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武蔵野大学
〠135 8181

入試センター

完成時期

では臨床心理士や言語聴覚士を目指すことが可能です。

幼児教育学科、日本文学文化学科、社会福祉学科、薬学

料

カリキュラムは新しい国家資格の公認心理師にも対応。

科、建築デザイン学科が学びます。

6月中旬

〈社会福祉学科〉社会福祉士を育成。社会福祉実習が充
実し社会の課題に挑戦する積極性と深い洞察力、創造力

卒業後の進路

無

☎03 5530 7300 〈HP〉https://www.musashino-u.ac.jp

を養います。
スクールソーシャルワーク教育課程も開講。
薬学部

武蔵野大学は文・理・医療・情報系の総合大学。90年
以上の歴史と伝統を誇り、
「世界の幸せをカタチにする。
」
をスローガンに、世界の幸せのために行動できる人材を
育成します。
アントレプレナーシップ学部

〈アントレプレナー

シップ学科〉高い志と倫理観に基づき、失敗を恐れずに
踏み出し、新たな価値を見出し、創造していく起業家精
神を学びます。
現役の実務家教員による実践科目が中心。
３年次には実際に起業を経験し、自分の意志で「ことを
成す」ことを学びながら、ゼロからイチを創り出せる実
践者を育成します。
データサイエンス学部 〈データサイエンス学科〉最
先端の人工知能（AI）に関する知識とスキルを身に付け、
ビッグデータを活用して新たなビジネスを創出するデー
タサイエンティストを育成します。企業との共同研究や
官公庁からの委託研究に携わるなど、実践的な授業を用
意。文系理系の枠組みにとらわれない学びです。
グローバル学部 〈グローバルコミュニケーション学
科〉
「全員留学」
カリキュラムで２年次に５カ月間アメリ
カへ留学し、実践的な語学力を身に付けます。日本語と
英語・中国語をマスターしたトライリンガル人材を育成。
〈日本語コミュニケーション学科〉英語・中国語を身に付
け、外国人留学生と学ぶ環境で異文化コミュニケーショ
ン力を磨きます。日本文化、観光学、サブカルチャーを
学び、
日本語教員をはじめ国内外で活躍する人材を育成。
〈グローバルビジネス学科〉４年間オール英語の授業で
留学生と共に、
ビジネスや経営を学びます。
グローバル企
業で活躍してきた教員から専門的かつ実践的に学べます。
法学部 〈法律学科〉法曹、民間企業、公務員として
の活躍を目指します。民法を先に集中して学び、一般的
に３年次までかかるとされる民法財産法を２年次で修了
する独自のカリキュラム「民事基本法先行集中学習」を
採用。
法曹その他の資絡試験に早い段階から対応します。
〈政治学科〉
日本や世界各国の政治制度、
政治事情を学び、
公共精神と共生の視点から社会に貢献できる能力を修得
します。正規授業で公務員試験対策ができるのも特長。
経済学部 〈経済学科〉グローバルな視野と論理的思
考力を身に付けて、経済のメカニズムを理解します。経

■学部学科組織・募集定員
●アントレプレナーシップ学部 アントレプレナーシップ学科・60
●データサイエンス学部 データサイエンス学科・90
●グローバル学部
グローバルコミュニケーション学科・165 ／日本語コミュニケー
ション学科・80 ／グローバルビジネス学科・55
●法学部 法律学科・190 ／政治学科・100
●経済学部 経済学科・175
●経営学部 経営学科・220 ／会計ガバナンス学科・90
●教育学部 教育学科・120 ／幼児教育学科・100
●文学部 日本文学文化学科・200
●人間科学部 人間科学科・215 ／社会福祉学科・145
●薬学部 薬学科（６年制）
・145
●看護学部 看護学科・125
●工学部
環境システム学科・70 ／数理工学科・60 ／建築デザイン学科・70

済データを分析するための統計的手法を学ぶ授業が充実。
経営学部

〈経営学科〉経営戦略、経営組織、マーケ
ティングを中心にマネジメントを学びます。教科書で学
ぶ知識とグループワークやケースディスカッションを組
み合わせることで、実践的で専門的な経営学の知識を身
に付けます。
〈会計ガバナンス学科〉全員が公認会計士
や税理士、上場企業の財務経理担当者などを目指せるカ
リキュラム。簿記をはじめ会計・財務の仕組みを基礎か
ら学び、企業や組織の経営戦略を立て、組織を動かして
いける知識を学修します。

〈薬学科〉医療人としての高い倫理観と高度

文学部 〈日本文学文化学科〉日本文学と文化、日本
語の幅広い授業を展開。プロが学生の作品を直接添削指
導する創作の授業や、日本の伝統芸能に関する授業もあ
り、教養を深め、豊かな感性とコミュニケーション力を
磨きます。
人間科学部 〈人間科学科〉心理学、社会学、生命科
学など総合的な視点で人間理解を深め、社会の様々な分
野で活躍できる人材を育成。精神保健福祉士や、大学院

三 井 住 友 銀 行、 野 村 證 券、

NTT東日本、JR東日本、日本郵便、日本航空、アシッ
クス、武田薬品工業、大成建設、保育園・幼稚園、小・中・

を実施。５年次に病院薬局と保険薬局の実務実習、６年

高教員、病院、福祉施設、国家・地方公務員など

次に総仕上げを行い、国家試験合格を目指します。

取得できる資格

看護学部 〈看護学科〉看護師国家試験新卒合格率は
99％。選択制で保健師、養護教諭一種免許の資格も目指
せます。心理や医療、教育、
福祉など総合大学ならではの

学部

幅広い分野の科目履修により総合的な視野と豊かな人間
性を身に付けます。実習は２年次に始まり、授業と実践
と振り返りのサイクルで知識と技術の定着を図ります。
工学部

グローバルビジネス TOEFL®、IELTS、TOEIC®
法

経済

法律

司法試験、司法書士、行政書士、不動産鑑
定士、社会保険労務士、宅地建物取引士

政治

国家公務員、地方公務員

経済

中小企業診断士、ファイナンシャル・プラ
ンニング技能士

経営

日商簿記

会計ガバナンス

公認会計士、税理士、日商簿記、ファイナ
ンシャル・プランニング技能士

教育

小学校教諭、中学校教諭
（国語・英語・理科）
、
高等学校教諭
（国語・書道・英語・理科）、
司書教諭、社会福祉主事

幼児教育

保育士、幼稚園教諭、小学校教諭、司書教
諭、社会福祉主事

日本文学文化

中学校教諭（国語）、高等学校教諭
（国語・
書道）、司書教諭、司書

人間科学

臨床心理士、公認心理師、認定心理士、精
神保健福祉士、社会福祉主事、児童指導員、
言語聴覚士、司書

社会福祉

社会福祉士、社会福祉主事、児童指導員、
スクールソーシャルワーク教育課程、司書

薬

薬

薬剤師

看護

看護

看護師、保健師、養護教諭、認定心理士

環境システム

中学校・高等学校教諭
（理科）
、東京都ECO
TOPプログラム修了者登録証

数理工

中学校・高等学校教諭
（数学）
、アクチュア
リー

建築デザイン

一級・二級建築士、木造建築士、インテリ
アプランナー、商業施設士補

経営

教育

文

人間科学

CAMPUS情報

取得できる資格（受験資格）
・目標とする資格

グローバル 日 本 語コミュ
日本語教員養成課程、TOEIC®
ニケーション

望者へのサポートも充実。〈数理工学科〉基礎数学から
プログラミング、シミュレーションまで数理工学の専門
知識を学び、様々な現象をモデル化しシステム設計に応
用できる人材を育成。数学教員も目指せます。〈建築デ
ザイン学科〉一級建築士を目指せるカリキュラムで専門
性を高め、学年を越えたプロジェクト型授業では作品や
研究成果を社会に発表。建築・デザインの視点から、現
代の多様な課題を解決する人材を育成します。

学科

グローバルコミ 通訳案内士、TOEIC®、翻訳実務検定、翻
ュニケーション 訳専門職資格試験、司書、中国語検定試験

〈環境システム学科〉文系・理系それぞれの

視点から環境を学べるカリキュラム。環境マネジメント
の知識を備え、社会を啓発する人材を育成。理科教員志

教育学部

〈教育学科〉小学校、中学校（国語・英語・
理科）
、高校（国語・書道・英語・理科）の教員免許取得
が可能。教育インターンシップなど数多くの教育現場で
の実習を通じて、児童・生徒の成長過程で生じる諸課題
を解決する力を身に付けます。〈幼児教育学科〉幼保一
元化にも対応できる幼稚園教諭と保育士を育成。大学附
属幼稚園があり、実習前から子どもたちと触れ合うこと
ができます。教育学科の単位を修得することで小学校教
員免許の取得も可能です。

卒業生の主な就職実績

な専門知識を備えた実践力のある薬剤師を育成します。
４年次には薬学共用試験の対策や、実務実習の事前学習

工

有明キャンパス
お台場・有明地区にある有明キャン 【育成プログラム】経済学科・法律学科・政治学科では
国家公務員、会計ガバナンス学科では公認会計士や税理
パスは官公庁や企業が集まる都心に近く、産官学共働研
士を目指す学生を、入学時から国家試験合格まで経済的・
究には絶好の立地。データサイエンス学科、グローバル
効果的に全面サポートする特別プログラムがあります。
コミュニケーション学科、日本語コミュニケーション学
科、グローバルビジネス学科、法律学科、政治学科、経 【AI活用エキスパートコース】副専攻として全学科生履
済学科、経営学科、会計ガバナンス学科、人間科学科、 修可能なAI活用エキスパートコースを2021年度から新
設。学科の専門科目に加えてデータサイエンスおよびAI
看護学科、環境システム学科、数理工学科が有明キャン
の基礎的知識とスキル、論理的思考、デザイン思考、デー
パスで学びます。
タ思考などの情報技法、プログラミングリテラシーなど
武蔵野キャンパス
実習施設や図書館など学びをサ
の基盤的な技法を身に付けます。コース修了者には「コー
ポートする施設が充実。東京で人気の高い吉祥寺の近く
にあります。アントレプレナーシップ学科、教育学科、 ス修了証書」を交付。
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。

401

東

●2021年４月、アントレプレナーシップ学部アントレプレナーシップ学科を開設。
●2021年４月から全学科がそれぞれの修学キャンパスで４年間（薬学科は６年間）学びます。
●副専攻としてＡＩ活用エキスパートコースを新設。

大学GUIDE
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東京都江東区有明三丁目３番３号

料

巻末ハガキ

