
JIUの教育力

地域に、世界に

情報通信技術の発展や国際化・少子高齢化が進展する現代社会において、これから活躍する人たちに求められるのは、異なる文
化や考え方をもつ人々と協力し、社会の問いかけを解決していく力。城西国際大学（JIU）は、国際感覚と豊かな人間性を備え、自
らの能力を社会で発揮できる未来人材を育成します。

複数の国での留学体験から見えてくる自分、企業での実務を通し
てつかんだ職業イメージ、地域に根ざした活動で気づいた社会
貢献のよろこび。それらをしっかりと持って将来を考えることで、
一人ひとりが自分らしいキャリア形成を行っています。

世界と語り合い、地域と歩む。体験し、実践する教育が拓く未来。

JIUの教育力が着実な成果を上げています。

97.8就職率
2017年度

%
※2018年３月３１日現在
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自分の未来をデザインする
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学問による人間形成

海外研修 専門職連携教育

保育園でボランティア 保育士実習

多くの授業や実習を通して、目標とする看護
師とは何かを追求しながら学んだ小谷さん。
在学中は、専門職連携や海外研修のほか、
サークル活動にも積極的に参加し、幅広く経
験を積みました。勤務する循環器内科・心臓
血管外科は、生死の境に直面している患者
さんが多く、常に緊張感を持ち、患者さんの
思いを感じることを心がけています。

在学中の経験を糧に、一人ひとりに合った医療の実現へ

小谷 紗也佳さん（成田赤十字病院勤務／ 2018年看護学部卒） 藍野 芙季子さん （千葉市立海浜病院勤務／ 2014年薬学部卒）

渡邉 将太さん （健伸幼稚園勤務／ 2015年福祉総合学部福祉総合学科卒） 前田 彰さん （UIT株式会社代表取締役／ 2004年経営情報学部卒）

国際学会に参加 他大学や企業と共同研究

藍野さんは学生時代の共同研究で、他大学
の教員や学生、企業の方とのかかわりを経
験。研究成果を学会で発表し、さらに国際学
会にも参加するなど、活躍の場を広げまし
た。病院での患者さんへの説得力ある服薬
指導、専門知識を生かした他の職種への薬
に関する情報提供など、学生時代の経験の
すべてが糧になっています。 

共同研究の経験をもとに、薬のスペシャリストをめざす

年長クラスの担任をしている渡邉さん。在学
中は学外へ飛び出して、保育の実際を体感
し、保育のこれからにも考えを巡らせました。
ボランティアでの現場体験や実習での子ども
たちとのかかわり、実習先の先生から受けた
アドバイスが、その後のキャリア形成に大き
く影響し、男性ならではの保育のあり方を模
索する日々です。

男性幼稚園教諭の意味を考え、憧れられる先生へ

豪州で異文化体験 ITの授業&経営学

IT関連の授業で、その可能性と面白さに魅
了されたという前田さん。ITと経営分野を学
んでIT系企業からキャリアをスタートし、
「ITで世の中を幸せにする」を実現するため
2008年に起業。社員400人以上の企業にま
で成長しました。学生時代の海外体験、キャ
ンパスで留学生と交流できたことがグロー
バルな事業展開につながっています。

「ITで世の中を幸せにする」という学生時代からの夢を実現

宮崎 彩代さん （株式会社AOI Pro.勤務／ 2015年メディア学部卒） 福田 加奈子さん  （東日本旅客鉄道株式会社勤務／ 2016年国際人文学部国際文化学科卒）

学生映画祭
立ち上げ

卒業制作を
一般上映

自治体の
映像制作 韓国へ交換留学 資格取得自治体

インターンシップ

大学生活では「多くの人と協力して、一つの
ものを作り上げることの大切さ」を学んだ宮
崎さん。在学中に立ち上げた団体や企画は
数多く、さまざまな映像制作を経験しまし
た。仲間と力を合わせて、ゼロから1を生み
出す大変さとよろこびを知った宮崎さんに
とって、TV-CMやMV、WEB動画を制作す
るプロの現場は厳しくも、充実した毎日です。

映像制作に全力で取り組んだ経験をもとにプロの道を歩む

東京駅「みどりの窓口」でビジネス客から高
齢者、外国人や障がい者など、さまざまな利
用客に対応している福田さん。2年次に韓国
への交換留学を実現し、帰国後は国内旅行
業務取扱管理者の資格取得、長野県庁観光
部署でのインターンシップなどを経験。積極
的に社会と関わりながら身につけた力が、そ
の活躍を支えています。

社会の多様性への理解が、日本一のターミナル駅で働く力になる
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世界25か国・地域からの留学生と
キャンパスで異文化交流

■THE 世界大学
　ランキング
　日本版 2018

5 1

英語に加えて、フランス語・スペイン語・ポルトガル語・ドイツ語・
中国語・韓国語・ハンガリー語・ポーランド語・
チェコ語・日本語（留学生対象）を学べます。

語学留学、学部の専門分野を学ぶ留学、
インターンシップなど、多くの学生が

海外を経験しています。

人に
13位国際性

■海外留学派遣実績

9位 858名
人が外国人留学生

世界トップレベルの大学へ長期留学

時代はトリリンガルへ、その第一歩を踏み出す

30　 175海外協定校

全国
大学

ヶ国・地域

10ヶ国の第二外国語

株式会社ANA総合研究所、
株式会社バロックジャパン、
日活株式会社、千葉ロッテマリーンズ、
エイベックス株式会社、
株式会社サンミュージック・プロダクション、
ウエルシアホールディングス株式会社　etc.

学生の発想を生かすプロジェクトが多数進行中

80社以上

「JIU産学連携教育事業」

地域の課題と向き合い、役割を考える

13自治体
連携している

多彩な留学・海外研修プログラム

36プログラム

校

※2018年4月1日現在

※2018年4月1日現在

東金市、山武市、大網白里市、九十九里町、香取市、
茂原市、鴨川市、木更津市、御宿町、
南房総市、館山市、鋸南町、東京都千代田区

異国で生活し異文化を理解することで、「多様性」
を理解し相互理解力が高まります。JIUでは「壁
を越えていく行動力」が育ちます。

多様性を理解し突破力を備えた
を養う行動力

学部の専門分野を海外でも学ぶことで、知識の幅
が広がり実践力が高まります。日本学生支援機
構で採択されたプログラムは給付奨学制度を活
用することができ、経済的な負担も軽減できます。

専門分野を海外で学び
を高める実践力

海外に行くだけではGLOBAL人材にはな
れません。世界25ヶ国・地域からの多様な
留学生と日常生活でともに学ぶことで、将
来につながる国際感覚が養えます。

ダイバーシティ・キャンパスで
を養う国際感覚

「基礎ゼミ」「未来講座」「キャリア形成演習科目」
「プロジェクト学習」などを体系的に紡ぎ、将来設
計をデザインします。

初年次から自分づくりの
がはじまる将来設計

自己分析や業界分析、セルフプロモーションなど、
キャリア形成をしていくうえで修得すべき能力を
着実に身につけなければなりません。社会的使命
や就職観も磨いていくことが求められます。

一歩一歩
に磨きをかける自分づくり

学部学科の専門性を生かす資格取得の対策講座と、受講
料の一部を大学が補助する「学内Ｗスクール」で学びの時
間の有効活用ができ、目標達成に挑戦できます。

資格取得対策講座や学内Ｗスクールで
する目標達成に挑戦

看護・医療薬学・福祉総合・理学療法を学ぶ学生が
グループになって、地域が抱える課題の解決策を考
える取り組みが医療専門職の連携教育「IPE99」。
他の医療・福祉職への理解が深まり、専門性を高め
ることで医療専門職の視野が広がります。

医療・福祉の現場の課題を考え、
医療専門職の理解を深める 将来のイメージ

自治体や企業・病院での実習やインターンシップ
など、「JIU産学連携教育事業」が中心となって
実社会を体験できる機会を用意しています。

実社会に触れる数多くの機会で、

企業や自治体との共同研究、協同プロジェ
クトに参加することで、企業や地域の活性
化に貢献し、社会人基礎力「前に踏み出す
力」、「考え抜く力」、「チームで働く力」を高
めることができます。

企業や地域をフィールドにして、

社会人基礎力

（学生数 6,047名／留学生比率 21.2％）

「JEAP（城西国際大学海外教育プログラム）」で休学せずに私費留学・交換留学ができます。

を高めるを具体化

※2018年（独）日本学生支援機構「協定等に基づく平成29年度中の日本人学生派遣数」
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