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関　

東

 経済学科　
経済学部 地域経済学科　
 経営学科　
 観光経営学科　
法学部 法律学科　
 日本文化学科　
文学部 史学科　
 社会学科　
 心理学科　
外国語学部 外国語学科　 （英語コース）
   （ドイツ語コース）
   （フランス語コース）
   （スペイン語コース）
   （中国語コース）
   （コリア語コース）
教育学部 教育文化学科　
 初等教育学科（初等教育コース）　
 　　　　　　（こども教育コース）　
 機械・精密システム工学科　
 航空宇宙工学科　 （航空宇宙工学コース）
理工学部 　　　　　　　　　（ヘリパイロットコース）
 情報電子工学科　
 バイオサイエンス学科　
医学部 医学科　
薬学部 薬学科　
 視能矯正学科　
 看護学科　
 診療放射線学科　医療技術 臨床検査学科　学　　部 スポーツ医療学科（健康スポーツコース）　
 　　　　　　　　（救急救命士コース）　
 柔道整復学科　
 理学療法学科　
福岡医療 作業療法学科　
技術学部 看護学科　
 診療放射線学科　
 医療技術学科　 （救急救命士コース）
  　　（臨床工学コース）

●学部・学科（※ 年度 入学定員）
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●外国語学部が2017年度入学者より全員留学制度をスタート！
外国語学部では全員が留学を必須とする「GLOBAL CAMPUS PROGRAM」がスタートしま
す。事前に学んだ知識と技術をフル活用しながら、原則として２年次秋期に世界各地の帝京大
学と提携した研修先に全員が飛び立ち留学生活を送ります。現地の生活に触れて日本とは異な
る現実を体感し、「世界」とは何かを経験します。

本部/〠173‒8605　東京都板橋区加賀2‒11‒1　☎0120‒335933（帝京大学入試センター）　〈HP〉http://www.teikyo-u.ac.jp/

帝 京 大 学
ＱＲコード

トップハガキ

無　料

6月上旬

資料請求

完成時期

請求ハガキ

料　金

　「努力をすべての基とし 偏見を排し 幅広い知識を身
につけ 国際的視野に立って判断ができ 実学を通して創
造力および人間味豊かな 専門性ある人材の養成を目的
とする」という建学の精神のもと、学生のキャリアアッ
プを図る10学部30学科から成る総合大学です。
経済学部 　経済学部では、幅広い知識の習得とともに
専門分野を深く学べる環境を用意し、演習や実習などに
より実践対応能力を養う実学教育を徹底しています。問
題を把握し、解決する能力を養うための効果的な科目を
バランスよく配置。変革期をむかえる経済社会で活躍で
きる人材を育成します。
法学部 　理論の解説だけでなく、実学としての法律を
重視。模擬法廷での実習などを交え、法律の運用に必要
とされる公平な判断力や論理的思考力を養い、「生きた
法律」の習得をめざします。
文学部 　多様な人文科学の基礎的な知識を習得しなが
ら各学科の専門知識を身につけ、同時に幅広い教養と人
間を総体的にとらえる視点を育みます。
外国語学部 　英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、
中国語、コリア語から１つのコースを受験時に選択。「専
門言語」として４年間体系的に学びます。また「選択言
語」として、専門とは別の言語を１年次から自由に履修
できます。
教育学部 　提携校での実習など、早期から実際の教育
現場を体験するプログラムを実施。教員養成を中心に、
より大きな視野で社会に貢献できる人間を育てます。
理工学部 　充実した実習施設を完備。実習・研究を通
して実践力を身につける実学を重視しています。機械工
学や情報工学、電子工学のほか、航空宇宙工学やバイオ
サイエンスなど幅広い分野から好奇心の赴くまま研究に
励むことができます。
医学部 　少人数のグループ学習や発表・討論によって
問題解決能力を習得。充実した実習環境を活用して早期
から臨床実習を行い、最新の医学知識と技術、豊かな人
間性を身につけた「よき医師」を養成します。
薬学部 　６年制学科のみを設置し、化学、生物学など

自分流に学ぶ
10学部30学科

の基礎学から医療薬学、生命薬学などの最新の知識・技
術を、専門的な講義や豊富な実習で習得し、高度な科学
的能力を備えた、質の高い薬剤師を育てます。
医療技術学部 　視能矯正、看護、診療放射線、臨床検
査、スポーツ医療、柔道整復学科を設置し、医学部附属
病院とのネットワークと専門教育のノウハウを駆使し
た、実践的な医療技術教育を実施します。
福岡医療技術学部 　幅広い教養教育を通して、理学療
法士、作業療法士、看護師、診療放射線技師、救急救命
士、臨床工学技士としての高度な専門知識と技術を習得
するとともに、地域に根ざし、高度医療の最前線で活躍
できる医療人を育成します。

○八王子キャンパス…… 経済学部（経済学科・経営学科・観光経営
学科）、法学部、文学部、外国語学部、教
育学部、医療技術学部（スポーツ医療学科
健康スポーツコース）

CAMPUS情報 ○板橋キャンパス…… 医学部、薬学部、医療技術学部（視能矯正学科・
看護学科・診療放射線学科・臨床検査学科・
スポーツ医療学科救急救命士コース）

○ 宇都宮キャンパス…… 経済学部（地域経済学科）、理工学部、医療技
術学部（柔道整復学科）

○福岡キャンパス……福岡医療技術学部

入試GUIDE（2017年度参考）

　一般入試Ⅰ期試験合格者のうち成績上位者を対象とし
た「奨学特待生」や入試出願前に採用が決まる「帝京大
学入試出願前奨学金制度（地方創生給付奨学金）」など、
学びたい熱意にしっかり応えるために多彩な奨学金制度
を用意しています。※学部・学科、コースにより内容が
異なります。詳細は学校案内でご確認ください。

　在学生および卒業生に対し、就職活動の支援をしてい
ます。「キャリアサポートセンター」が、面談、セミナー、
ガイダンスといったさまざまなイベントを開催し、就職
をサポートしています。総合人材サービス会社と提携し
た、生涯にわたる就職支援も行っています。
八王子キャンパス 　
　早期からの目標設定と就業力育成を目的として、すべ
ての新入生を対象に「新入生のための自分流キャリアデ
ザインマップ」ガイダンスを実施。必修科目「ライフデ
ザイン演習Ⅰ・Ⅱ」で将来なりたい自分を考えるきっか
けをつくり、充実した自己啓発支援（キャリア教育）科
目で就業力を育成します。
板橋キャンパス 　
　これまで届いた求人票がファイリングされており、自
由に閲覧することができます。また、受験報告書のファ
イルもあり、過去にどのような採用試験が行われ、面接
ではどのようなことを聞かれたかなどを知ることができ
ます。さらに、キャリアカウンセラーの資格を持った相
談員に、就職に関する相談（進路相談・履歴書添削・面
接対策など）ができます。
宇都宮キャンパス 　
　各学科の教員陣とキャリアサポートセンターの職員に
よって横断的に構成された就職委員会が中心となり、就
職支援に取り組んでいます。３年次10月から数回に分け
て実施する就職講座では、エントリーシートの書き方や
面接・筆記試験対策などを行っています。
福岡キャンパス 　
　地域との共存をテーマとする福岡キャンパスでは、２
年次より段階的に臨床実習を開始。地元医師会やOB・
OGをはじめとした協力体制のもと、実践的な知識と技
術が習得できる実習先を確保しています。

奨学金制度

就職支援プログラム

主な取得資格（ ）教員免許［中学校・高等
学校教諭一種］は省略

学部 学科（専攻） 関連資格
経済 経済 ２級ファイナンシャル・プランニン

グ技能検定受験資格　他
地域経済 学芸員
経営 司書教諭、スポーツリーダー　他
観光経営 旅行業務取扱管理者（総合・国内）他

法 法律 学芸員、司書教諭　他
文 日本文化・史 学芸員、司書教諭　他

社会 社会調査士
心理 認定心理士

外国語 外国語 学芸員、司書教諭　他
教育 教育文化 司書教諭、学芸員

初等教育 保育士（こども教育コース）、幼稚園
教諭一種、小学校教諭一種（初等教育
コース）、特別支援学校教諭　他

理工 機械・精密システム工 二級自動車整備士受験資格（オート
モビル・テクノロジー・コース）

航空宇宙工 自家用・事業用操縦士（ヘリパイロッ
トコース）

情報電子工 臨床工学技士国家試験受験資格（３
年次修了までに所定の単位修得後、
帝京短期大学専攻科で１年間修学）

バイオサイエンス 食品衛生管理者、食品衛生監視員
医 医 医師国家試験受験資格
薬 薬 薬剤師国家試験受験資格
医療
技術

視能矯正 視能訓練士国家試験受験資格
看護 看護師・保健師国家試験受験資格
診療放射線 診療放射線技師国家試験受験資格
臨床検査 臨床検査技師国家試験受験資格
スポーツ医療
（健康スポーツ）

アスレティックトレーナー受験資格、
スポーツリーダー　他

スポーツ医療（救急救命士） 救急救命士国家試験受験資格
柔道整復 柔道整復師国家試験受験資格

福岡
医療
技術

理学療法 理学療法士国家試験受験資格
作業療法 作業療法士国家試験受験資格
看護 看護師・保健師国家試験受験資格
診療放射線 診療放射線技師国家試験受験資格
医療技術（救急救命士） 救急救命士国家試験受験資格
医療技術（臨床工学） 臨床工学技士国家試験受験資格

※詳細は学校案内でご確認ください。

① ＡＯ入試／薬・経済・法・文・外国語・教育・理工・
医療技術・福岡医療技術学部

② 推薦入試（公募制）／医・経済・法・文・外国語・教育・
理工（航空宇宙工学科ヘリパイロットコースは除く）・
医療技術・福岡医療技術学部

③ 一般入試／医・薬・経済・法・文・外国語・教育・理
工・医療技術・福岡医療技術学部

④ 大学入試センター試験利用入試／医・薬・経済・法・
文・外国語・教育・理工・医療技術・福岡医療技術学部
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経済学部 地域経済学科 　経済学の手法を用いて「地
域の活性化・再生」に貢献できる人材を育成します。「地
域経済・産業のリーダーの育成」「農業・ベンチャーな
ど起業家の育成」「地方自治体を担う人材の育成」の３
つの履修モデルコースがあり、ゼミやフィールドワーク
を織り込んだ帝京大学の特色である「実学重視の教育」
を展開します。
理工学部 機械・精密システム工学科 　機械工学の幅
広い知識と、ものづくりの実学を身につけた人材を育成
します。実習工場、自動車整備実習場など充実した設備
を完備。実践的な技術の習得をめざします。
理工学部 航空宇宙工学科 　航空宇宙工学コース・ヘ
リパイロットコースの２コースを用意。航空宇宙工学
コースでは、豊富な実機による実物教育、多岐にわたる
研究を通して、最先端の航空宇宙工学を学びます。ヘリ
パイロットコースは、１年次後期から操縦実習を開始。
自家用および事業用操縦士の免許取得に向けたカリキュ
ラムが組まれています。
理工学部 情報電子工学科 　情報科学とエレクトロニ
クスを基盤とし、人間の幸せのためのシステムについて
総合的に学びます。実習・実験とグループワークを重視
したカリキュラムで、創造力や課題解決能力などを鍛え
ます。
理工学部 バイオサイエンス学科 　バイオサイエンス
を基礎から学んで、社会のニーズに応える能力を追究し
ます。充実した実験と先端技術に関する教育研究を重視
し、実学を通して高い専門性を身につけます。
医療技術学部 柔道整復学科 　高度な医療技術と知識
を備え、患者さんの健康をサポートする柔道整復師を育

学部・学科GUIDE

経済学部 地域経済学科　
 機械・精密システム工学科　
 航空宇宙工学科　

理工学部
 　・航空宇宙工学コース

 　・ヘリパイロットコース
 情報電子工学科　
 バイオサイエンス学科　
医療技術学部 柔道整復学科　

●学部・学科組織（ 年度 入学定員）
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●地域企業や行政機関との連携による教育プログラム
　 地域企業や行政機関との連携による、フィールドワークを重視した
教育プログラムで実践的に学習します。

てます。４年次には、キャンパスの敷地内にある「帝京
豊郷台接骨院」で実習を行い、実際に患者さんと触れ合
う中で多くの症例を経験し、診断・治療・接遇の実践力
を身につけます。また、2012年度に公益財団法人日本体
育協会公認アスレティックトレーナーの受験資格を取得
できる、アスレティックトレーナー課程を開設しました。

　各学科の教員陣とキャリアサポートセンターの職員に
よって横断的に構成された就職委員会が中心となり、就
職支援に取り組んでいます。インターンシップ制度の採
用、課外講座を用意するなどサポート体制は充実してい
ます。
取得資格 　※教員免許（中学校教諭一種・高等学校教諭一種）は省略

　「帝京大学入試出願前奨学金制度（地方創生給付奨学
金）」を導入。出身地を限定せず、他大学の併願もでき、
入試出願前に採用内定が決定する新しい奨学金です。返
還義務のない給付奨学金で、給付は４年間続くので、安
心して勉強することができます。詳細は帝京大学ホーム
ページでご確認ください。

キャリアサポート

学部 学科 関連資格
経済 地域経済 学芸員
理工 機械・精密シス

テム工
二級自動車整備士受験資格（オートモ
ビル・テクノロジー・コース）、学芸員

航空宇宙工 自家用・事業用操縦士（ヘリパイロッ
トコース）、航空特殊無線技士　ほか

情報電子工 臨床工学技士国家試験受験資格（３年
次修了までに所定の単位修得後、帝京
短期大学専攻科で１年間修学）　ほか

バイオサイエンス 食品衛生管理者、食品衛生監視員ほか
医療技術 柔道整復 柔道整復師国家試験受験資格

奨学金制度

〠320‒8551　栃木県宇都宮市豊郷台1‒1　☎028‒627‒7123（学生サポートチーム）　〈HP〉http://www.teikyo-u.ac.jp/

帝京大学宇都宮
キャンパス

ＱＲコード
トップハガキ

無　料

6月上旬

資料請求

完成時期

請求ハガキ

料　金
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資料請求方法：巻頭カラーページの「パンフレット一括請求」をご覧ください。

　進化する現代医療の現場で、地域の現状に即したチー
ム医療の必要性が求められています。こうしたニーズに
応えるため、高い専門性と豊かな人間性、創造性を備え
た地域医療に貢献できる医療技術者を育成します。
理学療法学科 　確かな知識・技術と協調性を備え持つ、
リハビリテーションの専門家を育成します。１年次から
患者さんの状態を分析することを重視した学びを展開。
地元の大学や総合病院、医療機関での長期間におよぶ臨
床実習を通して、医療現場での実践感覚を磨きます。
作業療法学科 　患者さんの社会復帰を心と身体の両面
からサポートする、技術と豊かな人間性をあわせ持った
作業療法士を育成します。臨床実習の機会を豊富に用意
し、実習の機会毎に異なる病院や施設で実施。実際の現
場を通して実学を身につけ、深い観察力や適切な対応力
を身につけます。
看護学科 　教養・専門両分野を段階的に配置してグ
ループワーク・演習・見学・実習など多彩な学習形態に
より、主体的に学べるカリキュラムを用意しています。
看護の専門性を探求し、さらに看護の専門的立場から、
地域の保健・医療・福祉に貢献できる人材を育成します。
診療放射線学科 　最新の学習環境で高度な放射線技術
教育を実施します。実際の医療現場での臨床実習で医療
人として必要な素養を実践的に磨き、高い倫理観と豊か
な人間性を身につけた、広く社会に貢献できる診療放射
線技師の養成をめざします。
医療技術学科 　救急救命士コースは、「病院前救護活
動」に関して、科学的根拠に基づいた活動を、安全かつ
迅速・的確に展開するための基礎的な実践能力を持った
救急救命士を育成します。３年次には幅広い専門分野を
学ぶと同時に、実習を通して、高度な救急救命処置技術
と的確な判断力を養います。また、消防署や救急病院の
実習で救急医療の現場を体験します。
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チーム医療に必要とされる素養を高め、地域医療の即戦力となる医療人の育成をめざします。

　臨床工学コースは、医学と工学の知識を身につけ、高
度な臨床現場を支える「医療機器のスペシャリスト」を
めざします。４年次には病院での臨床実習が中心となり、
専門知識の確実な定着、臨床工学に関する技術の実践力
アップをめざします。

自治体と連携した教育の導入 　地域学の授業やフィー
ルドワークなどを通して生活と文化に実際にふれ、地元
大牟田市を中心とした地域への関心を高めるとともに、
地域医療の重要性への気づき、学習意欲の向上を図りま
す。また、地域に密着した臨地実習を実施し、地域医療
に貢献できる人材を養成します。

　福岡キャンパスでは、国家試験を見据えた過去問対策を
実施。過去10年以上の国家試験問題をデータベースに保
存、出題パターンを複雑化させた独自の過去問題集を制作
しています。また、２年次より段階的に臨床実習を開始。
地元医師会やOB・OGをはじめとした協力体制のもと、実
践的な知識と技術が習得できる実習先を確保しています。
取得資格 　卒業時に次の資格を取得できます。

主な就職先 　帝京大学医学部附属病院、帝京大学ちば総
合医療センター、北九州市立門司病院、福岡大学病院など

地域医療に貢献できる医療人を育成

キャリアサポート

学部 学科 関連資格
福岡医療
技術学部

理学療法学科 理学療法士国家試験受験資格
作業療法学科 作業療法士国家試験受験資格
看護学科 看護師国家試験受験資格、保健師国家試

験受験資格＊、助産師国家試験受験資格＊
診療放射線学科 診療放射線技師国家試験受験資格
医療技術学科 救急救命士国家試験受験資格、臨床工学

技士国家試験受験資格
＊…学内選抜による定員制
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帝京大学福 岡
キャンパス

ＱＲコード
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無　料

6月上旬

資料請求

完成時期

請求ハガキ

料　金


