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〈個人情報保護法〉について

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

●この要項には、出願から入学手続きまでの事項を記載しています。はじめに全体を熟読してください。
　さらに必要なところを読み返して、書き違い、思い違いのないように十分注意してください。
　出願書類で記入が必要なものは、黒のボールペンを使用してください。※欄は記入しないでください。
●選考日当日は、この「募集要項」を持参してください。
●不正行為が発覚した場合は、試験当日の以降の受験は認めません。
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建学の精神
学問による人間形成
  　　

教育理念
国際社会で生きる人間としての人格形成

ビジョン
城西国際大学は、高い倫理観のもと、地域社会及び国際社会のニーズに対応した先端的教育の提供及び研究の推進をもって、地域に
あっても日本全国はもちろん、世界で起きている現実を深い問題意識を持って理解し、他者と協働して活躍できる人材を育成する未来
志向のグローバル大学になります。

ミッション
城西国際大学は、総合大学としての教育研究環境を活かして、多様な時代に即した知的で刺激的な学びを提供し、文化を継承・創造し
多様性を理解して地域や世界で活躍できる人材、また、それぞれの専門能力を持って関連領域と連携できる職業人を育成します。

教育目標
学校法人城西大学は、創立者水田三喜男による｢学問による人間形成｣を建学の精神として 1965（昭和 40）年に発足しました。城西国際
大学は、その建学の精神を継承しつつ、「国際社会で生きる人間としての人格形成」を独自の教育理念として掲げ、未来志向の人材育成
を社会的使命としています。本学学則第 1条に「広い分野の知識と深い専門の学術を教授研究し、知的、道徳的能力の涵養をはかり、
もって国家社会に貢献し得る人材を養成するとともに、人類文化の発展に寄与することを目的とする」ことを掲げ、具体的に次の 6項
目を教育目標としています。
・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持って関連領域と連携
 できる職業人を育成する。
・地域社会及び国際社会で活躍する社会人として必要とされる人間力と教養、実務能力などの修得や帰属意識の形成を図る。
・本学が立地する地域社会と緊密な関係を保ち、産学民官の協働による地域の活性化及び文化の振興に貢献する「地域密着型」
 の総合大学、そして未来志向の大学を目指す。
・同一学校法人が設置する城西大学と相互啓発・協働を推し進め、相携えて発展することで、社会における学校法人城西大学の
 責務を果たす。

城西国際大学が求める人物像（アドミッション・ポリシー）
城西国際大学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

建学の精神  理念  目的  ポリシー等
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入学試験の留意点
 「入学者受け入れの方針」を実現するため、以下の点に留意して各入学試験を実施します。学部学科の教育方針にふさわしい人を、学び
に対する意欲・基礎学力･人物適性･経験･将来性などから、多面的な指標を用いて評価･選抜します。

《編入学試験》
当該学部学科の教育目的に対し理解と共感を示し、その資質と能力を有する優秀な人材に対し門戸を開く制度です。
　

国際人文学部
■国際人文学部教育研究上の目的
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

■国際文化学科教育研究上の目的
国際文化学科は、国際的な視野をも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々と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）で世界の人々と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

■国際交流学科教育研究上の目的
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
　
観光学部
■観光学部教育研究上の目的
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
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経営情報学部
■経営情報学部教育研究上の目的
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
　
メディア学部
■メディア学部教育研究上の目的
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
　
福祉総合学部
■福祉総合学部教育研究上の目的
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、地域の様々な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
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▶
▶

▶
▶

　出願から入学手続きまでの流れ（国内募集の場合 )

1 入試日程、出願書類等を募集要項で確認

◎募集要項および所定用紙は https://www.jiu.ac.jp/admissions/foreign_students よりダウンロードしてください。
◎所定用紙は、Ａ４サイズの白紙 ( 片面 ) に印刷してください。
◎募集要項に目を通して、不明な点等がある場合は、TEL.0475-55-8855、【メール】 admis@jiu.ac.jp までお問い合せください。

2 所定用紙を記入・捺印　その他の出願書類を準備

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

3 入学検定料を納入

◎指定口座へ金融機関にて支払ってください。

4 出願書類を郵送

◎出願書類の全てを募集要項 p.7 の書類順にそろえ、市販の封筒 ( 角 2) に入れて、簡易書留で郵送してください
　( 出願締切日必着 ) 。

5 受験票

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

▶
▶

6 選考

◎選考の一環として面接を行います。
◎日時、試験会場等は、受験票で確認してください。

7 合否発表

◎合格者には本学より合格通知書および入学手続に関する書類を本人宛に発送します（書類は翌日以降の到着となります）。
　また、不合格の場合にも、その旨を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・メール
　等による問い合わせには一切応じません。
◎インターネット（PC・携帯電話）により合否を確認する場合 p.9 ～を参照してください。

8 学費等納付金を振込および入学手続書類を郵送

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

9 入学許可書を発送

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

10 その他

◎入学許可書を受領後、在留資格の更新申請については、必ず入試課にお問い合わせください。
　千葉東金キャンパス　　　TEL0475－55－8855
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学　科

国際文化学科

国際交流学科

観光学科

総合経営学科（総合経営コース）

メディア情報学科（ニューメディアコース）

福祉総合学科

　募集学部・学科・年次および人員

　出願資格

学　部 キャンパス募集人員

若干名

10名

若干名

20名

20名

5名

東金

東金

東金

東金

東金

東金

年 次

3 年次

3年次

3年次

3年次

3年次

3年次

※修得単位数並びに修得科目等により希望年次への編入学が困難である場合、希望年次より低い年次への編入学となることがあります。
　また、現在在籍されている大学等を除籍となった場合や専門学校を卒業できなかった場合などは、編入学の資格が取り消しとなります。

1. 下記のいずれかに該当する者
(1) 大学および短期大学に 1年または 2年以上在学した者および短期大学、高等専門学校を卒業または 2022 年 3月までに卒業見込みの者
(2) 文部科学大臣の定める基準を満たす、専修学校（学校教育法第 90条に規定する大学入学資格を有する者に限る）の専門課程修了また
　　は 2022 年 3月までに修了見込みの者

2. 下記の（１）～（7）のいずれか 1つに該当する者
(1) 日本語能力試験 (JLPT) N2 以上の取得者。取得していない場合は、以下の基準を満たす者
　　ア　N2不合格の場合は総合得点 80点以上で各得点区分の基準点以上
　　イ　N1不合格の場合は総合得点 90点以上で各得点区分の基準点以上　　　　　　　　　　　　         
(2) 日本留学試験 (EJU) において「日本語」科目を受験し、得点が 200 点以上 (「読解」および「聴解・聴読解」の合計点で計算し、「記述」は
　　得点に含めない ) の取得者（過去 2年までの成績が有効）
(3) 日本語 NAT-TEST 2 級以上の取得者（過去 2年までの成績が有効）
(4) 実用日本語検定 (J.TEST)A-C レベル 600 点以上の取得者（過去 2年までの成績が有効）
(5) BJT ビジネス日本語能力テスト 400 点以上の取得者（過去 2年までの成績が有効）
(6) J-CAT 250 点以上の取得者（ただし、各得点区分で 30点を下回らないこと。過去 2年までの成績が有効）
(7) JPT525 点以上の取得者（過去 2年までの成績が有効）

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

　日程

※

選 考 日出 願 期 間

11 月 3日（水）2021 年 10月 13日（木）～ 10月 22日（金）

2月 26日（土）

合否通知発送日

11 月 15 日（月）

3月 8日（火）

入学手続締切日

11 月 26 日（金）

3月 15日（火）2022 年 2月 7日（月）～ 2月 14日（月）2 期

1 期

※締切日必着

国際人文学部

観 光 学 部

経営情報学部

メディア学部

福祉総合学部

　入学検定料
入学検定料　35,000円
銀　　行　　名：ゆうちょ銀行　　
金融機関コード：９９００
店　　　　　番：０１９
店　　　　　名：〇一九店（ゼロイチキュウ店）

預　金　種　目：当座
口　座　番　号：０７５４２５６
カナ氏名（受取人名）：ジョウサイコクサイダイガク
※払込受付領収書の原本を志願票裏面に貼付してください。
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備　　考出願書類

1
写真 ( 出願前 3ヶ月以内に撮影したもので、縦 4㎝×横 3㎝、正面上半身、脱帽、背景なし
裏面に志望学科と氏名を記入 ) を貼付志願票（所定用紙）

7

日本語能力証明：下記の 1）～ 7）のいずれかを提出
1）日本語能力試験 (JLPT)N2 以上の認定書。不合格の場合は、出願基準を満たした成績通知書 
2）日本留学試験（EJU）において「日本語」の成績通知書（過去 2年までの成績が有効）
3）日本語NAT-TEST2 級以上の合格証または成績表（過去 2年までの成績が有効）
4）実用日本語検定（J.TEST）認定証または成績表（過去 2年までの成績が有効）
5） BJT ビジネス日本語能力テスト成績認定書（過去 2年までの成績が有効）
6） J-CAT 成績証（過去 2年までの成績が有効）
7） JPT525 点以上の成績証明書（過去 2年までの成績が有効）

英語能力証明：英語能力に関する証明書 （TOEIC、TOEFL、IELTS） 等があれば提出

語学に関する資格証明の写し
（A4サイズ）

15

授業料減免制度（授業料 30％減免）を申請を必ず□にチェック記入、署名捺印を提出
※毎月の仕送り額が９万円を超える者については、授業料減免を適用しません
※「外国人留学生授業料減免制度申請書」の未提出や申請書に不備がある場合には、授業料減
　免を適用しないことがあります
※毎週１回実施する留学生センターによる在籍確認を怠った学生は、授業料減免の適用を取り
　消す場合があります
※次年度以降については、年度ごとの授業料減免申請書を提出した者に対して審査を行い適用
　の可否を決定します

外国人留学生授業料減免
申請書（所定用紙）

12

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

身元保証および
経費支弁誓約書

13

経費支弁者からの送金履歴が記載されている預金通帳の写しあるいは証明できる書類を提出
提出できない場合は経費支弁の以下の種類の書類のいずれかを提出してください
1) 金融機関が発行する経費支弁者の現金残高証明書
2) 経費支弁者が外国在住の場合には、「存款証明書（定期６ヶ月以上）を提出」
3) 経費支弁の具体的な経緯説明書

出願者本人の預金通帳の写し

8
出身校あるいは現在在籍している教育機関の推薦者が所定用紙に必要事項をすべて記入し署名
捺印した書類を提出　※厳封すること推薦書 （所定用紙）

11
市町村区役所で発行される原本を提出
※在留資格、在留期間等が記載されている現住所と一致すること住民票

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

5 在籍している日本語教育機関や高等学校の成績証明書・出席率証明書を提出出席率および成績証明書

3 卒業（見込）証明書（原本）

4 成績証明書（原本）

9 本学所定用紙に記入して提出志望理由書 （所定用紙）

10 小論文課題については p.11 に記載しています小論文 （所定用紙）

14
出願時に有効なパスポートの氏名・国籍・顔写真がわかるページとビザのページを A4サイズ
の用紙にコピーして提出してくださいパスポートの写し (A4サイズ)

　出願書類
入学志願者は、下記の書類を順番通りに並べて提出してください。
所定用紙は https://www.jiu.ac.jp/admissions/foreign_students よりダウンロードしてください。

卒業（見込）証明書および成績証明書は最終出身学校等の発行によるものを提出してください
必ず日本語訳または英訳（志願者自身による翻訳可）をつけてください

6
在籍している学校で修得した科目および修得見込科目の講義内容が記載された資料を提出 ( コ
ピー可 )　必ず日本語訳（または英訳）をつけてください講義概要の書類 ( シラバスなど )
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学　科

国際文化学科

国際交流学科

観光学科

総合経営学科

メディア情報学科

福祉総合学科

　時間割

学　部

国際人文学部

面　接

10:40 ～

集合時間

10:20 ～
観 光 学 部

経営情報学部

メディア学部

福祉総合学部

※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。
※選考当日は必ず受験票を持参してください。
※受験票を紛失した場合には、お早めに入試課に申し出てください。

　出願手続
出願書類（1～14全て）を順番通りにして、必ず簡易書留で郵送してください（締切日必着）。
送付先：城西国際大学　入試課
　　　　〒283-8555　千葉県東金市求名（ぐみょう）１番地
　　　　℡0475-55-8855　( 直通 )　　
※提出した書類（一部の原本を除く）の変更・返還および入学検定料等の返還は認めません。
※受験票が選考日の数日前になっても届かない場合には、入試課に問い合わせてください。

　選考方法
(1) 書類審査（小論文の評価を含む）
(2) 面接

※新型コロナウイルス感染症対策のため、選考内容・方法を変更する場合があります。

2 証明書の姓が現在と異なる場合は、戸籍抄本等を提出すること

1 状況に応じて出願書類以外の書類の提出を求める場合があります

注意事項

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

4

5

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

提出書類は原則返却しませんが、卒業証書等の再発行が不可能な資料等原本返却希望の場合は出願時に返却希望メモを同封してください

　選考会場

■千葉東金キャンパス 会場

【所 在 地】  〒283-8555  千葉県東金市求名（ぐみょう）1番地　　〈交通案内〉 JR 東金線　求名駅より徒歩 5分
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（1）学費等納付金
　　入学手続締切日までに、一括して指定の銀行口座に払い込んでください。
（2）入学手続書類
　　入学手続き締切日までに、必要事項をもれなく記入・捺印し、郵送してください。

　入学手続

　合否発表
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・Eメール等によ
る問い合わせには一切応じません。

■配信期間
(1) 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

■合否確認方法
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。
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』
③受験生個人の合否結果を画面に表示。

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

受験結果を確認する
受験番号（半角 7桁）

②

○○○○○○○

生年月日（半角8桁）
○○○○○○○○

確 認

インターネットアドレス（PC・携帯電話共通）

インターネット（PC・携帯電話）により合否を確認する場合　

※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。

備　　考書類名

1 写真 1枚（縦４㎝×３㎝）を貼付学生個人別カード（裏　誓約書）

2 写真 1枚（縦４㎝×３㎝）を貼付学生証（身分証明書　発行原簿）

3 健康管理カード

4

入学者整理カード5

住所、氏名および受験番号を記入入学許可書送付用返信封筒6

複写につき、2枚に押印父母後援会登録書7

誓約書8

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

感染症に関する申請書
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※入学申込金は、入学金に充当します。
※父母後援会費の入会金ならびに年会費を免除いたします。
※1. 出願時に、授業料減免申請書を提出し、審査の結果、授業料減免制度適応者として採用された場合は 30％（金額は 280,000 円）減免
　された授業料となる。

入 学 金

授 業 料

施 設 設 備 費 

小 計

共 　 済 　 費

学 友 会 費

同窓会入会金

学 会 費

小 計

270,000 円 270,000 円

400,000 円 400,000 円 800,000 円

300,000 円 300,000 円

670,000 円 700,000 円 1,370,000 円

9,000 円 9,000 円

5,000 円 5,000 円

10,000 円 10,000 円

3,000 円 3,000 円

27,000 円 27,000 円

697,000 円初年度納付額 700,000 円 1,397,000 円

3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）

毎年同額を納入

毎年同額を納入

4年次に 10年会費 40,000 円を納入

毎年同額を納入

入学手続時

初　年　度

10月 ( 秋学期 ) 合計（年額）

学

　

 

費

諸 

会 

費

区分
内訳

　学費等納付金

※1

　入学辞退について

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。 

4月（春学期）3年次以降納付額 10月（秋学期） 合計（年額）

567,000 円3年次 550,000 円 1,117,000 円

607,000 円4年次 550,000 円 1,157,000 円

発送予定日

4 月 1日

10月 1日

納付締切日

4 月末日

10月末日

2年次以降

4 月（春学期分）

10月（秋学期分）

学費等納付金振込依頼書の納付締切日と発送予定時期
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　小論文

■国際人文学部　国際文化学科、国際交流学科

　以下の課題の中から 1つを選び、1,000 字以上 1,200 字以内でまとめてください。
　課題 1．あなたが考える、「コミュニケーション能力」とは、どのような力ですか。自分自身の直接の経験や、社会・世界の出来事を見
　　　　　聞した例などから、具体的に論じてください。
　課題 2．日本文化に魅力を覚える外国人が増えています。あなたが、もしも以下の日本文化に魅力を覚えるとしたら、その理由は何で
　　　　　しょうか。自分の国の文化と比較して、魅力を覚える理由を論じてください。とりあげる日本文化は一つでかまいません。
　　　　　〈とりあげる日本文化の例〉
　　　　　・神社や寺、祭りなど　
　　　　　・浮世絵、日本画、華道、茶道などの芸術
　　　　　・能、歌舞伎、落語などの古典芸能
　　　　　・和服、和食、和室などの「和」の生活文化
　　　　　・和歌、俳句、日本の古典文学、村上春樹などの現代文学
　　　　　・マンガ、アニメなどの現代のポップカルチャー
　課題 3．国際交流を「人、物、マネー、情報の国境を越えた移動」と定義するとします。このような国際交流の増大のプラス面とマイナ
　　　　　ス面の両面について具体的に述べてください。

■観光学部　観光学科

　以下の課題について、キーワードを２つ以上使い、1,000 字以上 1,200 字以内でまとめてください。
　課題 . あなたの出身国や住んでいる地域には、来てほしいところや食べてほしいものがたくさんあると思います。それらを調べた上
　　　　で、とくにあなたが紹介したり、宣伝してみたいものを１つだけ取り上げ、その理由や魅力などを述べてください。課題番号欄
　　　　にはタイトル、そしてキーワード欄には選択したキーワードを記載してください。
　　　　　〈キーワード〉
　　　　　観光の魅力、観光宣伝（観光 PR）、経済効果、観光資源、
　　　　　交流人口、おもてなし、観光人材、景観保全、地域活性化

■経営情報学部　総合経営学科

　以下の課題の中から 1つを選び、1,000 字以上 1,200 字以内でまとめてください。
　課題 1．「日本企業」という言葉から、あなたが連想することを書いてください。また、日本の企業についてよく知っている具体的な企
　　　　　業名を１社挙げて、その企業の印象を書いてください。最後にこれらのことと関連させて、あなたが経営情報学部で学びたい
　　　　　理由を説明してください。
　課題 2．「日本製品」について、あなたがイメージすることを書いてください。良いイメージと悪いイメージそれぞれをまとめてくだ
　　　　　さい。また、日本の商品についてよく知っている具体的な商品を１つ挙げて、その商品の印象を書いてください。最後にこれ
　　　　　らのことと関連させて、あなたが経営情報学部で学びたい理由を説明してください。
　課題 3．「日本のビジネス」の特徴について、あなたがイメージすることを書いてください。良いイメージと悪いイメージそれぞれを、
　　　　　具体的な例を挙げてまとめてください。最後にこれらのことと関連させて、あなたが経営情報学部で学びたい理由を説明し
　　　　　てください。

■メディア学部　メディア情報学科

　以下の課題の中から 1つを選び、1,000 字以上 1,200 字以内でまとめてください。
　課題 1．ICT の発達は社会にさまざまな影響を与えてきました。もし、家庭にある冷蔵庫にインターネットや AI、IoT の技術が取り込
　　　　　まれたら、未来の冷蔵庫はどうなると思いますか。あなたの考えを述べてください。
　課題 2．動画や音は私たちの日常生活と密接な関わりを持っています。情報源やエンタテインメントとしてだけではなく、芸術的な
　　　　　表現として今後どのように発展するか、それが社会にどう貢献するかいくつか例をあげて述べてください。
　課題 3．近年、さまざまなメディアの登場により、デザインの我々にもたらす影響が多様化してきたことを踏まえて、さまざまなメ　
　　　　　ディアにみるデザインのあり方について、具体的な例をあげながら自分の考えを述べてください。

■福祉総合学部　福祉総合学科

　以下の課題の中から 1つを選び、1,000 字以上 1,200 字以内でまとめてください。
　課題 1．福祉総合学科での学びは、あなたをどのように「変化」させると思いますか。期待を含めて、自由に述べてください。
　課題 2．あなたにとって、人を「幸せ」にするために必要なことは何だと思いますか。自由に述べてください。
　課題 3．福祉サービスを担う人材の確保は重要な課題ですが、福祉の専門職が『魅力ある職業』として評価され選ばれるためには、ど
　　　　　のような取り組みをしたらよいか、あなたのアイデアを自由に述べてください。




