
2022年度特待生入試
Ｊ特待生制度

看護学部 看護学科

薬学部 医療薬学科（6年制）

福祉総合学部 福祉総合学科 理学療法学科

経営情報学部 総合経営学科

メディア学部 メディア情報学科

国際人文学部 国際文化学科 国際交流学科

観光学部 観光学科
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■本学が指定する英語能力

Cambridge English
実用英語技能検定（英検）
（英検S-CBT・CBT含む）

IELTS

TEAP

TEAP CBT

TOEFL iBT®

TOEIC® L&R 

TOEIC® L&R /
TOEIC® S&W

資格・検定試験 本学が指定するスコア
PET 140 以上（Overall Score）

２級合格(CSEスコア1980) 以上

4.0 以上（Overall Score）

GTEC（４技能） 960以上

225 以上（4技能スコア合計）

420 以上（4技能スコア合計）

42 以上（Total Score）

550 以上

1150以上
TOEIC® L&R と
TOEIC® S&W×2.5倍の合計

※IELTSは「アカデミック・モジュール」に限ります。
※TEAP（LRSW）は、同一受験日のスコアの合計のみを有効とします。
※GTECはオフィシャルスコアに限ります。
※TOEFL ITP®、TOEIC®IPは不可とします。
※スコアの有効期限は原則、出願締切日から遡って2年以内を有効とします。

◆特待生選考希望の有無をエントリーしていただきます。
◆合格は「J特待生合格」と通常の「合格」の2種類になります。
◆1年次秋学期分の授業料（年間授業料の半額）を免除します。
◆海外留学には選考があります。
◆J特待生制度の継続には、以下の条件をすべて満たした場合に限り、秋学期の授業料を免除（年間授業料の半額）します。
◎1年次に、本学や各協定校が指定する応募条件（TOEICスコアなど）を満たしたうえで、2年次の春学期出発・秋学期出発の長期留学願書を
提出すること。学内選考のうえ、2年次での留学許可を得て、当該海外留学を修了（見込）することが必要となります。
◎1年次配当科目の単位を取得していることが必要となり、充実した留学を目指すうえで、教育的配慮から履修科目を指導する場合があります。
◆本学が免除する授業料は、留学滞在費用に充当することが望ましい。
◆他の特待生制度との併用はできません。
◆選考のうえ、留学を認められなかった場合には、2年次以降の授業料半額免除は適用しません｡
◆海外留学を修了することができなかった場合、授業料半額免除は適用しません｡
◆在籍中に学業成績等の不振が認められる場合は、当該制度の適用を見送ることがあります。
◆新型コロナウイルス感染症の状況により渡航が困難な場合は、留学が実施されない場合があります。

GLOBAL教育を体現する意欲を有し、本学が指定する英語能力を有する者で、学校推薦型選抜（指定校
推薦・公募制推薦１期・２期）の出願者対象に海外留学派遣を目的とする特待生制度を実施します。

◆特待生選考希望の有無をエントリーしていただきます。
◆合格は「J特待生合格」と通常の「合格」の2種類になります。
◆授業料半額は1年次と2年次の秋学期の授業料を免除（年間授業料の半額）します。
◆1年次または2年次に語学研修（サマーセミナー「カリフォルニア大学リバーサイド校（UCR）約3週間」等）に参加していただきます。
◆充実した留学を目指すために、教育的配慮から履修科目を指導する場合があります。（「English for Advanced Studies」の受講等）
◆他の特待生制度との併用はできません。
◆在籍中に学業成績等の不振が認められる場合は、当該制度の適用を見送ることがあります。
◆新型コロナウイルス感染症の状況により渡航が困難な場合は、留学が実施されない場合があります。

J特待生の選考は「科学基礎テスト」と「面接」で選考します。指定校推薦受験者でJ特待生にエントリーする者は「科学基礎テスト」を受験することが必須となります。

Ｊ特待生制度

●選考方法：科学基礎テスト、面接（一部、英語での会話を含む）

●選考方法：各学科の学校推薦型選抜（指定校推薦・公募制
　推薦）の選考終了後、別途、「本学指定のテーマ（募集要項
　に記載）を英語でスピーチと質疑応答」
●選考会場：千葉東金キャンパス（全学部）
　東京紀尾井町キャンパス（経営情報学部・メディア学部）

学校推薦型選抜
（指定校推薦）
学校推薦型選抜
（公募制推薦）1期

学校推薦型選抜
（公募制推薦）2期

11/1（月）～11/10（水）正午 11/21（日） 12/1（水）

インターネット出願登録期間入試方式 選考日 合否通知発送日

11/25（木）～12/2（木）正午

11/1（月）～11/11（木）必着

出願書類提出期間

11/25（木）～12/3（金）必着 12/11（土） 12/20（月）

●選考会場：千葉東金キャンパス

※詳細は学生募集要項で必ず確認してください。

※詳細は学生募集要項で必ず確認してください。

授業料半額（40万円※1）免除（最大4年間の適用可）・・・・・・・募集定員50名程度
※1 メディア学部メディア情報学科映像芸術コースは45万円免除

■国際人文学部国際文化学科
　国際人文学部国際交流学科
　観光学部観光学科
　経営情報学部総合経営学科
　メディア学部メディア情報学科

■薬学部医療薬学科
　2年間の授業料半額（71.5万円）免除
　・・・・・・・・・・・・・・・・・ 募集定員10名程度

海外留学派遣実績

THE世界大学ランキング 日本版／国際性分野／私立大学（東日本）
（2021年3月ベネッセコーポレーション発表）

フランス語/スペイン語/ドイツ語/中国語/韓国語/ハンガリー語/ポーランド語/チェコ語/日本語
※学科により異なります。

第２外国語 

656名
19位
9ヶ国語

（2019年度）

海外留学派遣校はこちら 〉〉〉



本学ならびに学部・学科のアドミッション・ポリシーを体現する意欲を有し、
2022年度一般選抜（Ａ日程）で成績上位合格者に対して授業料を免除します。

◆特待生選考希望の有無をエントリー※していただきます。
◆一般選抜の「Ａ日程」で受験する「3科目」の合計で選抜します。
◆看護学部および薬学部の「高得点２科目選抜」では、「高得点の２科目」で合否判定し、特待生は「3科目」の合計で選抜します。
◆選考科目に面接を課している場合、特待生の選抜には面接の評価は含みません。
◆S特待生：3科目合計の得点率が80％以上の成績上位者で募集定員枠内
　A特待生：3科目合計の得点率が70％以上の成績上位者で募集定員枠内
　※試験難易度等により、採用枠と得点率に変動が生じる場合があります。
◆合格は「特待生合格」と通常の「合格」の2種になります。
◆A特待生の授業料半額は、秋学期分の授業料を免除します。
◆在籍中に学業成績等の不振が認められる場合は、当該制度の適用を見送ることがあります。
◆他の特待生制度との併用はできません。

■国際人文学部国際文化学科／国際人文学部国際交流学科／
　観光学部観光学科／経営情報学部総合経営学科／
　メディア学部メディア情報学科／
　福祉総合学部福祉総合学科の6学科合計（各学科・コースで最大4名以内）

●選考会場：千葉東金キャンパス／東京紀尾井町キャンパス
※一般選抜（A日程）の選考科目・選考方法・時間割は、学生募集要項で必ず確認してください。

一般選抜（Ａ日程） 2022年
1/12（水）～1/21（金）必着

2022年
1/12（水）～1/20（木）正午 2/1（火） 2/14（月）

出願書類提出期間インターネット出願登録期間入試方式 選考日 合否通知発送日

2022年度特待生入試

4年間授業料全額（80万円※1）免除（S特待生）・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 募集定員10名
※1 メディア学部メディア情報学科映像芸術コースは90万円免除

4年間授業料半額（40万円※2）免除（A特待生）・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 募集定員10名
※2 メディア学部メディア情報学科映像芸術コースは45万円免除

※総合型選抜、学校推薦型選抜（指定校推薦・公募制推薦）で入学手続きをした方もエントリー可能です。

■薬学部医療薬学科
　6年間授業料全額（143万円）免除（S特待生）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 募集定員5名
　6年間授業料半額（71.5万円）免除（A特待生）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 募集定員8名
■福祉総合学部理学療法学科
　4年間授業料全額（90万円）免除（S特待生）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 募集定員4名
　4年間授業料半額（45万円）免除（A特待生）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 募集定員4名
■看護学部看護学科
　4年間授業料全額（100万円）免除（S特待生）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 募集定員3名
　4年間授業料半額（50万円）免除（A特待生）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 募集定員3名



＜ 千葉東金キャンパス ＞
〒283-8555 千葉県東金市求名1番地
TEL.0475-55-8855 （入試課）

＜ 東京紀尾井町キャンパス ＞
〒102-0093 東京都千代田区平河町2-3-24
TEL.03-6238-1111 （入試課）

お 問 い 合 わ せ 先

総合型選抜、学校推薦型選抜（指定校推薦・公募制推薦）で入学手続をした者は一般選抜（Ａ日程）で実施する2022年度
特待生入試を出願できますか？

Ｑ．

一般選抜（A日程）を「再出願」することで出願ができます（選考方法に面接が含まれている場合には面接も必須）。
一般選抜（Ａ日程）の検定料35,000円を納入し、出願書類を提出することで受験が可能です。
「通常の合格」となった場合には、再度の入学手続は必要ありません。なお、「不合格」となった場合でも、既に入学手続を
している場合には入学を取り消すことはありません。

A．

■薬学部医療薬学科
１）外国語：「コミュニケーション英語Ⅰ・コミュニケーション英語Ⅱ・英語表現Ⅰ」
２）数　学：「数学Ⅰ・数学Ａ、数学Ⅱ・数学Ｂ」
３）理　科：「化学基礎・化学」または「生物基礎・生物」のいずれか選択

■福祉総合学部理学療法学科
１）外国語：「コミュニケーション英語Ⅰ・コミュニケーション英語Ⅱ・英語表現Ⅰ」
２）国　語：「国語総合（古文・漢文を除く）・現代文Ｂ」
 数　学：「数学Ⅰ・数学Ａ」 
 国語または数学のいずれか選択

３）理　科：「化学基礎」または「生物基礎」のいずれか選択

■看護学部看護学科
１）外国語：「コミュニケーション英語Ⅰ・コミュニケーション英語Ⅱ・英語表現Ⅰ」
２）国　語：「国語総合（古文・漢文を除く）・現代文Ｂ」
 数　学：「数学Ⅰ・数学Ａ」 
 国語または数学のいずれか選択

３）理　科：「化学基礎」または「生物基礎」のいずれか選択

１）外国語：「コミュニケーション英語Ⅰ・コミュニケーション英語Ⅱ・英語表現Ⅰ」
２）国　語：「国語総合（古文・漢文を除く）・現代文Ｂ」
 数　学：「数学Ⅰ・数学Ａ」 
 国語または数学のいずれか選択

３）地理歴史：「日本史Ｂ」または「世界史Ｂ」
 公　　民：「政治・経済」
 「日本史Ｂ」「世界史Ｂ」「政治・経済」の中から１科目選択

■国際人文学部国際文化学科／国際人文学部国際交流学科／観光学部観光学科／
　経営情報学部総合経営学科／メディア学部メディア情報学科／福祉総合学部福祉総合学科

2022年度特待生入試の選考対象科目

2022年度特待生入試についてよくある質問

特待生制度が適用された際の納付金額はこちら 〉〉〉

特待生入試は、各学科の一般選抜（A日程）で実施する選考科目から以下の
科目の合計で選抜します。



JEAP（城西国際大学海外教育プログラム）派遣校一覧 （2022年度予定）

海外インターンシップ派遣一覧 （2022年度予定）

カリフォルニア大学リバーサイド校※

リーワードコミュニティカレッジ
ハワイ大学ヒロ校
カリフォルニア州立大学ロングビーチ校※

カモーソン・カレッジ
セント・メアリーズ大学
アルバータ大学
バルセロナ自治大学※

ブダペスト商科大学
セントイシュトバン大学
エトヴェシュ・ロラーンド大学
カーロリガシュパール大学
ワルシャワ大学※

プラハ経済大学
カレル大学※

マサリク大学※

ケルン大学※

リール・カトリック大学
IESEGリール・カトリック大学ビジネススクール
ブルゴーニュ大学※

ベルゲン大学※

オスロ大学※

カレリア応用科学大学
リムリック大学※

ミコラス・ロメリス大学
アテネオ・デ・マニラ大学
北京外国語大学
大連外国語大学
華南師範大学
真理大学
淡江大学※

国立高雄餐旅大学
台北城市科技大学
修平科技大学
梨花女子大学校※

韓国外国語大学校
仁川大学校
韓南大学校
漢陽女子大学校
水原大学校
建陽大学校
東西大学校
富川大学校
ペトラ・クリスチャン大学

アメリカ

スペイン

ポーランド

チェコ

ドイツ

フィンランド
アイルランド
リトアニア
フィリピン

台湾

韓国

中国

フランス

ノルウェー

ハンガリー

カナダ

アメリカ・
カナダ
地域
★英語能力証明必要

ヨーロッパ
地域
★英語能力証明必要
　＋現地語履修

アジア
地域
★英語能力証明及び
　現地語の検定試験
　証明必要
　+現地語履修

※右記大学以外にも
　協定校有り。相談可。

私費留学
私費留学
私費留学
交換留学

交換留学/私費留学
私費留学
私費留学
交換留学
交換留学
交換留学
交換留学
交換留学
交換留学
交換留学
交換留学
交換留学
交換留学
交換留学
交換留学
交換留学
交換留学
交換留学
交換留学

交換留学/私費留学
交換留学

交換留学/私費留学
交換留学
私費留学
私費留学
交換留学
交換留学
交換留学
交換留学
交換留学

交換留学/私費留学
交換留学
交換留学
交換留学
交換留学

交換留学/私費留学
交換留学/私費留学
交換留学/私費留学
交換留学
交換留学

私費留学
6ヶ月

約160～190万円

交換留学
8ヶ月

約100～120万円

私費留学
6ケ月

約50～60万円

交換留学
6ヶ月

約30～50万円

私費留学
4ヶ月

約130万円

交換留学
6ヶ月

約40～80万円

国 大学名 留学種別 留学出発時期・期間 留学費用（概算）
春出発（6ヶ月・12ヶ月） 秋出発（6ヶ月・12ヶ月）

秋出発（9ヶ月）

秋出発（4ヶ月・9ヶ月）

秋出発（4ヶ月・9ヶ月）※日本語教員を目指す者

秋出発（8ヶ月）

春出発（6ヶ月・12ヶ月） 秋出発（6ヶ月・12ヶ月）

秋出発（8ヶ月）

秋出発（5ヶ月・10ヶ月）

秋出発（5ヶ月・10ヶ月）

秋出発（10ヶ月）※観光学部対象

秋出発（5ヶ月・10ヶ月）

秋出発（5ヶ月）

秋出発（5ヶ月・10ヶ月）

秋出発（5ヶ月・10ヶ月）

秋出発（6ヶ月・11ヶ月）

秋出発（4ヶ月・9ヶ月）

秋出発（5ヶ月・11ヶ月）

秋出発（11ヶ月）

秋出発（4ヶ月・9ヶ月）

秋出発（4ヶ月・9ヶ月）

秋出発（5ヶ月・10ヶ月）

秋出発（5ヶ月・10ヶ月）

春出発（5ヶ月・11ヶ月） 秋出発（5ヶ月・11ヶ月）

秋出発（5ヶ月・10ヶ月）

春出発（5ヶ月・12ヶ月） 秋出発（5ヶ月・10ヶ月）

春出発（6ヶ月・12ヶ月） 秋出発（6ヶ月・12ヶ月）

春出発（5ヶ月・11ヶ月） 秋出発（5ヶ月・11ヶ月）

春出発（4ヶ月・10ヶ月） 秋出発（4ヶ月・10ヶ月）

春出発（6ヶ月） 秋出発（6ヶ月）

秋出発（5ヶ月・11ヶ月）

【留学派遣】 春出発：原則、留学出発時点で1年次（2月・3月のみ）もしくは、2年次、3年次（3年次は留学期間半年以内）
　　　　　 秋出発：原則、留学出発時点で2年次 ※J特待生（薬学部除く）は、2年次の春学期または秋学期出発

※新型コロナウイルス感染症の状況により渡航が困難な場合は、留学が実施されない場合があります。

※印：The Times Higher Education 誌の World University Rankings（世界大学ランキング）に掲載されている大学

インドネシア

ディズニー・ワールド・リゾート・インターンシップ
（ディズニーによる選考有り）

アメリカアメリカ インターンシップ

国 プログラム名 種別 出発時期・期間 インターンシップ
費用（概算）

6月末～1月初旬（約6ヶ月）
6ヶ月

約120万円

（注）留学費用（概算例）は、航空運賃、海外保険、ビザ申請料、授業料等、寮/ホームステイ費用などの合計です。
　   この他、留学先大学指定保険料、空港送迎代、教材費、食費、生活費（交通費含む）等、6ヶ月で約30～50万円が必要になります。（ただし、留学先により費用は異なります）

◎インターンシップ報酬あり


