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資料請求方法：巻末ページの「パンフレット一括請求」をご覧ください。

関　

東

【国際人文学部】TOEIC®、日本語・中国語・韓国語関連
資格、学芸員、日本語教員など　【観光学部】総合・国
内旅行業務取扱管理者、観光英語検定、旅行業英語検定
など

過去の主な就職先 　
【看護学部】成田赤十字病院、東千葉メディカルセンタ
ー、さんむ医療センターなど　【薬学部】病院・薬局、
帝人、エーザイ、武田薬品工業、ファイザー、マツモト
キヨシ、ウエルシア関東、大学院進学など　【福祉総合
学部】高齢者・障害者・児童福祉施設、リエイ、千葉県
レクリエーション都市開発、JR東日本、千葉県警など
【経営情報学部】大林組、ユアテック、全日本空輸、
JTBなど　【メディア学部】オウケイウェイヴ、NHK、
共同テレビジョン、日本生命保険など　【国際人文学部】
紀伊國屋書店、近畿日本ツーリスト、ANAクラウンプ
ラザホテル成田、千葉銀行、清水建設、富士火災海上保
険など　【観光学部】ホテルニューオータニ、千葉県観
光協会、鴨川市役所、JALスカイ、エイチ・アイ・エス
など

卒業後の進路

観光学部 　
　千葉県鴨川市にある安房キャンパスで学びます。周辺
の観光施設や観光関連企業と連携したプロジェクトなど
を通して、実践的な観光を学ぶことができます。語学教
育や海外留学プログラムも充実しています。

千葉東金キャンパス 　郊外にあり、閑静で季節感あふ
れるキャンパスです。また、図書館や美術館をはじめさ
まざまな教育施設が設けられており、学業に関わるすべ
ての人々に有益な時間と空間を提供しています。
東京紀尾井町キャンパス 　経営情報学部・メディア学
部の授業を開講。また、交通至便な立地にあり、社会人
を対象とした講座なども積極的に開催しています。
安房キャンパス 　観光学部の学生が４年間学びます。
海が目の前に広がるリゾート地・千葉県鴨川市にあり、
周辺のホテルや観光施設などでも体験型授業を実施する
など、地域と一体となった教育をおこなっています。

【看護学部】看護師、保健師、助産師、養護教諭一種免
許など　【薬学部】薬剤師、健康食品管理士など　【福祉
総合学部】社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士、
保育士、幼稚園教諭一種免許、理学療法士など　【経営
情報学部】公認会計士、税理士、販売士、日商簿記、健
康運動実践指導者、スポーツリーダー、情報関連資格な
ど　【メディア学部】Microsoft Office Specialist
（MOS）、ITパスポート試験、カラーコーディネーター、
CGクリエイター検定、Pro Tools技術認定試験など　

CAMPUS情報

取得をめざす資格

　城西国際大学では、社会で必要となる力を身につける
ために、さまざまな教育をおこなっています。
　多文化共生社会を理解し、協働できるグローバル人材
を育成する「国際教育」、社会の創造に取り組む人材を
育成する「地域基盤型教育」、これからの社会に貢献で
きる人材を育成する「キャリア形成教育」という「人材
育成の３本の柱」を教育の特色として、幅広く活躍でき
る人材を育成しています。
看護学部 　
　キャンパス周辺の病院と連携した実践的な教育を推
進。また、薬学部や福祉総合学部などとも連携し、医療・
福祉分野についても幅広い知識を身につけることができ
ます。病院・自治体からの奨学金制度も充実しており、
経済的負担を軽減することが可能です。看護師、保健師、
助産師の国家試験受験資格が取得できます。
薬学部（６年制）　
　病院・薬局などの医療現場で活躍できる薬剤師の育成
をめざしています。実習・実験設備の環境を整えている
ほか、医療現場でのコミュニケーション力向上のために
模擬患者会も組織しています。卒業と同時に薬剤師国家
試験受験資格を得られるほか、健康食品管理士の資格取
得をめざすこともできます。
福祉総合学部
〈福祉総合学科〉めざす進路にあわせた実践力を身につ
けます。資格取得についても、社会福祉士・精神保健福
祉士・介護福祉士の国家試験受験資格や、卒業と同時に
取得できる保育士・幼稚園教諭一種免許など、それぞれ
のコースでめざす資格にあわせた授業を行います。
〈理学療法学科〉2016年度より開設された本学科では、
海外研修や看護学部・薬学部との協同による専門職連携
教育、高度なスポーツ医療教育などを実施します。人の
気持ちに寄り添い、人と生命の尊厳を守り、幅広い領域
に対応できる理学療法士を育成します。
経営情報学部 　
　将来の目標に合わせ、千葉東金キャンパスに４コース、
東京紀尾井町キャンパスに３コースを開設。マネジメン
トに必要な実践的なスキルを身につけることができます。
●千葉東金キャンパス…グローバルビジネス・マーケ

大学GUIDE

ティングコース、公共マネジメントコース、スポーツマ
ネジメントコース、情報マネジメントコース
●東京紀尾井町キャンパス…グローバルビジネス・マー
ケティングコース、会計ファイナンスコース、情報・メ
ディアマネジメントコース
メディア学部 　
　情報・映像・デザイン・サウンドを複合的に学べる「ク
ロスメディアコース」と、エンタテイメント分野で活躍
できる人材を育成する「映像芸術コース」の２コースを
開設。映像制作会社や広告代理店、印刷・デザイン、ゲー
ム、情報関連企業など、さまざまな分野に卒業生を輩出
しています。
国際人文学部

〈国際文化学科〉世界各国の言語・文化・社会を学ぶ「国
際文化コース」と、特に韓国語や韓国文化を学ぶ「韓国
語コース」の２コースを開設。海外留学プログラムも充
実しています。
〈国際交流学科〉実践的な英語力・コミュニケーション
力を身につけます。ネイティブ教員による英語の授業や
必須科目の第２外国語などで、語学力を高めることがで
きます。

①一般入試（Ｗエントリー入試）／看護、薬学部を除く全学部
②一般入試（高得点２科目入試）／看護学部、薬学部
③一般入試（３科目入試）／薬学部　
④ＡＯ方式入試／全学部
⑤センター利用方式入試／全学部　
⑥公募制推薦入学／全学部

Ｔ
Ｏ
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｓ

1992年に開学。千葉県と東京都にキャンパスを開設する総合大学です。2016年に理
学療法学科を開設し、医療・福祉系教育がさらに充実しました。実社会で活躍でき
る人材育成に力を入れており、国内外で体験型教育プログラムを展開しています。

入試GUIDE（前年度参考）

○教員数……239（ 教授118　准教授66　助教55）
○学生総数……5,603　※学部生のみ
○キャンパス……千葉東金、東京紀尾井町、安房

  （2018年度）

DATA・FILE
学生一人ひとりが充分に個性を発揮し、能力を伸ばせるように、
専任教員が進路や海外留学をはじめ、大学生活のさまざまな問題
に対して、個別にアドバイスをしてくれます。教員が必ず研究室
に在室し、学生が気軽に相談できる時間（オフィスアワー）も設
けています。

アドバイザー制度
●経営情報学部：〈中学〉社会、保健体育〈高校〉公民、保健体育
●国際文化学科： 〈中学〉国語、社会   

〈高校〉国語、地理歴史
●国際交流学科：〈中学〉英語〈高校〉英語
●福祉総合学部：〈幼稚園〉〈高校〉福祉
●看 護 学 部：養護

教員免許も取得できます

〠283‒8555　千葉県東金市求名（ぐみょう）1　入試課　☎0475‒55‒8855 　 〈HP〉http://www.jiu.ac.jp/   
〈E-mail〉admis@jiu.ac.jp

城西国際大学
巻末ハガキ

無　料

5月

資料請求

完成時期

請求ハガキ

料　金

城西国際大学の英語
教育はネイティブ／
バイリンガル教員が
担当。わかりやすい
授業で英語を身につ
けることができま
す。また、アジアや
欧米からの留学生も
学んでおり、キャン
パス内でも国際交流
が盛んです。

看護学部・薬学部・
福祉総合学部の医
療・福祉系学部では、
学部間連携教育を行
っており、幅広い視
野で医療・福祉に携
わる人材を育成して
い ま す。 さ ら に、
2016年度には福祉総
合学部に理学療法学
科を開設しました。

国際交流が盛んです！ 医療・福祉系教育も充実！

（再課程認定申請中）

■学部・学科組織　※2019年度定員

●看護学部
看護学科100
●薬学部
医療薬学科（６年制）130
●福祉総合学部
理学療法学科80／福祉総合学科140
●経営情報学部
総合経営学科400
●メディア学部
メディア情報学科360
●国際人文学部
国際文化学科80／国際交流学科120
●観光学部
観光学科100
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資料請求方法：巻末ページの「パンフレット一括請求」をご覧ください。

　城西国際大学では、社会で必要となる力を身につける
ために、さまざまな教育をおこなっています。
　多文化共生社会を理解し、協働できるグローバル人材
を育成する「国際教育」、社会の創造に取り組む人材を
育成する「地域基盤型教育」、これからの社会に貢献で
きる人材を育成する「キャリア形成教育」という「人材
育成の３本の柱」を教育の特色として、幅広く活躍でき
る人材を育成しています。
経営情報学部 　東京紀尾井町キャンパスにグローバル
ビジネス・マーケティングコース、会計ファイナンスコ
ース、情報・メディアマネジメントコースの３コースを
設置。経営、情報、英語、経済を学び、グローバル化す
るビジネスのさまざまな場面で活躍できる国際感覚豊か
な人材を育成します。都心のビジネスエリアにあり、世
界の動きを感じながら学ぶことができます。
メディア学部 　東京紀尾井町キャンパスにエンタテイ
メント分野で活躍できる人材を育成する映像芸術コース
を開設。「制作・演出」「映像技術」「映像美術」「アニメ
ーション・CG」「芸能・ステージ」「サウンド・音楽」「コ
ミュニケーション」「グローバルメディア」の８分野か
ら主分野と副分野を自由に選択できます。

東京紀尾井町キャンパス 　流行の文化やビジネス拠点
に彩られた都心部で、刺激的なキャンパスライフを送る

大学GUIDE

CAMPUS情報
※経営情報学部、メディア学部
①一般入試（Ｗエントリー入試）
②ＡＯ方式入試
③センター利用方式入試
④公募制推薦入学

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

アクセス

ことができます。交通至便な場所にあり、企業の現場を
体験する産学連携教育も活発に行われています。

【経営情報学部】販売士、TOEIC®600点、公認会計士、
税理士、日商簿記、ITパスポート、基本情報技術者など
【メディア学部】エイベックス・ダンスマスター、カラ
ーコーディネーター、色彩検定、CGクリエイター検定、
Avid Pro Tools認定など

過去の主な就職先 　【経営情報学部】トヨタ自動車、
三菱日立パワーシステムズ、清水建設、伊藤園、住友生
命保険、東京地下鉄など　【メディア学部】NHK、日活、
東映、NTT東日本、マイクロソフト、劇団四季、日本
郵便、三越伊勢丹、千葉銀行など

取得を目指す資格

卒業後の進路

東京紀尾井町キャンパス　〠102-0094　東京都千代田区紀尾井町3-26　 〈HP〉http://www.jiu.ac.jp/　〈E-mail〉admis@jiu.ac.jp
〔問い合わせ先〕千葉東金キャンパス　〠283‒8555　千葉県東金市求名（ぐみょう）1　入試課　☎0475‒55‒8855

城西国際大学東京紀尾井町
キャンパス

巻末ハガキ

無　料

5月

資料請求

完成時期

請求ハガキ

料　金

入試GUIDE
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1992年に開学。千葉県と東京都にキャンパスを開設する総合大学です。実社会で活
躍できる人材育成に力を入れており、国内外で体験型教育プログラムを展開してい
ます。

学生一人ひとりが充分に個性を発揮し、能力を伸ばせるように、
専任教員が進路や海外留学をはじめ、大学生活のさまざまな問題
に対して、個別にアドバイスをしてくれます。教員が必ず研究室
に在室し、学生が気軽に相談できる時間（オフィスアワー）も設
けています。

アドバイザー制度

■学部・学科組織　※2019年度定員

●経営情報学部

総合経営学科400

●メディア学部

メディア情報学科（映像芸術コース260、クロスメディアコース

100）


