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関　

東

薬学部 　
■薬学科／「くすり」に関する確かな知識と患者さんに
寄り添った医療を提供できる人材を養成します。
人文社会学部 　※2022年度名称変更
■児童学科／小学校・特別支援コースでは、教育から心
理、福祉までの幅広い学びで「こどものエキスパート」
を養成し、保育・幼稚園コースでは、こどもを健やかに
育むことのできる、頼れる「乳幼児教育」の専門家を養
成します。
■人間文化学科／福祉コースでは、これからの時代に必
要とされる幅広い福祉の知識を備えた人材を養成しま
す。メディア文化コースでは、メディア業界での活躍を
目指し、実践的な学びで夢をカタチにします。グローバ
ルコミュニケーションコースでは、異なる言語や文化を
理解し、相互理解を深める異文化間コミュニケーション
能力を身につけた人材を養成します。
■経営学科／経営コースでは、実践的スキルを身につけ
即戦力となるビジネスパーソンを養成します。トレー
ナー・スポーツ経営コースでは、トレーナー技術と経営
学を複合的に学び、スポーツ関連の様々な分野で活躍で
きる人材を養成します。経営情報コースでは、コンピュー
ターをいかし多彩な分野で活躍できるプロを養成しま
す。
■観光経営学科／語学力と自ら考える能力を磨き、観光
産業で即戦力となれる人材を養成します。
ヒューマンケア学部 　
■鍼灸学科／今後ニーズが高まる鍼灸医学を多様な医療
系学科と関連させて深く学べる環境を提供します。
■柔道整復学科／柔道整復師とアスレティックトレー
ナー双方を目指した幅広い技術修得が可能です。
■看護学科／看護職としての倫理観や研究能力を養い、高
度な判断力や実践能力を身につけた看護師を養成します。

大学GUIDE
健康メディカル学部 　
■健康栄養学科／知識と技能、豊かな人間性を兼ね備え
た管理栄養士を養成します。
■心理学科（2022年度名称変更）／現代の「心の問題」を
考え、「人間とは何か」を学び、様々な心の問題や社会
の問題への取り組みを主体的に行える人材を養成します。
■言語聴覚学科／病気や事故、発達上の問題などで、こと
ばによるコミュニケーションに困難を抱える人のコミュ
ニケーション能力の改善を助ける専門家を養成します。
■作業療法学科／学内・外での豊富な演習・実習を通じ
て、実践能力を磨き、地域で活躍できる人材を養成します。
■理学療法学科／リハビリテーションの専門家として
様々な場面で活躍できる人材を養成します。
■医療科学科／充実した設備のもと、知識と技能を修得
します。救急救命士コースでは、救急医療や災害現場で
生命を守り活躍できる人材を、臨床工学コースでは、高
度先進医療の根幹を支える医療機器を扱うスペシャリス
トを目指します。
健康医療スポーツ学部 　
※p.257の千葉・ちはら台キャンパスをご覧ください。

　１年次から社会人としての意識や職業観を養うプログ
ラムを実施し、就職支援室の職員がサポートを行います。
①キャリアカウンセラーによる個別指導
一人ひとりの個性や希望に沿ったアドバイスを行います。
②生涯に渡ってサポートする「新宿サテライトオフィス」
㈱東京海上日動キャリアサービスと提携し、在学生の就
職活動や卒業生の転職などの就職支援を行っています。
③新卒応援ハローワーク（厚労省）による就職支援
ハローワークの担当者による個別面談を定期的に開催し
ています。

就職支援・キャリア教育

①総合型選抜　②学校推薦型選抜
③一般選抜　　④大学入学共通テスト利用選抜
入試のポイント 　（2022年度）
１．早期の受験で優遇制度の多い総合型選抜Ⅰ期
　　 入試を２回以上受験する場合、２回目以降は受験料

を減額（共通テスト利用選抜は受験料割引制度の対象
外）。総合型選抜Ⅰ期は、３日以上の出願で特別減
額を適用。さらに、特待生制度の対象となります。

２．他学部の併願が可能
　　 第２・第３志望として他学部・他学科の出願が可能、

追加の受験料は不要です（学校推薦型選抜及び薬学
部・アスリートコースを除く）。

３．「全体の学習成績の状況」の基準はなし
　　 調査書の「全体の学習成績の状況」の基準は設けて

いません。調査書の提出も１回目出願時に提出すれ
ば、２回目以降提出する必要はありません。

４．複数日受験の場合は合計点数の高い日で合否判定
　　 同一試験区分で、同じ学科・コースを第一志望とし

て複数日受験した場合は、合計点数の高い日が合否
判定に利用されます。

５． 総合型選抜では全国12試験場、一般選抜では全国10試験場で受験が可能
　　 総合型選抜Ⅰ期は池袋・中野・千葉・札幌・仙台・

つくば・高崎・新潟・長野・静岡・大阪・博多、一
般選抜Ⅱ期は池袋・中野・千葉・仙台・つくば・高
崎・新潟・長野・静岡・博多で受験が可能です。

６．得意科目でチャレンジ
　　 学部・学科・コースにより受験科目数は異なります

が、得意科目で受験が可能です。
※詳細は入学者選抜要項でご確認ください。
※内容は前年度実績のため変更の可能性あり。

● 学びたい学科がある。実学の総合大学。　
　帝京平成大学は、実践能力を身につけ、社会に貢献できる人材を養成してきた総合大学です。

〈日程〉７月～９月、３月　※予定
〈場所〉池袋キャンパス・中野キャンパス・千葉キャンパス・
　　　 ちはら台キャンパス
参加申込み
URL　https://www.thu.ac.jp/exam/opencampus

オープンキャンパス

［池袋キャンパス］〠170‒8445　東京都豊島区東池袋2‒51‒4　入試相談　X0120‒918‒392　入試課　☎03‒5843‒3200　〈HP〉https://www.thu.ac.jp/［中野キャンパス］〠164‒8530　東京都中野区中野4‒21‒2

帝京平成大学池袋・中野
キャンパス

巻末ハガキ

無　料

6月上旬

資料請求

完成時期

請求ハガキ

料　金

　国家試験合格者数がはり師・きゅう師・柔道整復師全国１位、
理学療法士・作業療法士・救急救命士・助産師全国２位、看護師・
言語聴覚士全国５位。国家試験だけでなく消防官就職者数全国３
位など、専門職に強い大学として結果を残しています。
（大学通信「大学探しランキングブック2022」より）

国家試験合格者数は全国上位

学部・学科・コース 取得可能な資格、目標資格（※は受験資格）
薬
学
部

薬学科
（中野） 薬剤師※

人
文
社
会
学
部（
２
０
２
２
年
度
名
称
変
更
）

児
童
学
科

（
中
野
）

小学校・特別
支援コース

小学校教諭一種免許状、特別支援学校教諭一種免
許状（視覚障害・聴覚障害・知的障害・肢体不自由・
病弱）

保育・幼稚園
コース

保育士、幼稚園教諭一種免許状、小学校教諭一種
免許状

人
間
文
化
学
科

（
中
野
）

福祉コース 社会福祉士※、精神保健福祉士※、社会福祉主事
任用資格

メディア
文化コース

社会福祉主事任用資格
〈目標資格〉カラーコーディネーター検定、色彩検
定、CG検定など

グローバル
コミュニケー
ションコース

社会福祉主事任用資格
〈目標資格〉TOEIC、TOEFL、中国語・フランス語・
ドイツ語検定など

経
営
学
科

（
中
野
）

経営コース 診療情報管理士※
〈目標資格〉簿記検定など

トレーナー・
スポーツ経営
コース

中学校・高等学校教諭一種免許状（保健体育）、アス
レティックトレーナー※、健康運動実践指導者※、
トレーニング指導者※

経営情報
コース

〈目標資格〉基本情報技術者、ITパスポート試験、
情報セキュリティマネジメントなど

観光経営学科
（中野）

〈目標資格〉国内旅行業務取扱管理者、総合旅行業
務取扱管理者、観光英語検定、ホテルビジネス実
務検定など

ヒ
ュ
ー
マ
ン
ケ
ア
学
部

鍼
灸
学
科

（
池
袋
）

トレーナー・
鍼灸コース

はり師・きゅう師※、アスレティックトレーナー※、
健康運動実践指導者※

柔
道
整
復
学
科

（
池
袋
）

トレーナー・
柔道整復
コース

柔道整復師※、アスレティックトレーナー※、健
康運動実践指導者※、中学校・高等学校教諭一種
免許状（保健体育）

看護学科
（中野）

看護師※、保健師※、助産師※、養護教諭二種免
許状（保健師資格必須）、受胎調節実地指導員資格
（助産師資格必須）

健
康
メ
デ
ィ
カ
ル
学
部

健康栄養学科
（池袋）

管理栄養士※、栄養士、フードスペシャリスト※、
栄養教諭一種免許状、食品衛生監視員・食品衛生
管理者任用資格

心理学科（池袋）
※2022年度名称変更

認定心理士、公認心理師※（所定の単位を修得し、
卒業後大学院進学が必要）、児童指導員任用資格

言語聴覚学科（池袋）言語聴覚士※
作業療法学科（池袋）作業療法士※
理学療法学科（池袋）理学療法士※
医
療
科
学
科

（
池
袋
）

救急救命士
コース 救急救命士※

臨床工学
コース 臨床工学技士※

（注） 取得に条件や制限がある資格もあります。また、２つ以上（教
職を含む）の資格を取得する場合、時間割等の都合で４年以上
かかる場合があります。

学部・学科組織（池袋・中野キャンパス）
中野キャンパス 池袋キャンパス

　出願期間中、全国どこからでも24時間出願可能な「インターネ
ット出願」を実施しています。２回目以降の受験の際（学校推薦
型選抜・大学入学共通テスト利用選抜を除く）の出願書類の発送
が不要になります。入学検定料の支払い方法は全国のコンビニエ
ンスストア、クレジットカード、ペイジー、ネットバンキングな
どから選べます。

インターネット出願
　帝京平成大学では、日本学生支援機構の奨学金制度を活用して、
学費を「月払い」で納付できる制度を実施しています。在学中の
金銭的負担を軽減して、大学生活に集中できます。
※ 対象学部は、全学部（全学科）。   
詳細は入学者選抜要項でご確認ください。

学費の「月払い制度」

T
O
P
I
C
S

入試GUIDE（前年度参考）
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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

健康医療スポーツ学部 　
■柔道整復学科／地域医療やスポーツ現場で活躍できる
外傷のスペシャリストを養成します。■リハビリテー
ション学科／作業療法コースでは１年次より実習、地域
活動などを取り入れ、実践能力を重視した講義と実習で
地域に役立つ人材を、理学療法コースでは地域での暮ら
しを支える理学療法と豊かな心を育んだセラピストを養
成します。■医療スポーツ学科／救急救命士コースでは
救急医療の現場で適切に対処できる救急救命士を、ト
レーナー・スポーツコースでは体育・スポーツ現場で活
躍できるアスレティックトレーナー・教員（保健体育）を、
アスリートコースではトップアスリートの養成と指導者
としての人材を、動物医療コースでは獣医師をサポート
する専門的な知識はもちろん、飼い主とのコミュニケー

大学GUIDE

●学業と部活動を両立する地域に根ざした緑豊かなキャンパス
　 広い敷地を生かした運動施設が充実する千葉キャンパスは、地域に開かれた、健康づくりと交流の拠点でもあります。医療系のほか、
教職やスポーツなど様々な専門分野の学びを展開し、連携しあう環境の中で着実に実践能力を養成します。

ションを円滑に行う能力を身につけ動物看護のエキス
パートを養成します。■看護学科／人間の心身について
の深い知識を身につけ、それらの知識に基づいたケアを
的確に発揮できる看護師を養成します。

フレッシュセミナー 　早期から職業観や社会人として
のマナーや教養を身につけるため、１年次から必修科目
として少人数クラスによるセミナーを開講。３・４年次
もアドバンスセミナーとして人間教育を行っています。
特待生制度・学生サポート 　
●人文社会学部・ヒューマンケア学部・健康メディカル
学部・健康医療スポーツ学部特待生制度／一般選抜にお
いて、帝京平成大学が定める基準点以上の成績の者
特待生Ａ：授業料45万円免除／特待生Ｂ：授業料35万円免除
●月払い制度／日本学生支援機構の奨学金制度を活用し
て、学費を「月払い」で納付できる制度
対象者　日本学生支援機構による奨学金制度の「予約採
用候補者」で、学費等納付金の「月払い制度」を希望する者
対象学部　全学部　全学科・コース
※詳細は入学者選抜要項でご確認ください。

　就職支援室では、最新の求人情報の提供や就職活動の
相談に応じています。
●健康医療スポーツ学部　病院、消防局、リハビリテーシ
ョンセンター、接骨院、福祉施設、保健所、トレーナー、ス
ポーツ企業・施設など。就職は、東証一部上場企業や医療
機関、スポーツ関連企業などへの多くの実績があります。

※ 薬学部、人文社会学部※1、ヒューマンケア学部、健康メディカル
学部については、p.338の池袋・中野キャンパスをご覧ください。
　※1　2022年度名称変更

卒業後の進路

［千　　葉キャンパス］〠290‒0193　千葉県市原市うるいど南4‒1　 入試相談X0120‒918‒392　入試課☎03‒5843‒3200　〈HP〉https://www.thu.ac.jp/［ちはら台キャンパス］〠290‒0192　千葉県市原市ちはら台西6‒19

帝京平成大学千葉・ちはら台
キャンパス

巻末ハガキ

無　料

6月上旬

資料請求

完成時期

請求ハガキ

料　金

〈日程〉７月～９月、３月　※予定
〈場所〉池袋キャンパス・中野キャンパス・千葉キャンパス・
　　　 ちはら台キャンパス
参加申込み及び資料請求
URL　https://www.thu.ac.jp/exam/opencampus

オープンキャンパス
　ちはら台キャンパスには女子学生寮「ルミエールちはら台」を
設置しています。入寮は健康医療スポーツ学部看護学科の女子学
生が対象となりますが、大学が特に認めた女子学生も入寮できま
す。管理人が常駐し、オートロックシステム、防犯カメラ等も設
置されているため、初めてのひとり暮らしでも安心して生活でき
ます。

ちはら台キャンパス内に女子学生寮を設置

学部・学科組織（千葉・ちはら台キャンパス） 
学部・学科・コース 取得可能な資格（※は受験資格）

健
康
医
療
ス
ポ
ー
ツ
学
部

柔
道
整
復
学
科

（
千
葉
）

トレーナー・
柔道整復
コース

柔道整復師※、中学校・高等学校教諭一種
免許状（保健体育）、アスレティックトレー
ナー※、健康運動実践指導者※、初級障が
い者スポーツ指導員

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ

ョ
ン
学
科（
千
葉
）

作業療法
コース 作業療法士※、初級障がい者スポーツ指導員

理学療法
コース 理学療法士※、初級障がい者スポーツ指導員

医
療
ス
ポ
ー
ツ
学
科

（
千
葉
）

救急救命士
コース 救急救命士※、初級障がい者スポーツ指導員

トレーナー・
スポーツ
コース

中学校・高等学校教諭一種免許状（保健体
育）、アスレティックトレーナー※、健康運
動実践指導者※、トレーニング指導者※、
ジュニアスポーツ指導員※　など

アスリート
コース

中学校・高等学校教諭一種免許状（保健体
育）、アスレティックトレーナー※、トレー
ニング指導者※、ジュニアスポーツ指導員
※　など

動物医療コース
（2022年度新設）

愛玩動物看護師※、ペット栄養管理士※、
公認家庭犬訓練士（初級）※、公認トリマー
（初級）※

看護学科
（ちはら台）

看護師※、保健師※、助産師※、養護教諭
二種免許状（保健師資格必須）、受胎調節実
地指導員資格（助産師資格必須）　など

（注） 取得に条件や制限がある資格もあります。また、２つ以上（教
職を含む）の資格を取得する場合、時間割等の都合で４年以上
かかる場合があります。

ちはら台キャンパスちはら台キャンパス千葉キャンパス千葉キャンパス
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