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１ 

『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。 

 

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 

 

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。 
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建学の精神 理念 目的 ポリシー等 

 

建学の精神 

学問による人間形成 

 

教育理念 

国際社会で生きる人間としての人格形成 

 

ビジョン 

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

日本、アジア、そして世界を舞台に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、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、および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。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きました。 

また、本学学則第 1条では、「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」ことを掲げています。 

本学は、これらを具現するため、次の 5項目を具体的な教育目標として掲げ人材の育成に努めています。 

●先端性を持った経営情報学、人文学、メディア学、観光学、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します。 

●先端性を持った社会福祉学、薬学、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して地域で活躍で 

きる職業人を育成します。 

●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、および帰属意識の形成をは 

かります。 

●大学設置地の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、および文化の振興に貢献する「地域密着型」 

の総合大学、未来志向の大学を目指します。 

●同一法人の城西大学と相互啓発･協働をおこない、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します。 

 

城西国際大学が求める人物像（アドミッション・ポリシー） 

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

本学大学院の教育方針に共感を示す以下のような人を広く求めます。 

修士課程 

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

とができる人 

●研究者倫理について理解している人 

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

●自らの研究課題や内容を口頭発表や論文で的確に表現できる人 
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●自らの研究成果を社会的な課題の解決に活用し、社会の発展に資することに価値を見出すことができる人 

●異なる価値観が存在するグローバル社会のリーダーとなり、共に生きることや人が成長することに価値を見出すことができる人 

 

【入学試験の留意点】 

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

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

 

《国内一般入試》 

志願する研究科・専攻の教育目的に対し理解と共感を示し、必要な資質と研究能力を有する優秀な人材に対して行う制度です。 

選考は書類審査、面接、その他当該研究科・専攻が決定する専攻方法で実施します。書類審査では、それまでにおこなった研究 

の内容（卒業論文、修士論文）、志望理由、入学後の研究計画、修了後の希望・計画やその他の提出書類について審査を行い、 

当該研究科・専攻への適性及び意欲や研究能力等を審査・評価します。面接では、それまでにおこなった研究の内容及び入学後 

の研究計画等について口述試問を行い、当該研究科・専攻への適性・意欲や研究能力等を審査・評価します。 

 

《社会人入試》 

志願する研究科・専攻の教育目的に対し理解と共感を示し、必要な資質、研究能力と実務経験を有する社会人に対して門戸を開 

く制度です。実務から得られた知識・経験や、実務において活躍する意欲についても審査・評価します。選考は書類審査、面接、

その他当該研究科・専攻が決定する方法で実施します。書類審査では、それまでにおこなった研究の内容（卒業論文、修士論文）、

志望理由、入学後の研究計画、修了後の希望・計画やその他の提出書類について審査・評価します。それに加えて、当該研究科・

専攻の領域に関して、社会人の経験をふまえてまとめた課題により、当該研究科・専攻への適性及び意欲や研究能力等も審査・ 

評価します。面接では、それまでにおこなった研究の内容及び今後志望する研究分野の研究計画、社会人としての実務経験等に 

ついて口述試問を行い、当該研究科・専攻への適性及び意欲や研究能力等を審査・評価します。 

 

経営情報学研究科が求める人物像（アドミッション・ポリシー） 

起業マネジメント専攻（修士課程) 

●学士号を取得し、経営分野の専門知識に対する強い探究心を有する人 

●専門知識の修得意欲に加え、将来の自身について強い成長意欲を有する人 

●高度資格取得に意欲的に取り組む姿勢を有する人 

●修士論文作成に必要な語学力を有する人 

●中小企業診断士養成課程については、中小企業診断士の第１次試験に合格し、本修士課程において同資格の取得を目指す人 
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■ 募集人員 

経営情報学研究科 起業ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ専攻（修士課程） 「中小企業診断士登録養成課程」 16名 

 

■ 出願資格 

本登録養成課程を出願できる者は、次の（1）又は（2）に該当し、かつ（3）に該当する者とする。 

（1）2018年度又は 2019年度に中小企業診断士試験第 1次試験に合格した者。 

（2）2000年度以前の中小企業診断士試験第 1次試験に合格した者。ただし、規則に定める経過措置により、2001年度以降の中小 

企業診断士試験第 2次試験を受験し、または 2006年 4月以降の養成課程もしくは登録養成課程を受講したことがない者。 

（3） ① 大学を卒業した者、または 2020年 3月卒業見込みの者。 

② 外国において、学校教育における 16年の課程を修了した者、または 2020年 3月修了見込みの者。 

③ 文部科学大臣の指定した者。 

④ 大学に 3年以上在学し、研究科において、所定の単位を優れた成績をもって修得したものと認めた者。 

⑤ その他研究科において、個別の入学資格審査により学士の学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者。 

 

 

 

 

■ 日程 

 出願期間 選考日 合否通知発送日 入学手続締切日 

第 1期 2019年 10月 30日(水)～11月 6日(水) 11月 17日（日） 11月 25日（月） 12月 6日（金） 

第 2期 2019年 11月 27日(水)～12月 9日(月) 12月 14日（土） 12月 23日（月） 1月 9日（木） 

第 3期 2020年 2月 3日(月)～2月 12日(水) 2月 22日（土） 2月 28日（金） 3月 6日（金） 

※締切日必着 

 

■ 出願手続きに関する注意 

（１）入学検定料 35,000円 

※本学所定の振込用紙で郵便局に払い込み、受付局日付印を確認のうえ、郵便振替払込受付証明書を志願票裏面の所定欄 

 に貼付してください。現金、為替等での納入は受け付けません。また、ATM（現金自動預払機）は利用しないでください。 

（２） 受験票：出願者には、書類を受理し確認の後、受験票を送付します。 

① 受験票用紙に受験者の住所・氏名を記入してほかの書類と一緒に送付してください。 

② 受験日 3日前までに受験票が到着しない場合は、必ず入試課で問い合わせてください。 

（３）出願書類は必ず簡易書留で郵送してください(締切日必着)。 

送付先：城西国際大学 入試課     

〒283-8555 千葉県東金市求名(ぐみょう)1番地   

℡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。 

 

■ 選考方法 
 

 

 

 

 

（１）書類審査   

（２）面接（グループディスカッションと個人面接） 

【受験上の注意】 

※試験当日は必ず受験票を持参してください。 

※受験票を紛失した場合には、試験開始 10分前までに入試課に申し出てください。 

12:40 13:00～ 

集 合 
面  接 

（グループディスカッションと個人面接） 

出願資格の事前相談や、受験や修学上で特別な配慮を必要とする場合には、入試および入学後の学習等に関係があるので、入学検定料

を払い込む前（受験希望の入試出願締切日の概ね2週間前迄）に、入試課まで相談してください。 

 



 

 

5 

 

■ 出願書類 

 出願書類 備  考 

1 志願票 

① 写真（出願前3ヶ月以内に撮影した正面上半身脱帽背景なし4×3cmのもの） 

② 入学検定料の払込みを済ませた受付局日付印のある「郵便振替払込受付証明書」を志願票裏面の所

定欄に貼付 

2 受験票 郵便番号、住所、氏名、研究科、専攻を記入 

3 健康診断書 本学所定用紙に記入して提出（医療機関で受診）職場発行の診断書でも可 

4 卒業・修了（見込）証明書 出身大学が発行した証明書を提出 

5 成績証明書 出身大学が発行した証明書を提出 

6 国家試験合格証書の写し 中小企業診断士国家試験第1次試験合格証書の写しを提出 

7 推薦書 
出身大学の教員や勤務先の上司などに推薦書の記載をお願いすることが困難な場合、その旨を記載した

理由書を提出してください（様式自由）。 

8 志望理由書 本学所定の用紙を使用して記入すること       ※パソコンで作成した文書を貼付してもよい 

9 中小企業診断士登録養成課程課題 

●パソコンなどで作成した課題提出も可 

 次の課題について、あなたの考えを1,200字以上2,400字以内にまとめてください。 

【働き方改革を実現させるために、中小企業が取り組むべき事と中小企業診断士の役割】 

10 在職証明書 現職を有する場合に提出 

 

○注意事項  

 注 意 事 項 

1 状況に応じて上記出願書類以外の書類の提出を求める場合があります。 

2 外国の各種証明書は、日本語および英語によるものとします。日本語、英語以外の言語による証明書には、日本語の訳文を添付してください。 

3 出願書類は、受験生が自筆で記入してください。 

4 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。 

5 提出書類のうち、卒業証書等の再発行が不可能な資料等原本については、合否判定後に返却します。 

 

■ 選考会場・通学キャンパス （東京紀尾井町キャンパス） 

【所 在 地】 

 [1号棟] 〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町 3-26 

 ●東京メトロ有楽町線 麹町駅 1番出口より徒歩 3分 

 ●東京メトロ半蔵門線 半蔵門駅 1番出口より徒歩 3分 

●東京メトロ南北線 永田町駅 9ａ番出口より徒歩 5分 

●東京メトロ丸の内線・銀座線 赤坂見附駅Ｄ出口より徒歩 8分 

●JR中央線・総武線 四ツ谷駅より徒歩 10分  

[３号棟] 〒102-0093 東京都千代田区平河町 2-3-20 

●東京メトロ半蔵門線 半蔵門駅 1番出口より徒歩 5分 

●東京メトロ有楽町線 麹町駅 1番出口より徒歩 5分 

＊選考会場は受験票で確認してください。 

 

■ 合否発送 

試験の結果は、受験者本人宛に郵送で通知します。 

※合否通知発送日に書留・速達にて投函します。書類は翌日以降の到着となります。 

※合否についての電話等による問い合わせには、一切応じません。 
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■ 入学手続 

（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 

 書  類  名 備  考 

1 学生個人別カード 写真 1枚（縦 4cm×横 3cm）を貼付してください。 

2 誓約書（学生個人別カード裏面）  

3 学生証（身分証明書）発行原簿 写真 1枚（縦 4cm×横 3cm）を貼付してください。 

4 健康管理カード  

5 入学者整理カード  

6 入学許可書送付用返信封筒 住所、氏名および受験番号を記入してください。 

7 父母後援会登録書 本人が自筆で記入および押印をしてください。 

8 感染症に関する申告書  

※「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。 

 

 

■ 学費等納付金一覧 

               （円） 

区 分 

内 訳 

初年度 
2年次以降(年額) 

入学手続時 秋学期（10月） 合計(年額) 

 

学 

費 

入学金（入学申込金) 300,000 － 300,000 － 

授業料 275,000 275,000 550,000 同額を納入(2期分納) 

施設設備費 75,000     75,000 150,000 同額を納入(2期分納) 

小計 650,000 350,000 1,000,000 － 

 

諸
会
費 

（
委
託
徴
収
） 

同窓会入会金 10,000 － 10,000 修士 2年次 10年会費 40,000を納付 

共済費 9,000 － 9,000 同額を納入 

学会費 3,000 － 3,000 同額を納入 

小計 22,000 － 22,000 － 

納 付 額 672,000 350,000 1,022,000 修士 2年次 752,000 

※入学申込金は、入学金に充当します。 

※本学卒業者は、入学金を免除します。      

※実習費については、別途徴収することがあります。 

 

 

■  入学辞退 

入学手続をおこなった後に入学を辞退する場合には、2020年 3月 21日(土)午後 3時までに、入試課(℡0475-55-8855)まで 

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・押印のうえ、「入学許可書」を同封し必ず「書留」で返送してください。 

3月 27日(金)までに必着で提出した場合には、4月 10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。 
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【東京紀尾井町キャンパス】 

 

 

          

 

 

 

 


