年以上経過したため、高等学校で調査書の取得が困難な場合は、卒業証明書を提出してください。
（4）総合型選抜の主旨に合致する書類等

提出した書類は返却しません。大切なものや大きなものは、複写や写真等で代替してください（資格の取得証明や課外活動の成果など
提出できる書類がある場合に限り提出してください。必ず提出しなければならない書類ではありません）。

（5）外国籍の場合　住民票（在留資格、在留期間等が記入されているもの）を提出してください［志願票の氏名は、日本名も使用できます］。
　  ※必要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。
　  ※出願書類は、選考ごとにそれぞれ1通必要となります。
　  ※調査書等の書類は、出願前3ヶ月以内に発行されたものを提出してください。
　  ※各種証明書は、日本語または英語で記載されたものとします。日本語、英語以外で記載された書類には日本語の翻訳文を

添付してください。

出願書類

日　程

（１）書類審査
（2）基礎能力テスト（数学Ⅰ・化学基礎・生物基礎から各2題、計6題の出題より4題を自由選択）
※解答は「マークシート方式」です。
　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。
（3）面接
※（1）～（3）の選考方法により、総合的に判定します。

選考方法

※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。
※他大学等との併願を認めます。

※　　　の入試方式と募集人員を参照してください。p.110

 p.7参照

※詳細は         を参照してください。p.7

入学検定料および出願手続

選考会場

※詳細は、　　　　 を参照してください。
※選考日当日の緊急時の連絡先は、全て城西国際大学入試課（TEL.0475-55-8855）になります。

千葉東金キャンパス 〒283-8555
千葉県東金市求名（ぐみょう）1番地

p.128

※出願書類の郵送受付は、出願書類提出期間締切日必着です。出願書類は簡易書留速達で郵送してください。
※インターネット出願は、出願登録期間の締切日当日正午までにWEB上で入力・送信し、検定料の振込を完了してください。
　なお、振込が完了しないと志願票が印刷できないため、「出願書類提出期間」の締切日にご注意ください。
※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。
※受験票は選考日の概ね3～4日前からインターネット申し込み確認画面からダウンロードが可能となります。受験票は必ず白
　紙のA4用紙タテ方向で印刷（カラー、白黒どちらでも可）し、選考日に必ず持参してください。
※合格者は、入学手続締切日までに入学手続の書類を提出し、　　　　　の表の「入学手続締切日まで」の「納付額」を振り込んでください。p.124

時間割

※合否発表、入学手続、入学許可書については　　　　　　　 を参照してください。
※入学許可書は、「学費等納付金」の納付と「入学手続書類」の郵送を入学手続締切日までに完了した者に発行します。
　なお、手続きが完了しない場合には入学を許可しません。

p.120/p.121

時　間

項　目

13：00～

面接
昼休み

1時限10：40～11：25

基礎能力テスト

※選考当日は、必ず10時20分までに指定された選考会場に入室してください。出願書類提出期間インターネット出願登録期間 入学手続締切日合否通知発送日選考日
2021年9月8日（水）～９月24日（金）
2021年11月1日（月）～11月11日（木）
2022年1月12日（水）～1月21日（金）
2022年2月22日（火）～3月1日（火）

2021年9月8日（水）～ 9月23日（木）正午
2021年11月1日（月）～ 11月10日（水）正午
2022年1月12日（水）～1月20日（木）正午
2022年2月22日（火）～2月28日（月）正午

11月11日（木）
12月10日（金）
2月21日（月）
3月24日（木）

11月1日（月）
12月1日（水）
2月14日（月）
3月17日（木）

10月2日（土）
11月20日（土）
1月31日（月）
3月9日（水）

第１期
第２期
第3期
第4期
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募集学部・学科および人員

学校長の推薦が得られ、なおかつ下記のいずれかの要件を満たす者
１．高等学校または中等教育学校を2020年3月以降に卒業した者および2022年3月卒業見込みの者で、在学中の成績が全体の学習成

績の状況（評定平均値）3.0以上、人物、出席状況などが良好な者
2．2022年3月までに高等学校卒業程度認定試験に合格（見込み）の者で、2022年4月1日現在18歳以上19歳以下の者
　法人格を有する大学入学資格検定予備校等の長の推薦が得られる者で、在籍中の成績・人物などが良好な者

出願資格

日　程

※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。
※他大学等との併願を認めます。

※　　　の入試方式と募集人員を参照してください。p.110

（１）志　願　票　インターネットに接続されているパソコンで、画面に掲載されている入力手順や注意事項を出願手順の指示に従って、
必要事項を入力し、入学検定料納入後、表示されたPDFファイルをA4サイズの紙に印刷してください。

（２）推　薦　書　学校長の推薦書：本学HPよりダウンロードしてください。
　　　　　　　　※高等学校卒業程度認定試験合格（見込み）の者は、法人格を有する大学入学資格検定予備校等の長の推薦書
　　　　　　　　　を提出してください。
（３）自己推薦書　本学ＨＰよりダウンロードし、志願者が必ず自筆で記入し、できるだけ詳細に記入してください。
（４）調　査　書　
　　①出身高等学校の調査書
　　②高等学校卒業程度認定試験合格者は、合格成績証明書を提出してください［免除科目がある場合は、その科目の成績証明書も
　　　提出してください］。合格見込みの者は、合格見込成績証明書を提出してください。
（5）外国籍の場合　住民票（在留資格、在留期間等が記入されているもの）を提出してください［志願票の氏名は、日本名も使用できます］。
　  ※必要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。
　  ※出願書類は、選考ごとにそれぞれ1通必要となります。
　  ※調査書等の書類は、出願前3ヶ月以内に発行されたものを提出してください。
　  ※各種証明書は、日本語または英語で記載されたものとします。日本語、英語以外で記載された書類には日本語の翻訳文を

添付してください。

出願書類

（１）書類審査
（2）基礎能力テスト（数学Ⅰ・化学基礎・生物基礎から各2題、計6題の出題より4題を自由選択）
※解答は「マークシート方式」です。
　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。
（3）面接
※（1）～（3）の選考方法により、総合的に判定します。

選考方法

入学検定料および出願手続

看
護
学
部

看
護
学
部

選考会場

千葉東金キャンパス 〒283-8555
千葉県東金市求名（ぐみょう）1番地

※詳細は、　　　　 を参照してください。
※選考日当日の緊急時の連絡先は、
　全て城西国際大学入試課（TEL.0475-55-8855）になります。

p.128

時間割

時　間

項　目

13：00～

面接
昼休み

10：40～11：25

基礎能力テスト

※選考当日は、必ず10時20分までに指定された選考会場に入室してください。

※合否発表、入学手続、入学許可書については　　　　　　　 を参照してください。
※入学許可書は、「学費等納付金」の納付と「入学手続書類」の郵送を入学手続締切日までに完了した者に発行します。
　なお、手続きが完了しない場合には入学を許可しません。

p.120/p.121

※出願書類の郵送受付は、出願書類提出期間締切日必着です。出願書類は簡易書留速達で郵送してください。
※インターネット出願は、出願登録期間の締切日当日正午までにWEB上で入力・送信し、検定料の振込を完了してください。
　なお、振込が完了しないと志願票が印刷できないため、「出願書類提出期間」の締切日にご注意ください。
※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。
※受験票は選考日の概ね3～4日前からインターネット申し込み確認画面からダウンロードが可能となります。受験票は必ず白
　紙のA4用紙タテ方向で印刷（カラー、白黒どちらでも可）し、選考日に必ず持参してください。
※合格者は、入学手続締切日までに入学手続の書類を提出し、　　　　　の表の「入学手続締切日まで」の「納付額」を振り込んでください。p.124

※詳細は         を参照してください。p.7

出願書類提出期間インターネット出願登録期間 入学手続締切日合否通知発送日選考日

2021年11月1日（月）～11月11日（木）2021年11月1日（月）～ 11月10日（水）正午 12月10日（金）12月1日（水）11月21日（日）

 p.7参照
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募集学部・学科および人員

下記のいずれかに該当する者
１．高等学校または中等教育学校を卒業した者および2022年3月卒業見込みの者
２．通常の課程による12年の学校教育を修了した者および2022年3月修了見込みの者
３．学校教育法施行規則第150条の規定により、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る者、または2022年3月31日ま

でにこれに該当する見込みの者で、以下の⑴～⑺のいずれかに該当する者
（1）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の指定した者
（2）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2022年3月31日までに修了見込みの者

（3）専修学校の高等課程（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または2022年3月31日までに修了見込みの者

（4）文部科学大臣の指定した者
（5）高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者（旧規定による大学入学資格検定に合格し

た者を含む）または2022年3月31日までに合格見込みの者
（6）学校教育法第90条第2項の規定により大学に入学した者であって、当該者をその後に入学させる大学において、大学における教

育を受けるにふさわしい学力があると認めた者
（7）本学において、個別の入学（出願）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た者で、2022年3月31

日までに18歳に達する者
※注　出願資格⑹、⑺により、出願を希望する場合は、出願前に審査が必要のため、出願を希望する入学試験の出願締切日の概ね1ヶ月前までに入試課まで相談してください。

出願資格

出願時に希望選考会場を選択してください。なお、東京紀尾井町キャンパス選考会場の収容定員を超えた場合には、千葉東金キャンパ
ス選考会場での受験となります。選考会場については受験票で必ず確認してください。

選考会場

（１）志　願　票　インターネットに接続されているパソコンで、画面に掲載されている入力手順や注意事項を出願手順の指示に従って、
必要事項を入力し、入学検定料納入後、表示されたPDFファイルをA4サイズの紙に印刷してください。

（２）調　査　書　
　　①出身高等学校の調査書
　　②大学入学資格検定合格者、または高等学校卒業程度認定試験合格者は、合格成績証明書を提出してください［免除科目が
　　　ある場合は、その科目の成績証明書も提出してください］。合格見込みの者は、合格見込成績証明書を提出してください。
　　③上記以外の場合は、出願資格に該当する修了証明書と最終の成績証明書を提出してください。
　　④卒業後5年以上経過したため、高等学校で調査書の取得が困難な場合は、卒業証明書を提出してください。
（3）外国籍の場合　住民票（在留資格、在留期間等が記入されているもの）を提出してください［志願票の氏名は、日本名も使用できます］。
　  ※必要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。
　  ※出願書類は、選考ごとにそれぞれ1通必要となります。
　  ※調査書等の書類は、出願前3ヶ月以内に発行されたものを提出してください。
　  ※各種証明書は、日本語または英語で記載されたものとします。日本語、英語以外で記載された書類には日本語の翻訳文を

添付してください。

出願書類

日　程

時間割

選考科目・選考方法

※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。

※　　　の入試方式と募集人員を参照してください。p.110

千葉東金キャンパス 〒283-8555
千葉県東金市求名（ぐみょう）1番地

東京紀尾井町キャンパス 1号棟　〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3-26
3号棟　〒102-0093 東京都千代田区平河町2-3-20

時　限

時　間

科　目

4時限3時限2時限

15：40～

面接

14：20～15：20

化学・生物の
いずれか選択
（100点）

12：40～13：40

国語・数学の
いずれか選択
（100点）

昼休み

1時限

10：40～11：40

外国語
（100点）

学　　部 学　　科 選考科目・選考方法 配点

看護学部 看護学科

※選考当日は、必ず10時20分までに指定された選考会場に入室してください。

①外国語―英語「コミュニケーション英語Ⅰ・コミュニケーション英語Ⅱ・英語表現Ⅰ」
②国　語―国語「国語総合（古文・漢文を除く）・現代文B」
　数　学―数学「数学Ⅰ・数学A」
　国語または数学のいずれか選択
③理　科―化学「化学基礎」
　　　　　生物「生物基礎」　

いずれか選択

※①から③の3科目を受験し、高得点の2科目（200点満点）で判定
④面接 （筆記試験終了後）

100点
100点
100点

100点

入学検定料および出願手続

看
護
学
部

看
護
学
部

※詳細は、　　　　         を参照してください。
※選考日当日の緊急時の連絡先は、全て城西国際大学入試課（TEL.0475-55-8855）になります。

p.128/p.129

｝

※合否発表、入学手続、入学許可書については　　　　　　　 を参照してください。
※入学許可書は、「学費等納付金」の納付と「入学手続書類」の郵送を入学手続締切日までに完了した者に発行します。
　なお、手続きが完了しない場合には入学を許可しません。

ｐ.120/ｐ.121

※Ａ日程・Ｂ日程、両日の併願受験が可能です（出願書類および入学検定料はそれぞれ必要となります）。
※出願書類の郵送受付は、出願書類提出期間締切日必着です。出願書類は簡易書留速達で郵送してください。
※インターネット出願は、出願登録期間の締切日当日正午までにWEB上で入力・送信し、検定料の振込を完了してください。
　なお、振込が完了しないと志願票が印刷できないため、「出願書類提出期間」の締切日にご注意ください。
※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。
　なお、2022年1月15日（土）・1月16日（日）は大学入学共通テスト実施日のため窓口受付はおこないません。
※受験票は選考日の概ね3～4日前からインターネット申し込み確認画面からダウンロードが可能となります。受験票は必ず白
　紙のA4用紙タテ方向で印刷（カラー、白黒どちらでも可）し、選考日に必ず持参してください。
※合格者は、入学手続締切日までに入学手続の書類を提出し、　　　　　の表の「入学手続締切日まで」の「納付額」を振り込んでください。p.124

※詳細は         を参照してください。p.7

出願書類提出期間インターネット出願登録期間 入学手続締切日合否通知発送日選考日

2022年1月12日（水）～1月21日（金）2022年1月12日（水）～1月20日（木）正午 2月21日（月）2月14日（月）
2月1日（火）

2月2日（水）

A日程

B日程

 p.7参照

※A日程で実施する特待生入試については、別冊の特待生制度パンフレット、Webページ（https://www.jiu.ac.jp/news/
　detail/id=9311）で確認してください（インターネット出願登録時にエントリーが必要）。

※解答は「マークシート方式」です。 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。
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一般選抜
（高得点2科目選抜）

〔特待生入試 A日程（エントリー制）〕

「インターネット出願」は  城西国際大学サイト
からアクセスして、インターネット出願のバナーをクリックしてください。

https://www.jiu.ac.jp/

看護学部

JIU2022_学生募集要項　【看護学部】 



募集学部・学科および人員

2022年度大学入学共通テスト受験案内（願書）に準じます

出願資格

（１）志　願　票　インターネットに接続されているパソコンで、画面に掲載されている入力手順や注意事項を出願手順の指示に従って、
必要事項を入力し、入学検定料納入後、表示されたPDFファイルをA4サイズの紙に印刷してください。印刷された志
願票に「大学入学共通テスト成績請求票（私立大学用）」を貼付してください。　　　　　　

（２）調　査　書　
　　①出身高等学校の調査書
　　②大学入学資格検定合格者、または高等学校卒業程度認定試験合格者は、合格成績証明書を提出してください［免除科目が
　　　ある場合は、その科目の成績証明書も提出してください］。合格見込みの者は、合格見込成績証明書を提出してください。
　　③上記以外の場合は、出願資格に該当する修了証明書と最終の成績証明書を提出してください。
　　④卒業後5年以上経過したため、高等学校で調査書の取得が困難な場合は、卒業証明書を提出してください。
（3）外国籍の場合　住民票（在留資格、在留期間等が記入されているもの）を提出してください［志願票の氏名は、日本名も使用できます］。
　  ※必要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。
　  ※出願書類は、選考ごとにそれぞれ1通必要となります。
　  ※調査書等の書類は、出願前3ヶ月以内に発行されたものを提出してください。
　  ※各種証明書は、日本語または英語で記載されたものとします。日本語、英語以外で記載された書類には日本語の翻訳文を

添付してください。

大学入学共通テストでは、次の教科・科目を受験してください。

試験日の異なるすべての一般選抜との併願受験が可能です。また、本学で大学入学共通テストを利用している学部・学科内の併願受験
も可能です。この場合、併願学科の出願書類をそれぞれ提出することが必要です。

出願書類

日　程

●大学入学共通テストの「外国語」「国語」「数学」「理科」の成績により合否を判定します。

選考科目・選考方法

※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。

※　　　の入試方式と募集人員を参照してください。p.110

入学検定料および出願手続

併願受験

看護学部

学　　部 学　　科 教　　科 選考科目・選考方法 入試センター配点 本学換算点

看護学科

「英語」「ドイツ語」「フランス語」「中国語」
「韓国語」から1科目選択
「国語」（近代以降の文章）
数学①―「数学Ⅰ・数学A」
理科①―「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」
　　　　「地学基礎」のうちから2科目
理科②―「物理」「化学」「生物」「地学」から1科目
○「外国語」は必須科目（100点換算）
　「英語」はリスニングを含む。
〇上記の「国語」「数学」「理科」から
　2教科以上選択　各科目100点
〇外国語＋高得点2教科　300点満点
○「理科」は以下のとおり
　（1）「理科①の2科目」を100点換算
　（2）「理科②の1科目」を100点換算
　※（1）（2）のいずれか高得点を採用
　※理科①または理科②のいずれかで受験可

200点

100点
100点
100点

100点

100点

100点
100点
100点

100点

外国語

国　語
数　学
理　科

大学入試センターが指定する試験場になります。

試験会場

この一般選抜（大学入学共通テスト利用）は、大学入学共通テストを利用した入学試験です。受験者は次の手順に従ってください。
①大学入試センターの「受験案内」を、在学している高等学校もしくは中等教育学校、最寄りの国公立大学あるいは参加私立大学で
　入手してください。
②大学入学共通テストの「志願票」を所定の期日までに大学入試センターへ提出してください。
③大学入試センターから送付されてくる「大学入学共通テスト成績請求票（私立大学用）」を本学の入学志願票に貼付して、上記の出願
　期間内に提出してください。

出願手順

看
護
学
部

看
護
学
部

※合否発表、入学手続、入学許可書については　　　　　　　 を参照してください。
※入学許可書は、「学費等納付金」の納付と「入学手続書類」の郵送を入学手続締切日までに完了した者に発行します。
　なお、手続きが完了しない場合には入学を許可しません。

p.120/p.121

※出願書類の郵送受付は、出願書類提出期間締切日必着です。出願書類は簡易書留速達で郵送してください。
※インターネット出願は、出願登録期間の締切日当日正午までにWEB上で入力・送信し、検定料の振込を完了してください。
　なお、振込が完了しないと志願票が印刷できないため、「出願書類提出期間」の締切日にご注意ください。
※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。
　なお、2022年1月15日（土）・1月16日（日）は大学入学共通テスト実施日のため窓口受付はおこないません。
※受験票は出願書類提出期間締切日の概ね5日後からインターネット申し込み確認画面からダウンロードが可能となります。
　受験票は必ず白紙のA4用紙タテ方向で印刷（カラー、白黒どちらでも可）し、受験番号を確認してください。
※合格者は、入学手続締切日までに入学手続の書類を提出し、　　　　　の表の「入学手続締切日まで」の「納付額」を振り込んでください。p.124

※詳細は　　　 を参照してください。p.7

 p.7参照

出願書類提出期間 入学手続締切日合否通知発送日選考日

2022年1月12日（水）～1月21日（金）

2022年2月7日（月）～2月17日（木）

2022年1月12日（水）～1月20日（木）正午

2022年2月7日（月）～2月16日（水）正午

2月24日（木）

3月15日（火）

2月17日（木）

3月8日（火）

本学個別学力
検査を
課さない

第1期

第2期

インターネット出願登録期間
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一般選抜
（大学入学共通テスト利用）

看護学部

「インターネット出願」は  城西国際大学サイト
からアクセスして、インターネット出願のバナーをクリックしてください。

https://www.jiu.ac.jp/
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合格者には、合否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、不合格の場合にもその旨本人宛に通知します（学内掲示はおこないません）。
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。

■入試種別・配信期間
総合型選抜、子ども福祉総合型選抜、学校推薦型選抜（公募制推薦）、子ども福祉学校推薦型選抜（公募制推薦）、学校推薦
型選抜（指定校推薦）、一般選抜（Ａ日程～D日程、大学入学共通テスト利用）で配信

（１）各入学試験の合否通知発送日の17時00分から配信開始
（２）合否通知発送日から５日後の17時00分で配信終了

■注意事項
（１）操作方法などの問い合わせには一切応じかねます。
（2）「誤操作」「見間違い」等による入学手続期間終了後の入学手続は認めません。
（3）このサービスでは、暗号化通信（SSL）により、セキュリティ保護をしています。
（4）ここでの発表は速報であり、正式な結果は本学が送付する書類で確認してください。
（5）PCのブラウザの設定によっては、画像のズレ、文字化け等が発生する場合があります。
（6）PCの性能やインターネットの接続方法等で表示に時間がかかる場合があります。

①上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。
　※https:   「s」が入るのでご注意ください。

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2003年4月2日の場合は『20030402』
　（注）一般入学試験（Wエントリー入試）の場合には「第1受験番号」と生年月日の入力に
　　  よる合否結果と「第2受験番号」と生年月日の入力による合否結果を確認してください。

選考当日に、選考会場の周辺で受付をしている合否電報・電話については、本学は関係していません。
したがって、トラブルがおきても大学は責任を負いかねますのでご注意ください。

合否発表

インターネット（PC・携帯電話）により合否を確認する場合
総合型選抜、子ども福祉総合型選抜、学校推薦型選抜（公募制推薦）、子ども福祉学校推薦型選抜（公募制
推薦）、学校推薦型選抜（指定校推薦）、一般選抜（Ａ日程～D日程、大学入学共通テスト利用）で配信

「学費等納付金」の納付と「入学手続書類」の郵送を入学手続締切日までに完了した者に発行します。学費等納付金の納付確認と入学手
続書類の記載内容確認後の発送となるので、発送にはしばらく時間を要します。なお、手続きが完了しない場合には入学を許可しません。

入学手続

入学許可書

インターネットアドレス（PC・携帯電話共通）

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

（1）

（2）

学費等納付金　入学手続締切日までに、            　　　　　　　　の「入学手続締切日まで」の「納付額」を一括して指定の銀
行口座に払い込んでください（振込手数料は受験生負担）。
入学手続書類　以下の書類を入学手続締切日までに郵送してください。
1. 学生個人別カード・誓約書（裏面）
2. 保証書
3. 学生証（身分証明書）発行原簿
4. 健康管理カード（医療機関での受診は必要ありません。自己申告で記入してください。）
5. 感染症に関する申告書（医療機関での受診は必要ありません。自己申告で記入してください。また母子手帳の予防接種記録欄の

コピーの添付をしてください。）
6. 入学者整理カード
7. 入学許可書在中封筒（住所・氏名・受験番号を記入）
8. 父母後援会「登録書」（複写につき、2枚に押印）
9. 卒業証明書在中封筒（卒業見込みの者は卒業式後に郵送してください）
・卒業証明書発行後に、本封筒で2022年3月31日（木）までに郵送してください。既卒生は本封筒に入れ、入学手続書類に同封し
てください。

　・出願時に高等学校卒業程度認定試験（大検を含む）の合格見込成績証明書を提出した場合は、「合格成績証明書」を同封し
    郵送してください。
※入学式までに姓名が変更になる場合には、謄本などの変更を証明する公的証明書を提出してください。
※事前に問い合わせをいただいた事項については、その旨を確認するための公的書類の提出を求める場合があります。

第2志望学科に入学手続をした後、第１志望学科に合格して改めて入学手続をする場合、既に納入した学費等納付金を第１志望学科
に振替ができます。本制度の適用を希望する場合には、入学手続締切日までに入試課まで連絡してください。

学費振替制度について

※図はイメージであり、実際の画面とは異なる場合があります。

③受験生個人の合否結果を画面に表示。

受験結果を確認する
受験番号（半角7桁）

生年月日（半角8桁）

○○○○○○○

○○○○○○○○

確 認

②

■合否確認方法

合否発表・入学手続・入学許可書・学費振替制度
（全入試方式共通事項）

p.122/p.123/p.124
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学費等納付金（総合型選抜・子ども福祉総合型選抜・学校推薦型選抜（公募制推薦）・子ども福祉学校推薦型選抜（公募制推薦）・一般選抜・大学入学共通テスト利用）

●国際人文学部 （国際文化学科・国際交流学科）／観光学部／経営情報学部／メディア学部 （ニューメディアコース〔千葉東金キャンパス〕）／福祉総合学部 福祉総合学科
区分 初　年　度

入学手続締切日まで内　訳 10月（秋学期分） 合計（年額）
2年次以降（年額）

毎年同額を納入（2期分納）
毎年300,000円を納入（2期分納）

毎年20,000円を納入（春学期）
毎年同額を納入（春学期）
毎年同額を納入（春学期）
4年次に10年会費40,000円を納入（春学期）
毎年同額を納入（春学期）

400,000

670,000
50,000
9,000
5,000
10,000
3,000
77,000

400,000
240,000
640,000

640,000

270,000

800,000
240,000
1,310,000
50,000
9,000
5,000
10,000
3,000
77,000

1,387,000

270,000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
学 友 会 費
同 窓 会 入 会 金
学 会 費
小 　 　 計
納 付 額

学

　
　費

諸
会
費（
委
託
徴
収
）

4月（春学期分）2年次以降納付額 10月（秋学期分） 合計（年額）

587,000
627,000

550,000
550,000

1,137,000
1,177,000

2 年 次 ～ 3 年 次
4 年 次 納 付 額

747,000

学費等納付金（総合型選抜・学校推薦型選抜（公募制推薦）・一般選抜・大学入学共通テスト利用）

●薬学部
区分 初　年　度

入学手続締切日まで内　訳 10月（秋学期分） 合計(年額)
2年次以降(年額)

毎年同額を納入（2期分納）
毎年666,000円を納入（2期分納）

毎年20,000円を納入（春学期）
毎年同額を納入（春学期）
毎年同額を納入（春学期）
6年次に10年会費40,000円を納入（春学期）
毎年同額を納入（春学期）

715,000

1,115,000
50,000
9,000
5,000
10,000
3,000
77,000

715,000
186,000
901,000

901,000

400,000

1,430,000
186,000
2,016,000
50,000
9,000
5,000
10,000
3,000
77,000

2,093,000

400,000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
学 友 会 費
同 窓 会 入 会 金
学 会 費
小 　 　 計
納 付 額

学

　
　費

諸
会
費（
委
託
徴
収
）

4月（春学期分）2年次以降納付額 10月（秋学期分） 合計(年額)

1,085,000
1,125,000

1,048,000
1,048,000

2,133,000
2,173,000

2 年 次 ～ 5 年 次
6 年 次 納 付 額

※総合型選抜・学校推薦型選抜（公募制推薦）で合格した場合には「入学前課題（P.125参照）」を課しています。

1,192,000

学費等納付金

※総合型選抜・学校推薦型選抜（公募制推薦）で合格した場合には「入学前課題（P.125参照）」を課しています。

●福祉総合学部 理学療法学科
区分 初　年　度

入学手続締切日まで内　訳 10月（秋学期分） 合計(年額)
2年次以降(年額)

毎年同額を納入（2期分納）
毎年450,000円を納入（2期分納）
毎年同額を納入（2期分納）

毎年20,000円を納入（春学期）
毎年同額を納入（春学期）
毎年同額を納入（春学期）
4年次に10年会費40,000円を納入（春学期）
毎年同額を納入（春学期）

450,000

115,000
835,000
50,000
9,000
5,000
10,000
3,000
77,000

450,000
250,000
115,000
815,000

815,000

270,000

900,000
250,000
230,000
1,650,000
50,000
9,000
5,000
10,000
3,000
77,000

1,727,000

270,000入 学 金
（ 入 学 申 込 金 ）
授 業 料
施 設 設 備 費
実 習 費
小 　 　 計
父 母 後 援 会 費
共 済 費
学 友 会 費
同 窓 会 入 会 金
学 会 費
小 　 　 計
納 付 額

学

　
　費

諸
会
費（
委
託
徴
収
）

4月（春学期分）2年次以降納付額 10月（秋学期分） 合計(年額)

827,000
867,000

790,000
790,000

1,617,000
1,657,000

2 年 次 ～ 3 年 次
4 年 次 納 付 額

912,000

学費等納付金（総合型選抜・学校推薦型選抜（公募制推薦）・一般選抜・大学入学共通テスト利用）

※経営情報学部では、Windows OSで携帯可能なノートパソコンまたはタ
ブレット型パソコンの購入を奨励しています（MacOSのパソコンでも可。
ただしWindowsで作成したデータとの互換性に注意が必要です）。

　望ましい性能や必要なソフトウェア（Microsoft社のOfficeソフトウェアや
セキュリティ対策ソフトウェア）、保険の加入などを記載した購入ガイドを
入学予定者に対して2022年2月頃に送付しますので参考にしてください。

※総合型選抜・学校推薦型選抜（公募制推薦）で合格した場合には「入
学前課題（P.125参照）」を課しています。

※メディア学部では、MacOS搭載のノート型パソコンの所持が必須となっています。
　なお、新年度の推奨モデルについては、合格決定後に案内します。
　昨年度の参考価格：143,000円（税込）～
　・カスタマイズオプションは別料金となります。

※メディア学部の映像芸術コースは次ページに記載しています。

学費等納付金（総合型選抜・学校推薦型選抜（公募制推薦）・一般選抜・大学入学共通テスト利用）

●メディア学部 （映像芸術コース〔東京紀尾井町キャンパス〕）
区分 初　年　度

入学手続締切日まで内　訳 10月（秋学期分） 合計（年額）
2年次以降（年額）

毎年同額を納入（2期分納）
毎年450,000円を納入（2期分納）

毎年20,000円を納入（春学期）
毎年同額を納入（春学期）
毎年同額を納入（春学期）
4年次に10年会費40,000円を納入（春学期）
毎年同額を納入（春学期）

450,000

720,000
50,000
9,000
5,000
10,000
3,000
77,000

450,000
390,000
840,000

840,000

270,000

900,000
390,000
1,560,000
50,000
9,000
5,000
10,000
3,000
77,000

1,637,000

270,000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
学 友 会 費
同 窓 会 入 会 金
学 会 費
小 　 　 計
納 付 額

学

　
　費

諸
会
費（
委
託
徴
収
）

4月（春学期分）2年次以降納付額 10月（秋学期分） 合計（年額）

712,000
752,000

675,000
675,000

1,387,000
1,427,000

2 年 次 ～ 3 年 次
4 年 次 納 付 額

797,000

※メディア学部では、MacOS搭載のノート型パソコンの所持が必須となっています。
　なお、新年度の推奨モデルについては、合格決定後に案内します。
　昨年度の参考価格：143,000円（税込）～
　・カスタマイズオプションは別料金となります。
※総合型選抜・学校推薦型選抜（公募制推薦）で合格した場合には「入学前課題（P.125参照）」を課しています。
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学
費
等
納
付
金

入
学
前
課
題
・
教
育
ロ
ー
ン

納付締切日 発送予定日

4月（春学期分）
10月（秋学期分）

本学では、12月までの総合型選抜・学校推薦型選抜で合格した皆さんには入学後、順調に勉学をスタートさせていただくために本学
指定の「入学前課題（自己学習課題）」を任意で課しています。
この課題は、将来の教養教育、専門教育の基礎として必要不可欠な内容を選定した入学前準備教育講座です。
本年度の「入学前課題（自己学習課題）」は、合格後に案内します。

入学前課題について

「国の教育ローン」は、高校、大学、短大、専修学校、各種学校や外国の高校、大学等に入学・在学するお子さまをお持ちのご家庭を対象
とした公的な融資制度です。
※融資の審査に時間を要する場合がありますので早めに金融機関に相談してください。

詳しくは、「国の教育ローン」コールセンター（0570 -008656（ナビダイヤル）または03（5321）8656）までお問い合わせください。
https: //www.jfc.go.jp/n/finance/search/ippan.html
※WEBサイトからもお申込いただけます。

【ご 融 資 率 】
【 利 率 】
【ご返済期間】

【お使いみち】
【ご返済方法】
【 保 証 】

学生１人あたり350万円以内
年 1. 66％（固定金利・保証料別、2021年6月22日現在）
15年以内（交通遺児家庭、母子家庭、父子家庭、世帯年収200万円（事業所得者の場合の所得上限額132万円）
以内の方は18年以内）
入学金、授業料、教科書代、アパート・マンションの敷金・家賃など
毎月元利均等返済（ボーナス時増額返済も可能です。）
公益財団法人　教育資金融資保証基金

「国の教育ローン」（日本政策金融公庫 国民生活事業）について

入学金・授業料等の納付金をクレジット会社が納付金負担者に代わって本学に立て替えをし、納付金負担者はクレジット会社に毎月分割
で返済をしていただくものです。
※審査に時間を要する場合がありますので、早めに各社お問い合わせ先に相談してください。
※本提携教育ローンを申請する場合には、入学手続締切日までに入試課まで申請する旨を連絡してください。
ＷＥＢはhttps://www.jiu.ac.jpをご覧ください。

（１）株式会社オリエントコーポレーション　「学費サポートプラン」
　　お問い合わせ先　オリコ学費サポートデスク　ＴＥＬ.０１２０－５１７－３２５（平日9：3０～１７：3０）
（２）楽天銀行「提携教育ローン」
　　お問い合わせ先　楽天銀行カードセンター
　　教育ローン専用ダイヤル　TEL.0120-61-6910（平日9：00～20：30 土日祝日10：00～17：30）
（3）株式会社ジャックス　「教育ローン」
　　お問い合わせ先　ジャックスコンシュマーデスク　ＴＥＬ.０１２０－３３８－８１７（平日・土日祝日１０：００～１９：００）
（4）株式会社セディナ　「セディナ学費ローン」
　　お問い合わせ先　カスタマーセンター　ＴＥＬ.050－3827－0375（9：30～17：00 1月1日休み）

城西国際大学 提携教育ローンについて

学費等納付金振込依頼書の納付締切日と発送予定時期
1年次

2年次以降

●全学部共通

1 年次春学期分は入学手続時納付のため発送はありません。
10月末日 10月1日

納付締切日 発送予定日

4月（春学期分）
10月（秋学期分）

4月末日
10月末日

１年間分を4月1日

注：（１）入学後、全学科の入学者は、新入生研修に参加していただきます。
 （２）入学申込金は、入学金に充当します。
 （３）経営情報学部ではWindows OSで携帯可能なノートパソコンまたはタブレット型パソコンの購入を奨励しています（MacOSのパソコンでも可。ただ

し、Windowsで作成したデータとの互換性に注意が必要です）。特定の機種を斡旋することはありません。望ましい性能や必要なソフトウェア（Mic-
rosoft社のOfficeソフトウェアやセキュリティ対策ソフトウェア）、保険の加入などを記載した購入ガイドを合格者に対して2022年2月頃に送付します
ので参考にしてください。

JIU2022_学生募集要項　合否発表ほか

学費等納付金（総合型選抜・学校推薦型選抜（公募制推薦）・一般選抜・大学入学共通テスト利用）

※総合型選抜・学校推薦型選抜（公募制推薦）で合格した場合には「入学前課題（P.125参照）」を課しています。

●看護学部
区分 初　年　度

入学手続締切日まで内　訳 10月（秋学期分） 合計(年額)
2年次以降(年額)

毎年同額を納入（2期分納）
毎年同額を納入（2期分納）
毎年同額を納入（2期分納）

毎年20,000円を納入（春学期）
毎年同額を納入（春学期）
毎年同額を納入（春学期）
4年次に10年会費40,000円を納入（春学期）
毎年同額を納入（春学期）

500,000

115,000
885,000
50,000
9,000
5,000
10,000
3,000
77,000

500,000
350,000
115,000
965,000

965,000

270,000

1,000,000
350,000
230,000
1,850,000
50,000
9,000
5,000
10,000
3,000
77,000

1,927,000

270,000入 学 金
（ 入 学 申 込 金 ）
授 業 料
施 設 設 備 費
実 習 費
小 　 　 計
父 母 後 援 会 費
共 済 費
学 友 会 費
同 窓 会 入 会 金
学 会 費
小 　 　 計
納 付 額

学

　
　費

諸
会
費（
委
託
徴
収
）

4月（春学期分）2年次以降納付額 10月（秋学期分） 合計(年額)

827,000
867,000

790,000
790,000

1,617,000
1,657,000

2 年 次 ～ 3 年 次
4 年 次 納 付 額

962,000
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寄
付
金
の
募
集
・
入
学
辞
退
・

一
般
入
学
試
験
に
係
る
成
績
開
示
請
求

入学手続をおこなった後に入学を辞退する場合には、2022年3月22日（火）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25日（金）までに
必着で提出した場合には、4月8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。

入学辞退

本学では、教育・研究施設設備の更なる充実発展のために寄付金を募集しております。
この寄付金は、任意のものではありますが、入学後に募集のご案内をお送りいたしますので、この趣旨にご賛同いただき、格別のご
支援ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

教育・研究施設設備の充実発展のための寄付金の募集について

城西国際大学の一般選抜について成績開示を請求する場合には、2022年5月6日（金）までに入試課までお問い合わせくだ
さい（受験者本人以外の成績開示には応じることができません）。
なお、成績開示請求には、受験票が必要になります。

（注）過年度ならびに一般選抜教科別の得点以外は開示しません。

入試課（TEL：0475-55-8855）

一般選抜に係る成績開示請求について

JIU2022_学生募集要項　合否発表ほか

MEMO
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JIU2022_学生募集要項　選考会場

選
考
会
場

選
考
会
場

■ 交通案内
〔1号棟〕
東京メトロ有楽町線 麹町（こうじまち）駅1番出口より徒歩3分
東京メトロ有楽町・半蔵門線・南北線 永田町駅9a番出口より
徒歩5分
東京メトロ銀座線・丸ノ内線 赤坂見附駅D番出口より徒歩8分
東京メトロ半蔵門線 半蔵門駅2番出口より徒歩10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

〒102-0094　東京都千代田区紀尾井町3-26（1号棟）
〒102-0093　東京都千代田区平河町2-3-20（3号棟）

選考会場：東京紀尾井町キャンパス

砂防会館

国立劇場

最高裁判所

都道府県会館

文藝春秋社

ファミリーマート
ファミリーマートファミリーマート

ルポール麹町

JA共済
ビル

アパホテルアパホテル

都市センターホテル

麹町中学校

赤坂見附駅
東京メトロ銀座線・丸ノ内線

東京メトロ半蔵門線・南北線

東京メトロ有楽町線 東京メトロ
半蔵門線

東京メトロ半蔵門線・南北線

東京紀尾井町
キャンパス

東京メトロ
有楽町線

東京メトロ有楽町線

麹町駅 半
蔵
門
駅

永田町駅

3号棟

1号棟

東京メトロ
半蔵門線

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

〒283-8555　千葉県東金市求名（ぐみょう）1番地　TEL.0475-55-8855（入試課）

■交通案内
JR外房線大網駅またはJR総武本線成東駅乗り換え、JR東金線「求名（ぐみょう）」駅下車徒歩5分
千葉東金有料道路「東金インターチェンジ」より車で約20分
選考会場までは公共交通機関を利用してください。

選考会場：千葉東金キャンパス

千葉東金キャンパス建物配置図

2Fセブンイレブン
たぶテラス



宿泊については各宿泊施設へ受験生であることを伝え、キャンパスまでの経路、所要時間は各自で事前に確認してください。

宿泊施設名

オークラ千葉ホテル

三井ガーデンホテル千葉

ホテルグリーンタワー幕張

ドーミーイン千葉City Soga

エストーレホテル＆テニスクラブ

土気ステーションホテル

蓮沼ガーデンハウスマリーノ

JR京葉線千葉みなと駅

JR千葉駅東口

JR京葉線海浜幕張駅

JR外房・内房・京葉線蘇我駅東口

JR東金線東金駅

JR外房線土気駅

JR総武本線横芝駅

043-248-1111

043-224-1131

043-296-1122

043-261-2590

0475-55-1111

043-294-9111

0475-86-2511

徒歩5分

徒歩7分

徒歩3分

徒歩1分

タクシーまたはバス5分

徒歩2分

タクシー20分

最寄り下車駅 電話番号

千
葉

幕
張

蘇
我

東
金

土
気

蓮
沼

受験生宿泊案内

千葉東金キャンパス周辺

宿泊施設名

アパホテル〈半蔵門 平河町〉

東京グリーンパレス

都市センターホテル

ホテルルポール麹町

スーパーホテルLohas赤坂

東京メトロ半蔵門線半蔵門駅 1番出口
東京メトロ有楽町線麹町駅 1番出口

徒歩3分
徒歩4分

東京メトロ有楽町線麹町駅 5番出口

東京メトロ有楽町線・東京メトロ半蔵門線
永田町駅 

東京メトロ銀座線・東京メトロ丸ノ内線
赤坂見附駅 10番出口

東京メトロ有楽町線麹町駅 1番出口

03-3556-7660

03-5210-4600

03-3265-8211

03-3265-5361

03-6843-9000

徒歩1分

徒歩4分

徒歩3分

徒歩4分

最寄り下車駅 電話番号

千
代
田
区

港
区

東京紀尾井町キャンパス周辺
宿
泊
案
内
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