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本学は「義を行い以て其の道に達す」という建学の精神

野球の推薦枠で東日本国際大学に進学したものの、１

を掲げています。これは、中国の思想家・孔子の『論語』

〜２年生の頃は試合で良い結果が出せず辛い日々を送っ

の一節で、
「夢や目標を持って人のために行動すると、自

ていました。特に２年次の春の大会では、最終回の９回

分の生きる道が開ける」という意味です。現代は、目標

に自分が登板したことで逆転負けし、大きな挫折を経験。

を持たずになんとなく勉強しているという学生も多いよ

「来年こそ結果を出す ！」と固く誓い、練習に励みました。

うですが、それではなかなか本来持っている力を発揮で

その努力のかいあって３年次に完成したのが「シンカー」

きません。今は先が見えない時代ですから、自分なりの

という特殊球です。シンカーで活躍できるようになった

哲学や志がないと周囲に流され、自分の幸せを見失って

おかげで、プロ野球選手としてのスタートラインに立つ

しまうかもしれません。

ことができました。この大学に来ていなかったら、周囲

本学では、皆さんに夢の種をまくような、たくさんの

の人に恵まれていなかったら、プロへの道は開けません

感動や出会いを体験できる場を用意しています。素晴ら

でした。今後は母校の名誉をかけてプロの世界で活躍で

しい先生方と共に学び、活動する中で、誰かのために尽

きるよう頑張っていきたいと思います。これから大学へ

くす勇気や、困難を乗り越える力、すなわち「人間力」を

進む皆さん、大学生活を通じて何かを成し遂げるために、

引き出していきます。志ある皆さん、共に学びましょう。

ぜひ明確な目標を持って前へ進んでほしいと思います。

学校法人昌平黌 理事長

埼玉西武ライオンズ

緑川 浩司

粟津 凱士 投手
2018 年度 経済経営学部卒業
山本学園高等学校出身
（P52 にて粟津さんを詳しくご紹介しています）

1

2

AP 事業・COC＋事業

変わり続ける世界。
「未知の状況に適応できる人間力」
AP事業

大学教育再生加速プログラム

「卒業時における質保証の取組の強化」
東日本国際大学は、文部科学省が公募した「大学教育再生加
速プログラム
（AP）
」のテーマ V「卒業時における質保証の取
組の強化」
（2015〜2019 年度）について、福島県で唯一採
択されています。
人間力を育む東日本国際大学の教育成果を可視化する仕組
みを構築し、教育の質を保証するために、カナダのクイーンズ
大学で練り上げられた ICE モデルを利用して、新しい枠組み
の提案に取り組んでいます。

AI の時代に人間として生きること
2013 年にオックスフォード
大学の研究者が、今後 AI（ 人
工知能）が発展することで、コ
ンピュータに置き換えられる
仕事の分野の一覧を発表して
話題になりました。そこに挙
げられた仕事が本当になくな
るのかどうかは分かりません
が、確実に新しい時代が来て
います。そうした中で人間と
して生き抜いていくためには
何が大切なのでしょうか。

東日本国際大学

COC+ 事業
地（知）の拠点大学による地方創生推進事業
ふくしまの未来を担う
地域循環型人材育成の展開
東日本国際大学は、2015 年から新プロジェクト「ふくしま

の未来を担う地域循環型人材育成の展開」に参画しています。
これは福島大学が2013年から展開してきた文部科学省採択
「地（知）
の拠点大学による地方創生推進事業」
（COC+事業）
の事業協働機関としての取り組みです。産学官が協力して地
域を担う人材育成を行う中で、本学はスポーツと福祉分野で
の地域連携を展開しています。
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01 理事長&先輩メッセージ

は Iとして学んだことがらを相互に接続して、その分野で使われている理論と
して組み立てることや、あるいは Iとして学んだことをそれ以前に学んだこと
や自身の経験と結び付けて肉付けしていくことを意味します。

03 AP事業・COC＋事業

ます。ここでは、C まで身につけてきたことを、授業や教科書の枠を超えて、
現実の問題など未知の状況に適用していくことを意味しています。こうした力
を育てるためには、実際に現場に出てのインターンシップといった活動も大切
です。こちらは本学が採択されている文部科学省による「地（知）の拠点大学
による地方創生推進事業（COC+）
」によって、より体系的に推進しています。

߱㧩
ࠍቇ
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学習の目標分 類について、東
日本国際大学では、最もシン
プルで誰もが理解できるよう
に洗練された「ICE 」といわれ
る分類法を用いています。こ
の ICE モデル（ICE アプロー
チとも呼ばれます）は、カナダのクイーンズ大学を中心に開発
が進められてきた学習の目標を分類する仕組みです。本学で
は、多くの授業で、どんなことを学ぶか、どんなことを身につ
けることが目標なのかを明確にするために、この ICEという
分類を用いています。

東日本国際大学の授業では、以上の ICEという分類法を利用することで、そ
の授業で何をどこまで学ぶのかを明確にし、同時にそこで学ぶことがより深
い学習にどのようにつながっていくのかを見えるようにしています。
それによっ
て、勉強する皆さん自身が、何をどのように身につけるかを常に意識できるよ
うになるのです。

特集

05 地域と連携した学び
09 海外とつながる学び
11 学長メッセージ
13 学びのシステム
15 The Future
道を拓いた卒業生
23 数字で見る東日本国際大学
学部紹介

24 未来をつくる２学部13コース
25 経済経営学部
36 ４つのインターンシップ

学習ポートフォリオを導入しています
自分に何が足りないかを理解し、それ
を補うために何をどのように学ぶかを
コントロールし、どの程度身についた
かを自分で検証していける力が必要
になってきます。東日本国際大学では、
そうした能力を育てるために、早くか
ら「学習ポートフォリオ」と呼ばれるシ
ステムを導入してきました。これは、
学生の皆さんが毎年何を目標とする
のかをゼミの先生と相談しながら記
入して、一年の終わりにどれだけ達成
できたか振り返り、それによって、自
分の勉強や活動を自分でよりはっきりと把握できるようにする能力を育て、卒
業後も変化の激しい世界で自分の進む道を見つけ、しっかりと踏みしめていけ
るようにします。これこそが大学で勉強することの意義だと考えています。

I は “Ideas” の略で、その分野や授業で学習する要素的な
概念や、技術を意味しています。学習の最初の段階で、基礎と
なる手がかりを手に入れるという意味で、私たちは「つかむ」
という動詞的な日本語表現をあてています。どんな分野でも、
基本となる言葉や概念があります。また、たとえばコンピュー
タ実習のような授業でも一つ一つの基本的な操作があります。
こうしたものを一つ一つ個別に理解することを目標とするこ
とを「つかむ」と表現します。

CONTENTS

C は “Connections” の略で、私たちは「つなぐ」と訳しています。これ

E は “Extensions” の略で、私たちは「つかう」という日本語をあててい

東日本国際大学では、
「人間力の育成」講座をはじめ、人間と
して生きていく能力を育てる授業「グローバル市民教育論」な
どのように、世界の様々な問題を理解し、世界中の人たちとつ
ながりを構築して生きていく能力を育てる授業など、人間だけ
が持っている能力を伸ばすカリキュラムを組み立てています。

ICEモデルで学ぶ

を身につけよう

37 健康福祉学部
資格取得支援

43 エクステンションセンター
45 公務員試験対策講座
就職支援

47 キャリアセンター
49 内定者VOICE
就職実績
51 クラブ・サークル活動
57 住居
59 キャンパスマップ
62 キャンパスカレンダー
63 いわきってこんな街！
まちスタグラム

ディプロマ・サプリメント

65 10種の入試制度

大学で過ごす４年間を形に

67 奨学生・特待生制度

本学では、学生の皆さんが、４年間の歩みをしっかりと
刻んで、社会に対して誇りを持って提示できるように、
ディプロマ・サプリメント（学修内容証明）を発行してい
きます。それによって、皆さんが大学で過ごした４年間の
努力の成果や、そこでの様々な経験を結晶化させ、誰も
が理解できるように、しっかりとした形を与えていきます。

70 学納金
71 研究所
74 法人のご紹介
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特集

地域と連携した学び

03 福島浜通り復興創生キャンパスコンソーシアム

東日本国際大学の学びの場は、校舎の中だけではありません。地域全体が教室であり、福島県内外の企業・

福島県の浜通りに位置する高等教育機関

団体・市民の皆さんと連携しながら、実践的かつ創造的な学びを追究しています。座学だけにとどまらない、

が、それぞれの強みを生かしながら密に

各種取り組みをご紹介します。

連携協力し、浜通りの復興・創生に効果
的に貢献していくため、計８機関（東日
本国際大学、医療創生大学、いわき短期

01 長崎大学との連携：川内村で集中講義を開催

大学、福島工業高等専門学校、いわき市、
広野町、楢葉町、いわき商工会議所）によ
るプラットフォームが設立されました。

東日本国際大学・いわき短期大学は、心の復興を担う人間力を備え

今後、共同公開講座や共同研究の実施が

た人材の育成を目的に、2017 年 4 月に長崎大学と協定を締結しま

検討されています。

した。2018 年 8 月に川内村で開催した集中講義には、本学から
16 名、長崎大学から 4 名の学生が参加。3 日間にわたり、放射線に
関する正しい知識や地域復興に必要な考え方を学びました。
2018 年 9 月、協定書締結式

長崎大学
平良助教授の講義で

04 健康福祉学部地域活動特別演習

放射性物質を測定
川内村 遠藤雄幸村長による講演

東日本国際大学 健康福祉学部では 2016 年度より「地域
活動特別演習」という現場体験型教育プログラムを実施
しています。様々な現場での活動から、いわき地域の障
害福祉の現状と課題について学んでいきます。
地元住民の方との
対話

村民の方を講師にそば打ち体験

バーベキューで交流

02 大正大学との連携：広野町「心の復興事業」に参加
2017 年度、事業所スタッフとのワークショップ

2018 年 3 月、学校法人昌平黌 東日本国

2018 年度、鎌山祭にて地域の障害者就労支援事業所と共同で商品販売会を開催 ！

際大学・いわき短期大学は、学校法人大
正大学（東京都）と、連携に関する協定を
締結。地域振興・地域創生、被災地域の

05 東日本国際大学キャンパス・ライオンズクラブ（LC）
社会貢献型大学を標榜

復興に寄与する人材育成に取り組んでい
ます。現在は主に、広野町の「心の復興
事業」に両大学の学生が参加しています。

2019 年 2 月、広野町スタディツアーに両大学の学生が参加。広野フラワーパークでは、皮まで食べられる無農

キャンパス・ライオンズクラブは大学内に組織し、学生と教職員で構成するボランティア活動団体。現在、国内では東北福祉大学 LC

薬バナナを視察。大正大学の院生による傾聴も行われました。

が唯一の団体で、東日本国際大学 LC が国内では２番目の設立となりました。
2019 年３月に結成式を開催。キャンパス、地域社会、

VOICE

国内外のコミュニティーでボランティア活動を展開し

広野町の PR と人との交流を目的とし

ています。併せて学生は人格形成をはじめ、リーダー

た大正大学のあさ市では、広野町の皆

シップやマネジメントスキルなどを身につけることが

さん、大正大学の皆さん、お客様、東

できます。

日本国際大学の留学生や日本人学生
が時間を共に過ごす中で、様々な化学

現在は教職員、学生約 20 人で構成しています。親クラ

反応が起こっていたように感じます。

ブの「いわきライオンズクラブ」の支援・指導のもと、
同クラブと連携を図り、本学の個性と特色を生かしな

お互いを理解し合おうと積極的に話
2019 年 1 月、大正大学キャンパスで開

しかけ、笑顔で交流する姿が印象的で

催している「あさ市」にて。本学学生と

した。この交流は、事業の目的である

広野町民が一緒に、広野産の新鮮な野菜
やミカンの出張販売と町の PR を実施。
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「心の復興」そのものだと感じました。

健康福祉学部 3 年

大和田 沙耶

さん

がら、大学・地域のニーズに沿った各種奉仕など地域
貢献活動を進めています。

2019 年 3 月、結成式

磐城第一高等学校出身
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地域と連携した学び

06 復興学
東日本大震災の被災地域に位置している本学では、復興の現状・課題・展望について実践的に考える授業「復興学」を開講しています。
実際に復興に携わる方々を講師としてお招きし、貴重なお話を伺う機会も設けています。
若い世代による
魅力あるまちづくりに
力を入れています ！

将来を

特集

08 起業家育成プログラム
ユニークアイデアコンテスト
鎌山祭の一企画として「ふくしまを活性化するユニークアイデアコンテスト」
を毎年開催しています。学生の起業家育成プログラムの一環として、地域の
課題にどう関わっていくかをメインテーマに、①新規性・創造性、②独自性、
③企画提案のユニーク性 をポイントとして効果的なプレゼンテーション内容

どう描いていくかは

を含めて審査します。

私たち次第です ！

このコンテストの原点は学生ビジネスアイデアコンテストで、㈱ JOUJU の
企画により東京大学・一橋大学・創価大学のほか、海外では北京大学・同済
大学・上海師範大学・ハノイ貿易大学・ハノイ経営工科大学が実施し、その
一環として本学でも開催しています。
2018 年 10 月の鎌山祭でのコンテストには、全 25 組の応募の中から選ばれ
た５組がプレゼンテーションに臨み、福島の新たなシンボル施設について提
案した「スフィンクスピラミッド温泉」が最優秀賞を獲得しました。

2018年10月

2018年11月

㈱東日本計算センター
代表取締役社長

いわき商工会議所

鷺 弘樹 氏

常務理事・事務局長

小林 裕明 氏

本学の地域連携研究センター客員教授でもある鷺氏を講師に迎

いわき地域の経済面での震災復興と、商工会議所の役割、震災

え、当社の震災後の状況や復興への取り組みについて講演して

後のまちづくりや人財育成への取り組みについて講演していた

いただきました。

だきました。
優勝チームを表彰 ！

07 観光サービス産業論と演習

プレゼンテーション中

09 貝泊地区での専門演習

東日本国際大学は、いわき市を代表する観光施設・スパリゾートハワイアンズを

2017 年 4 月から、人口 99 人・高齢化率 64% のいわき市田人町貝泊地区で、
「調べ・作り・

経営する常磐興産㈱と連携協定を結んでいます。
「観光サービス産業論」の授業で

繋げる」をモットーに、地域課題を探ってその解決に取り組むゼミ活動を展開しています。ま

は、当社社長の井上氏が『観光まちづくりと地域連携』をテーマに、いわき市の観

ずは、貝泊地区の各家庭を訪問してお話を聞き、貝泊地区の特徴についてリサーチ。2018 年

光の現状について講義を行いました。また「観光サービス産業論演習」では、当社

経済経営学部
教授

6 月からは実際に地域に入り、住民の方々と一緒に農作業をしたり、６次化商品の開発に取り

のご協力のもと、ハワイアンズでの実地研修を実施。エンターテインメント、ホ

組んだりしています。その結果、貝泊地区の物・人・場所の特性を生かした「高原野菜キムチ」

スピタリティ、マーケティング、食・料理の４つのテーマごとに体験学習を行い、

山田 紀浩

が誕生。2019 年度以降は、どのように販売を展開するかを検討していきます。

業務内容やおもてなしの工夫、必要とされる専門技術などについて学びました。
2018 年 11 月、常磐興産㈱ 代表取締役社長 井上直美氏に
よる講義

星がたくさん見えて、
イノシシが出るほど
自然豊かな貝泊地区
を表現したロゴ

2018年12月、スパ
リゾートハワイアン
ズでの演習。総料理
長による盛り付け実
習も行いました
自然いっぱいの貝泊地区

家庭訪問にて
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住民の方々と一緒に農作業をしたことも

「高原野菜キムチ」完成 ！
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イギリスで自分を磨く！

国際大学ならでは ！

英語講座（英国）

海外とつながる学び

選抜された学生が、イギリスのカンタベリー・クライスト・チャーチ大学（略称：CCCU）
へ約１ヵ月間留学し、CCCU などの寮で生活しながら、生きた英語や文化などを学びます。

東日本国際大学には、アジアを中心に世界中から留学生が集まっており、キャンパス内では異文化交流がさかんです。
パス
パス
ス内では異文化交流がさかんです
ス内では異文化交流がさ
内では異文化交流がさか
内では異文化交流がさかんです
内
内では異文化交流が
内では異文化交流がさかん
では異文化交流が
がさか
が
がさかん
さかんです
さかんです。
さか
かん
か
ん です
んです
で す。
す。

語学や知識の面だけでなく、コミュニケーション力や積極性も大いにアップして帰って来る

実 のプログラムを実施しています
実の
のプログラムを実施してい
の
プログラムを実施
プログラムを実施しています
プ
グ
グラムを実施してい
ムを実施して います
い ます
ます。
日本人に限らず留学生も参加できる英語講座では、参加学生が海外へはばたく充実のプログラムを実施しています。

学生たちの姿は、頼もしい限りです。この講座に参加すると、
「英語講座（英国）Ⅰ」の受講
となり、３単位取得できます。

థෛƎƹƝƃƠź

ϰ൙Ҏ¯ڸ
よ
生と
留学 なれる
に
友達

第４回 英語講座（英国）に密着！

他の国から
来ている学生とも
すぐ仲良くなれるよ！

2019年（2018年度の例）

!

2/14㊍

出発（東京泊）
出国

2/15㊎

羽田空港から飛び立ちます！
午後、ロンドン到着
夕方、カンタベリー到着

5WTG

2/18㊊~
CCCUでの英語特別講座
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ኋ㗴
⚳ࠊߞߚ㧩
授業はすべて英語で実施

ここが
CCCUです！

L et ’s
study
E n gl i
sh!

キャンパ
スは
異文化交
流の場 !

休日は
周辺観光！

期間中は学生寮で共同生活

大迫力の
絶景！

Beautiful!

ドーバー城で記念撮影

ドーバーの白い崖

Deliciou s!
3/9㊏〜
ロンドン視察
13㊌
3/14㊍
ドキドキ
するなあ…

3/15㊎

まずはクラス分け面接から！

文部科学省による海外留学支援事業

トビタテ！
留学 JAPAN
文部科学省は、意欲と能力ある全ての日
本の若者が、海外留学をはじめとする新
しいチャレンジに自ら一歩を踏み出す気
運を醸成しようと、2013 年 10 月より、
留学促進キャンペーン「トビタテ ! 留学
JAPAN 」を開始しました。政府だけでな
く社会全体で海外留学の促進に取り組む
ことで、より大きな効果が得られると考
えています。各分野で活躍されている方々
や民間企業からの支援・寄附などにより、
官民協働で「グローバル人材育成コミュ
ティ」を形成し、将来世界で活躍できるグ
ローバル人材を育成します。

トビタテ！ 留学 JAPAN

で

韓国

ロンドン出発
午前 東京到着
午後 いわき到着

英国伝統のアフタヌーン・ティーを堪能

へ留学
英語講座
（英国） ＋

韓国での出会いが夢への第一歩に！

トビタテ ! 留学 JAPAN

で

英国

へ留学

楽しみながら英語のスキルアップ ！

4 年次の 4 月〜 9 月の約半年間、日韓友好と歴史について学ぶため、韓国の成均館
大学校（本学姉妹校）へ留学しました。韓国語は、生活に必要なことは問題なく話
すことができるようになり、学期試験ではクラスで 1 位の成績をおさめることも

25 歳の時、社会人入試で東日本国際大学に入学した私は、洋楽や洋画が好きだったことから、

できました。一方、趣味のスケートボードを通じて多くの人と知り合う中で、日

英語を真剣に学んでみようと一念発起。２つの留学プログラムに応募し、英国のカンタベ

本でのスケートショップ展開を考えている方

リー・クライスト・チャーチ大学（CCCU）へ２度留学しました。１度目は、1 年次の冬に「英

と出会い、将来地元で自分の店を持つという夢

語講座（英国）」で約１カ月間、２度目は２年次の秋から冬にかけて「トビタテ ! 留学 JAPAN 」

の実現のために必要なことを学びました。ま

で約４カ月半の滞在でした。CCCU には世界中から学生が集まってきます。私はスペイン出

た、ファッションブランドのモデルやデザイン

身の男子学生と仲良くなり、英語で説明しながら日本語を教えたり、一緒に映画を見に出かけ

も経験。留学中の様々な出来事によって、これ

たりと、楽しみながら英語のスキルを磨くことができました。今後も英語の勉強を継続し、

までの考え方がガラリと変わるような貴重な

TOEIC などの試験にも挑戦しつつ、英語で地域貢献していけたらと思います。

時間を過ごすことができました。留学を迷っ

経済経営学部３年

ているなら、
「チャレンジしよう ! 」と伝えたい
です。

経済経営学部 4 年

仲谷 優人

大谷 光典

さん

東日本国際大学附属昌平高等学校出身

さん

秋田県立由利工業高等学校出身

9

10

未来は
つくるもの︒

学長 Message

らに大学卒業後については、どんなビジョンを描いてい

アドミッション・
ポリシー

るでしょうか ？ たとえば人生を 80 年として考えてみ

入学者受入方針

皆さんは、大学で何をしたいと考えていますか ？ さ

た時、４年制大学を現役で卒業すると 22 歳です。その
先の人生は、４分の３も残っています。まだまだ続く長
い人生をいかに生きるか考え、人生をデザインするのは
今です。大学のもっと先にある未来に思いを巡らせて、
自分が本当にやりたいことは何か、とことん考えてみま
しょう。そして、夢を実現できる大学を選びましょう。

東日本国際大学では、
求める学生像および
受け入れの基本方針として
次の４項目を掲げています。

大学は夢への第一歩です。
よく、未来が「ある」という言い方をしますが、未来は
あるものではなく「つくる」もの、自ら行動して掴むもの
だと私は思っています。自分で夢を持って、自分で目標
を決めて、未来に向かって行動しましょう。
小さな夢で構いません。何か１つ、自分はこれ ！ と
いうものを持って、本学の門をくぐってもらえたらと思

１
建学の精神を理解し、
倫理観の高揚を図る

います。

意欲のある人
東日本国際大学

学長

吉村 作治

２
社会人としての
基礎能力を身につけ、その上に
専門知識の習得を目指す人

３
勉学およびスポーツ・文化・
社会活動等を通して
豊かな人間性を発展させたい人

４
習得した知識や能力を活かし
地域社会・国際社会に貢献する
強い意欲を持っている人

11
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東日本国際大学の

基礎的な学習から徐々に専門性を高めることで、着実に夢に

学びのシステム

るプログラムや、卒業後を見据えて人 生をデザインしていく

近づく学びのシステムを構築しています。学びの中には、一般
的な座学だけでなく、地域や海外での実践的な学びが得られ

2019 年度新入学生より
スタート！

キャリア教育、対話を重視した少人数制ゼミ、人格者を育てる
人間力養成講座なども盛り込まれており、社会で必要とされる
総合的なスキルを身につけることができます。

早期卒業制度
学校教育法に基づき、本学が定める要
件を満たした成績優秀者は、３年次終
了時に早期卒業が認められます。

地域との連携

入

13

海外での学び

キャリア教育

基礎分野科目

幅広い知識と教養、専門性・応用力を得るための基礎を学びます。

一般教養

語

専門分野科目

興味関心や目指す夢に向かって、より高度で深い学びを進め、
各コースに対応するレベルの専門知識を身に付けます。

専門知識

応用力

学

ICT関連
スキル

人 財

学
少人数制ゼミ

１年次から必修の少人数制ゼミで、教員との対話を重視した
寺子屋方式の演習を実施。学びの専門性を徐々に高めます。

問題
発見力

人間力の育成

儒学に基づく人間教育を通じて、困難を解決し、自分の道を拓き、
社会に貢献できる「人間力」を養います。

人間力

課題
解決力

卒

業

プレゼン
力

14

The Future

道を拓いた
卒業生

The Future

02

スムーズな医療連携の
橋渡し役として奔走
社団医療法人呉羽会 呉羽総合病院

齊藤 良

さん （福島県出身）

2017年度 健康福祉学部卒業
東日本国際大学附属昌平高等学校出身

Q.大学時代のことを教えてください。
今後需要が高まる社会福祉士になれば医療機関も含めた幅広い分野で活躍できると考えて進学しま
した。東日本国際大学の魅力は何と言っても先生たち！授業が分かりやすくて面白いだけでなく、国
家試験の勉強中には「絶対合格できる！」と常にポジティブな言葉をかけてくれました。

Q.現在はどんな仕事をしていますか？
地域連携支援室で主に「前方支援」を担当しています。他の医療機関からの紹介患者様に必要な医
療が提供できるように、病状や緊急性の有無を確認し、医師や看護師へつなぎます。院内外の多職種
連携を行う際の橋渡し的な役割を担っています。紹介患者様の受け入れがスムーズにできた時は、心
の底からほっとします。

The Future
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市民一人ひとりに
寄り添った対話を
いわき市役所

田中 紀行

さん （群馬県出身）

2018年度 経済経営学部卒業
東日本国際大学附属昌平高等学校出身

Q.大学時代のことを教えてください。
学友会での活動は一番の思い出です。学園祭の企画
部長として、段取りや当日のスケジュールを考え、各
スタッフに仕事を割り振るなど、初めて経験すること
ばかりで苦労の連続でしたが、その分大きな達成感
を味わうことができました。共に活動した後輩や先
生方とは卒業後も交流が続いています。

Q.現在はどんな仕事をしていますか？
いわき市 役 所の財政 部に勤務しています。市民の
方々と話す機会が多いため、どのように説明や案内
をすると適切に内容が伝わるかよく考え、丁寧に対
応するよう心がけています。大学時代に、地元企業
の方々や各国から来た留学生など様々なバックグラ
ウンドや考え方を持つ人々とふれあえたことで、基
本的な礼儀や広い視野が身につき、現在の職場での
コミュニケーションに役立っていると感じます。
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障害の有無や国籍・年齢に
とらわれない価値観を広めたい
NPO法人ソーシャルデザインワークス

奥田 峻史

さん （秋田県出身）

2016年度 健康福祉学部卒業
秋田市立秋田商業高等学校出身

Q.大学時代のことを教えてください。
学部の有志で活動した「いわきユニバーサルマルシェ」は特に思い出に残っています。これは、いわき
市内の障害者就労支援施設が作る商品を取材・撮影し、Webや冊子で魅力を発信するプロジェクト
です。仲間たちと相談を重ねながら、一つのものを作り上げる貴重な経験ができました。

Q.現在はどんな仕事をしていますか？
障害の有無や国籍・年齢にとらわれず誰もが生き生きと暮らせる「ごちゃまぜ」な価値観を広げてい
くために、就労移行支援などの福祉サービスの提供や、障害のある方との交流イベントの企画・運営
を主に行っています。その一環として、現在は法人本部のあるいわき市から熊本県に転勤し、新規事
業所の立ち上げに取り組んでいます。たくさんの出会いに刺激を受けながら日々奮闘中です！

The Future
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「動いて当たり前」を支える縁の下の力持ち
株式会社 NTTデータ アイ

安達 淳哉

さん （福島県出身）

1998年度 経済学部卒業
福島県立郡山商業高等学校出身

Q.大学時代のことを教えてください。
コンピュータ関連の勉強がしたくて東日本国際大学の１期生として入学しました。どの授業も面白い
のでどんどん履修科目を増やし、バイトを掛け持ちしながら、情報通信研究会というサークルを創設
してプログラミングに挑戦するなど、興味を持ったことには何でもチャレンジしていました。

Q.現在はどんな仕事をしていますか？
官庁のシステムの保守運用に従事しています。24時間365日動くシステム群があり、運用と監視をす
る担当の統括をしています。運用が止まらないための作業調整や、障害が発生した際は情報収集を行
い、運用を止まらせないための対応をしています。システムは動いて当たり前と思われがちですが、私
たちの仕事によって安定稼働が実現し、知的財産分野の経済活動がしっかり回っていると思うと、こ
の仕事の重要性を改めて実感します。
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困っている人を助けたい
その思いが私の原動力
医療法人昨雲会 飯塚病院

宗像 春香

さん （福島県出身）

2017年度 健康福祉学部卒業
東日本国際大学附属昌平高等学校出身

Q.大学時代のことを教えてください。
中学時代から「困っている人を助けられる仕事に就きたい」という夢があったので、精神保健福祉士
を目指して進学しました。様々な事例を出して学生に考えさせる「現代社会と福祉」という授業では
ハッとさせられることが多く、新しい発見を得て視野を広げることができたと感じています。

Q.現在はどんな仕事をしていますか？
ケースワーカーとして病院の医療相談室に所属し、精神科の患者さんやそのご家族からのご相談に
対応しています。解決が難しい課題に悩んだり落ち込んだりすることもありますが、私を信頼してお
話ししてくださるご家族からの感謝の声や、先輩方からのアドバイス、同僚からの励ましの言葉など、
職場の温かい雰囲気に助けられて、根気強く仕事に向き合うことができています。

The Future
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長年培った技術を活かし
自社ブランドを立ち上げ
有限会社キャニオンワークス

半谷 正彦

さん （福島県出身）

2001年度 経済学部卒業
福島県立浪江高等学校出身

Q.大学時代のことを教えてください。
東日本国際大学を選んだのは、小学生の頃から打ち込んでいる野球を続けたいと思ったから。私は３
期生で、大学も部もできて間もない時期だったので、キャンパスには自由な雰囲気が満ちていました。
硬式野球部で一緒に汗を流した仲間とは、卒業して約20年経った今でも連絡を取り合う仲です。

Q.現在はどんな仕事をしていますか？
代表取締役社長として会社の方針や戦略を決めるほか、従業員が働きやすい会社づくりに取り組んで
います。弊社は40年以上前に浪江町で創業した縫製工場ですが、東日本大震災の影響で現在はいわ
き市に工場を移し、アウトドア用品などを製造しています。2018年に誕生した自社ブランド「CWF」
が多くの人に愛されるトップブランドになるよう、今後一層PRや商品開発に尽力していきます。
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人間力を鍛え
信頼される警察官に
警視庁 練馬警察署

The Future

07

伊藤 元彦

さん （福島県出身）

2010年度 経済情報学部卒業

家族や同僚と協力し合い
仕事と育児を両立

福島県立安積高等学校御舘分校出身

Q.大学時代のことを教えてください。

株式会社荘内銀行 イオンタウン米沢支店

髙橋 愛美

さん （山形県出身）

自宅のある郡山市から往復３時間以上かけて高
速バスで通学していたのですが、この時間が自分

2009年度 経済学部卒業
山形県立米沢商業高等学校出身

にとっては貴重な勉強タイムでした。３年次に本格
的に開始した公務員試験対策は、当初はコツをつ
かめず苦労したものの、授業やゼミで繰り返し勉
強したことで徐々に自信へとつながりました。

Q.大学時代のことを教えてください。
親に負担をかけたくないと思い、一時は大学進学をあきらめかけたものの、高校の先生から「東日本

Q.現在はどんな仕事をしていますか？

国際大学に学業特待生・奨学生制度がある」と聞き、入学を決意しました。成績に応じて金額が変わ

警察学校で半年間学んだ後、東京都内の交番や警

るのですが、４年次の学納金は全額奨学金給付となり、大変助かりました。勉強に加えて、３年次に

務課・刑事課など様々な配属先で経験を積んでい

は学友会の会長を務めて鎌山祭を運営するなど、大いに大学生活を謳歌できました。

ます。地域の皆さんに信頼される警察官になるた
めには、いつどこで起こるか分からない事件に備

21

Q.現在はどんな仕事をしていますか？

え、体力と精神力の両方を鍛える必要があります。

銀行業務・投資信託・保険・ローンなど、幅広い業務を担当しています。お客さまに適したご提案がで

大学や警察学校で学んだ、あきらめずに取り組み

きるよう、刻々と変化する金融商品の内容や法律についての勉強は欠かせません。２度の産休育休を

続けることの大切さを胸に、警察官を一生の仕事

経て職場に復帰しましたが、家族や同僚の協力を得ながらバリバリ働くことができています。

として精進し続けたいです。
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学部紹介

数字で見る東日本国際大学

13コース

多様な

を開設

社会や学生のニーズに合わせた多様なコースで、

▶P24 へ

社会で活躍できる人財を育てます！

4つ

未来をつくる 2学部

eラーニングで
目指せる

13コース

28 資格

1

e ラーニング講座を通じて 28 種

のインターンシップ

類の資格取得をバックアップして

3

▶P36 へ

４種の職場体験の機会を設けています。

9名

キャリアセンタースタッフをはじめ、学内の教員・スタッフが
一丸となって就職活動をサポート！

▶P47へ

経済経営学部

100%

６年連続
就 職 率

験対策講座をご紹介！

7つ

10 種

15 のクラブ・サークルが活動中！

社会で広く活躍できる経営ス
キルを身につけます。

経済・金融コース

P29

実生活・実社会で活かせる経
済・金融の知識を習得します。

P30

情報通信技術の専門家を育成
します。

5

スポーツマネジメントコース

P31

スポーツを中心としたマネジ
メントを学びます。

6

観光マネジメントコース

P32

様々な視点から観光を理解し
ていきます。

7

グローカル人財育成コース

P33

世界で活躍できる語学力を身
につけます。

エジプト考古学
マネジメントコース

P34

9

留学生コース

P35

1

ソーシャルワークコース

P39

8

エジプト考古学調査のマネジ
メントについて学びます。

日本語で話す・聞く・読む・
書くの４技能を鍛えます。

特技や資格、将来の目標などに応じた多様な入試制度を

の入試制度

設け、広く学びの門戸を開いています！
▶P65 へ

50%

精神保健福祉士国家試験

100%

2018年度
新卒者合格率

健康福祉学部

社会福祉士国家試験
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成します。

AI･ 情報システムコース

▶P51へ

福島県内大学でNo.1の国家試験合格率！

2018年度
新卒者合格率

地域社会に貢献する人材を育

4

の法人指定強化部

日々鍛錬を続ける７つの法人指定強化部を中心に、
▶P45 へ

P28

▶P43 へ

2018年度
公務員試験合格者数

１年次から始まる先手必勝の公務員試

企業経営コース

P27

こんな人におすすめ！
地域のために働きたい
地域の安全を守る仕事に就きたい
将来を担う人材育成に携わりたい

企業の経営者・後継者になりたい
経営スキルを身につけたい
企業の仕組みを理解して広く活躍したい

くれるエクステンションセンター。
受講者は年々増加中！

職場理解を深めるため、１年次から４年次の間に

東日本国際大学は公務員試験に強い！

2

公務員・教職コース

ひとことで言うと
どんなコース？

2

スポーツ健康コース

困難を抱える人と一緒に解決
方法を考える力を養成します。

P40

スポーツと健康に関する専門
知識を身につけます。

P41

こころの問題を持つ人を支援
する知識と技術を習得します。

金融機関への就職を目指している
経済と金融の関係について知りたい
資産運用をしたい

情報システム関連の仕事・情報管理に関する
仕事・情報関連技術を活かした仕事に就きたい

スポーツ業界・スポーツ文化・スポーツ
ボランティアに興味がある
スポーツで地域を盛り上げたい

観光に関連した仕事がしたい
地元を盛り上げたい

海外と関わる仕事がしたい
国際企業や自治体の国際交流部門で働きたい
企業経営者になって海外に進出したい

考古学に携わる仕事がしたい
エジプトで本格的な発掘調査を体験したい
グローバルな視点を身につけたい

日本語教師になりたい
日本の会社に就職したい
通訳になりたい

福祉に関わる相談機関で働きたい
福祉施設・医療機関で働きたい
障害者の就労支援に携わりたい

スポーツに関心がある
健康について知識を深めたい

子どもと関わることが好き

3

心理福祉コース

ボランティア活動に取り組んできた
障害者福祉などに関心がある
専門的知識を生かした仕事に就きたい

4

介護福祉コース

P42

自律を支援する介護のプロを
育成します。

人と接するのが好き
人と接する仕事がしたい
社会福祉の実現に貢献したい
将来、介護施設の施設長になりたい
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社 会 で 求 め ら れ る 多 様 な ス キ ル を 磨 く

経済経営学部
経済経営学科
社会や学生のニーズに沿った
9コースを展開
経済経営学部では、学生の興味関心やキャリアデザイン別
に 9 コースを開設。社会で広く求められる多様な知識やス
キル、問題解決力を身につけることで、地域社会に貢献で
きる人材を育成します。各コースは柔軟に連携しているの
で、たとえばエジプト考古学マネジメントコースに所属し
ながら、公務員を目指すこともできます。

公務員・教職コース
企業経営コース
経済・金融コース
AI・情報システムコース
スポーツマネジメントコース
観光マネジメントコース
グローカル人財育成コース
エジプト考古学マネジメントコース
留学生コース

経済経営学部アドミッションポリシー 学生受入方針
経済経営の専門学部として、
１．経済経営の幅広い分野に興味を持っている人
２．将来の社会人・経済人として必要不可欠な ICT や経営の知識とスキルを身につけたい人
３．国際経済や地域経済に関心を持ち、その発展に貢献したいという強い意欲を持っている人
４．社会に必要な基礎能力と自らの得意とする分野の専門知識の両方を高めたい人
の４項目を掲げています。

学部の特徴

キャリア教育が充実！

担当教員のご紹介
教授・学長

吉村 作治

早稲田大学第一文学部卒業、博士（工学）
（早稲田大学）
担当科目：エジプト文明論、比較文明論 など

１年次の「キャリアガイダンス」（P36参照）と３年次の「キャリアデザイ

教授・学長代行

ン」は、経済経営学部生は必修のキャリア系科目です。就職活動や社会で

早稲田大学理工学部建築学科卒業
担当科目：復興学

働くということへの心構えを学ぶことから始まり、自己分析・SPI対策・履歴
書の書き方・面接講座など、実践的な内容へと発展していきます。

教授・副学長

中村 隆行

福迫 昌之

慶應義塾大学大学院社会学研究科修士課程修了、
修士（社会学）
担当科目：情報社会と倫理、情報メディア など

教授・学部長・学科長

三重野 徹

東京理科大学理学部卒業
担当科目：ビジネスマネジメント、経営情報 など

学生研究員になれる！
9コースのうちいずれかの学部授業を履修した学生は、各コースに対応する研究所で学生研究員として研究に参加することができます。
学生のうちから「より深く学びたい」「研究活動に参加したい」と考えている方におすすめの制度です。

教授・学生部長

浅井 義彦

東京工科大学大学院工学研究科修了、博士（工学）
担当科目：情報処理入門、宇宙と先端技術 など

教授

大槻 雅彦

東京大学法学部卒業
担当科目：金融、統計 など

教授

倉田 貢

イギリス・ケント大学大学院修了、Ph.D.
担当科目：哲学概論、上級英語ⅡA・B など
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教授

田村 立波

東北大学大学院国際文化研究科修士課程修了、修士（国際文化）
担当科目：中国語ⅠA・B、日本事情 など

教授

二見 順

東海大学大学院工学研究科修了、博士（工学）
（東京理科大学）
担当科目：コンピューター演習ⅠA・B、コンピューター演習ⅡA

教授

山田 紀浩

韓国・江原大学校大学院修了、博士（行政学）
担当科目：韓国語ⅠA・B、アジア事情 など

教授

矢邊 均

専修大学大学院法学研究科修士課程修了、修士（法学）
担当科目：法と憲法、民商法 など

特任教授

中野 信子

東京大学大学院医学系研究科博士課程修了、博士（医学）
担当科目：脳科学基礎論

特任教授

山内 芳文

東京教育大学大学院教育学研究科修士課程修了、
博士（教育学）
（筑波大学）
担当科目：教育原理、教育制度 など

特任教授

玉永 公子

アメリカ・サウスカリフォルニア大学大学院修了、Ph.D.
担当科目：心理学、教育心理学 など

准教授

大関 貴久

日本体育大学体育学部卒業
担当科目：スポーツマッサージ、スポーツⅠA・B など

准教授

竹内 茂

三浦 秀樹

福島大学大学院経済学研究科修士課程修了、修士（経済学）
担当科目：上級簿記、簿記検定２・３級 など

准教授

城山 陽宣

関西大学大学院文学研究科博士後期課程修了、博士（文学）
担当科目：論語を学ぶⅡ、論語素読A など

准教授・教務部長

河合 伸

名古屋大学大学院経済学研究科博士後期課程修了、博士（経済学）
担当科目：経済入門、公共経済 など

特任准教授

ノーマン・リー・ダウド

アメリカ・ボイシー大学大学院修了、MA
担当科目：英語ⅠA・B

特任准教授

鈴木 敦子

早稲田大学大学院スポーツ科学研究科修士課程修了、修士（スポーツ科学）
担当科目：スポーツ経営学、キャリアガイダンス など

総合企画部 教育改革推進特命准教授

日本大学生産工学部卒業
担当科目：経営情報処理、シミュレーション など

准教授

特任准教授

岩戸 謙介

明治大学大学院経済学研究科博士前期課程修了、修士（経済学）
担当科目：経済原論A・B、国際経済 など

関沢 和泉

フランス・パリ第七大学大学院修了、Ph.D.（理論・記述・機械言語学）
担当科目：英語と多元的言語世界 など

東洋思想研究所 准教授

三浦 健一

北海道大学公共政策大学院修了、公共政策学修士（専門職）
担当科目：人間力の育成A・B、観光学入門

エジプト考古学研究所 教授

黒河内 宏昌

早稲田大学大学院理工学研究科修士課程修了、修士（工学）
担当科目：エジプト建築史、エジプト発掘実習

東洋思想研究所 教授・エクステンションセンター長

遠藤 孝紀

慶應義塾大学大学院文学研究科修士課程修了、文学修士
担当科目：ビジネスガイダンス、キャリアデザイン など

特任講師

南雲 勇多

イギリス・ロンドン大学大学院修了、MA
担当科目：グローバル市民教育論、地域課題解決学

特任講師

中村 暁子

明治大学大学院経営学研究科修了、経営学修士、
SolBridge International School of Business (MBA)
担当科目：経営入門、グローカル経営、マーケティング、
サプライチェーン・マネジメント、文章理解Ⅱ
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経済経営学部

経済経営学部

公務員・教職コース

夢は安全と安心を守る消防士。

企業経営コース

社会で活躍できる確かな人間力を。

隠れた企業努力に共感。

さん

副学長・教授

経済経営学部４年

福島県立ふたば未来学園高等学校出身

福迫 昌之

福島県立会津工業高等学校出身

三重野 徹

地域の安全を守る消防士に憧れて、１年次から公務員の勉強ができ

公務員・教職の夢を実現するためには、基礎的な学力はもちろんの

１年次に受講した「経営入門」では、普段見聞きしている商品やサー

企業経営コースでは、経営者の在り方や経営の違い、現代の経営に

るゼミに所属しています。公務員・教職コースでは、いわき市役所

こと、社会的意識、さらには強い使命感が求められます。その基本と

ビスの中に、様々な隠れた工夫が施されていることを知り、なるほ

ついてなど、幅広い内容を学びます。経営者のインタビューDVDな

の職員の皆さんと、地域課題を解決するためのアイデアを出し合う

なる「人間力」は、大学での４年間の学びを通して培いますが、さら

ど！と思う場面が多々ありました。企業経営コースの授業では、世界

ど映像資料も取り入れて、ディスカッションをベースに内容理解を深

ワークショップを通じて何度か交流する機会があり、公務員の仕事

にｅラーニングを活用した試験対策や地域での様々な活動の機会を

の著名な経営者の生涯を追ったDVDを見て、経営方針についてどう

めていきます。自由な発想をしていける場所です。

内容について生の声を聞くという貴重な経験もできました。

通して、社会で活躍する確かな力を身につけましょう。

思うか、日本と何が違うかなど、意見を出し合うのが楽しいです。

経済経営学部２年

担当教員

遠藤 和明

福迫 昌之／矢邊 均／岩戸 謙介

担当教員

代表的な科目

コースの概要

公務員試験対策講座（１年次）

矢部 晃太郎

学部長・教授

さん

三重野 徹／三浦 秀樹／中村 暁子

代表的な科目

コースの概要
★教養力養成講座（１年次）

自由な発想を大切にしましょう。

文章理解Ⅱ（１年次）

経営入門（１年次）

★ビジネスマネジメント（４年次）

屋台のラーメン屋から国家に至るまで、

サプライチェーン・マネジメント（２年次）

経営情報（３年次）

です。公務員ゼミをベースに、対面授業

「経営」は様々なところで行われていま

グローカル経営（２年次）

簿記Ⅰ･Ⅱ（２年次）

やエクステンションセンターで開講するe

す。また、私たちの日常生活は企業の製

公務員や教職を目指す方のためのコース

★地域課題解決学（１年次）

会計（２年次）
マーケティング（２年次）
★経営分析（３年次）

品やサービスから成り立っています。こう

ラーニングプログラムを活用して試験対
策を行うほか、地域課題に取り組む科目

★地域課題解決学

★教養力養成講座

いった仕組みを理解し、経営者の在り方

★ビジネスマネジメント

★経営分析

などで公務員に必要な公共心を醸成し、

地域にある様々な課題について、発見・検討・

公務員や就職試験に必須の、政治・法律・経

によって経営は異なるということを、企

企業とは何かについて初歩から学ぶ 講 義で

実際の企業のデータを元に、数値には表せな

提案するために、アクティブラーニングの手法

済などの各分野から問題演習を実施します。

す。様々な企業が、どのような理念や価値観に

い要素で行う「定性分析」や、数値データで行

を用い、地域社会の方々からお話を伺いなが

解説では「何を根拠として、どのように解くの

基づいて経営資源（人・物・金・無形資産）を

う「定量分析」の手法を学び、経営状況を把握

ら、学生同士が主体的に議論し、解決策を探っ

か」といった知識の活用術に焦点を当てて思

組み合わせ、経済活動を行っているのか、幅広

する力を身につけます。簿記論と会計学を履

ていきます。

考力を高めます。

く学びます。

修した学生が対象です。

各種公務員試験合格を目指します。教員
志望者には、実習センターと連携して、
教員免許状・教員採用試験合格に向けて

業経営コースでは学んでいきます。

サポートします。

目指す
主な資格・試験
卒業後の
キャリアイメージ
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公務員試験

目指す
主な資格・試験

高等学校教諭一種免許状（公民・情報・商業）

地方公務員（都道府県庁・市町村役場の職員、警察官、消防士など）

高等学校の教員

卒業後の
キャリアイメージ

日商簿記

販売士（リテールマーケティング）検定

企業の経営者・後継者

秘書検定

ビジネス実務マナー

一般企業
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経済経営学部

経済経営学部

経済・金融コース

地域貢献につながる学びを。

AI･ 情報システムコース

経済から社会や世界が見えてきます。

AIを活用する未来に興味津々。

准教授

経済経営学部２年

福島県立白河実業高等学校出身

河合 伸

福島県立船引高等学校出身

浅井 義彦

授業では、身近な事例を元に分かりやすく解説してくれるので、「経

講義での学習、ゼミでのディスカッションなどを通じて、お金のこと

「AIは将来、人間の仕事を奪うかもしれない」という話を聞いて以

情報革命と呼ばれる時代を生きる私たちは、自分や社会の未来を設

済」は身近で面白いものだと感じられます。いわき市内の商店街で

や、経済のことを身近に感じ、地域や国際経済の課題を発見してい

来、AIに興味を持っていました。そのため１年次の夏に、SF小説家の

計する際に、必ず技術動向を予測しなければなりません。確実な未

地 域活性化イベントを企画・運営する実習も行い、地 域の未 来を

きます。時には、地域のボランティア活動などに携わることもありま

方を中心にAIについてディスカッションするイベントに参加。AIの発

来予測に基づく設計がなければ、社会も企業も家庭も不安定な状況

じっくり考える良い機会になりました。将来は大学での学びを活かし

す。今は自分の将来について決まっていなくても、学びを経る中で、

展は未知数だけれど仕事効率化などに活用できれば強い味方になる

に陥ることになります。大学での学びを通じて、将来の社会づくりを

て、地元に貢献できる仕事に就きたいです。

自分の能力を活かした職業を選択していくことができます。

ということが分かりました。

積極的にリードできる人材となっていただきたいと願っています。

経済経営学部４年

担当教員

松岡 拓杜

さん

河合 伸／大槻 雅彦／岩戸 謙介

担当教員

代表的な科目

コースの概要

教授

さん

三重野 徹／浅井 義彦／二見 順／竹内 茂／関沢 和泉

コースの概要
現代経済事情（４年次）

代表的な科目

★経済入門（１年次）

経済政策（２年次）

産業組織（３年次）

金融機関や一般企業への就職を目指す

日本経済（２年次）

★公共経済（２年次）

経済情報（３年次）

情 報システム関連の専門家を育成する

情報処理入門（１年次）

経営情報処理（２年次）

方のためのコースです。経済・金融分野

経済原論A･B（２年次）

地域経済（２年次）

国際経済（３年次）

コースです。近年その利活用が注目を集

数的処理（１年次）

人工知能基礎演習（３年次）

の専 門 的な 知 識を修 得し、ディスカッ

金融（２年次）

財政（２年次）

平和経済A･B（３年次）

めるAI（ 人工知能）やIoT（インターネッ

コンピュータ演習Ⅰ･Ⅱ（１･２年次）

★経済入門

★公共経済

この科目を学べば、経済・金融コースで学ぶこ

道路や橋、または年金などの費用の一部はな

と全般を知ることができます。各回のテーマ

ぜ国や地方自治体が提供しているのか、消費

に応じた図や、DVD教材なども用いて、聞くだ

税や公共料金の設定など、その費用は誰がど

アを出し合い、経済政策やビジネス・モ

けでなく目で見ても分かるようにやさしく解説

のようにして支払うのが望ましいのかについ

デルを考えます。

します。

て学習します。

できるようにします。例えば、地元経済
の発展のためにどうすればよいかアイデ

目指す
主な資格・試験
卒業後の
キャリアイメージ

ファイナンシャルプランニング技能士

金融機関

一般企業

シミュレーション（２年次）

★経営情報（３年次）

行うシステム）をはじめ、情報通信技術

うして得られた知見をどのように実社会
に活かすことができるのかを考え、実行

★人工知能入門（１年次）

トを介して各種 機 器の情報取得などを

ションを通じて学びを深めます。また、そ

29

堂山 梢

将来の社会づくりをリードする人に。

を代表とする先端技術の動向について広
く学びます。また、ITパスポートから始め
て、IT系唯一の国家資格「情報処理技術
者」の取得もサポートします。

目指す
主な資格・試験
卒業後の
キャリアイメージ

情報処理技術者

システムエンジニア

★人工知能入門

★経営情報

人間の知的な振る舞いを模倣することで、実

経営情報システムの変遷と情報技術の進展に

世界で役立つソフトウェアを構築する技術・研

ついて解説し、今後の在り方について具体的

究について講義します。ロボットやスマホに搭

な企業での例を基にして説明します。AIを含め

載されるものや運転支援など、様々な活用に

た先端技術の管理・活用ができる力を身に付

ついて講義します。

けていただきます。

MOS（マイクロソフト・オフィス・スペシャリスト）

自治体・一般企業などの情報管理部門
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経済経営学部

経済経営学部

スポーツマネジメントコース

観光マネジメントコース

需要が高まるスポーツ産業分野に注目！

スポーツの見方が変わります。

特任准教授

経済経営学部３年

鈴木 敦子

福島県立いわき総合高等学校出身

東日本国際大学附属昌平高等学校出身

三浦 健一

近年では、地域レベルでも多くのスポーツイベントが開催され、ス

以前はプレーヤー目線でスポーツに取り組んでいましたが、スポー

将来やりたいことを見つけたい！と思い、幅広く学べる経済経営学部

2018年、海外からの訪日観光客数は初めて3000万人を突破しまし

ポーツを取り巻く経済や環境の知識を伴った人材の需要が高まって

ツマネジメントコースの授業を通じてスポーツイベントの裏方の仕事

に入学しました。１年次に受講した「観光学入門」がとても面白かっ

た。日本は今、観光立国を目指して観光を国の主要産業に位置付け

います。レジャー・スポーツ産業分野だけでなく、地域振興など、地

について知り、こんな世界があったのかと驚きました。２年次には実

たので、より深く学ぼうと観光マネジメントコースを選択。接客業の

ています。観光の中で学び、観光についての理解を深め、観光を通し

域で活躍する人材を目指す学生にとっても有益となる経験を提供し

習として、大相撲巡業会場のスタッフを経験。生で見る力士の姿やパ

アルバイトを通じて人とコミュニケーションを取る楽しさも実感して

てこれからの自分と世界を一緒に考えましょう。皆さんとの出会いを

たいと考えています。

フォーマンスに圧倒されました。

いたので、卒業後は観光関係の仕事に就けたらいいなと思います。

楽しみにしています。

担当教員

蓬田 歩美

さん

鈴木 敦子／大関 貴久

コースの概要

ポーツ関連ビジネス、公共セクターでも

代表的な科目
★スポーツマーケティング（２年次）

★専門演習（スポーツマネジメントゼミ）
（３年次）

★観光サービス産業論（１年次以上）

観光業界に就職したい方や、地域活性化

★観光学入門

ます。また、東日本国際大学は、スパリ

常磐興産(株)との協定に基づき、この講義では

観光に関する基礎的な知識や理論を学びなが

を、実務者の立場に立ち、実践的に学びます。

ゾートハワイアンズなどを運営する常磐

常磐興産スパリゾートハワイアンズで実際に

ら、地域を活性化するアイデアをグループワー

ラーニングを多く取り入れて、チームや個人で

事前調査、スポーツイベント運営の参加、事後

興産㈱と協定を結んでおり、同社社員が

働かれている方々にご協力いただきながら、

クを通して考え、最後にはみんなの前で発表

スポーツ事業計画案などを作成・発表してい

調査という流れで、分析・研究を行います。

講師となる実践的な学びの機会も設け

現場での経験に基づく実践的な授業を行って

を行ってもらいます。世界遺産や重要文化財、

います。詳しくはP7をご覧ください。

芸 術と文化、まちづくり、復 興ツーリズムな

を得るだけでなく、身につけた知識を活
かす機会があることがこのコースの特徴

きます。

スポーツ用品メーカー

ています。

その他民間企業

教員

スポーツ指導者

目指す
主な資格・試験
卒業後の
キャリアイメージ
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観光サービス産業論演習（２年次以上）

★観光学入門（１年次以上）

★観光サービス産業論

グル ープディスカッションなどのアクティブ

イベント運営会社

代表的な科目

から理解する力を養うことを目指してい

地域レベルでのスポーツイベントの運営方法

卒業後の
キャリアイメージ

福迫 昌之／三浦 健一

光の基礎知識を学び、観光を多様な視点

スポーツ関連企業の経営方法や課題を学び、

です。

准教授

に携わりたい方のためのコースです。観

スポーツ産業論（３年次）

★専門演習（スポーツマネジメントゼミ）

す。スポーツマネジメントについての知識

多角的な「観光」の姿を捉えよう。

さん

コースの概要

★スポーツマーケティング

スポーツの現場での実習を実施していま

藍原 莉央

地域スポーツ経営論演習（３年次）

注目されているスポーツによる地 域 振
興などについて学ぶコースです。毎年、

経済経営学部２年

担当教員

スポーツ経営学（２年次）

目まぐるしく進歩するスポーツ産業やス

幅広い学びを通じて夢を発見！

ど、多様な視点から考えていきましょう。

旅行業務取扱管理者

観光英語検定３級

観光産業
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経済経営学部

経済経営学部

グローカル人財育成コース

エジプト考古学マネジメントコース

外国語を駆使してもっと世界と交流を。

世界で活躍できる人財を目指して。

現地での実習で学びをより実践的に。

教授

経済経営学部３年

倉田 貢

いわき秀英高等学校出身

いわき秀英高等学校出身

吉村 作治

私は中学校で英語に触れて以来、その面白さにひかれて英語を学び

将来は英語を活かして世界で活躍したいという夢があるため、高校

東日本国際大学に進学したのは、世界的に活躍されている吉村学長

本コースでは、エジプトの歴史や遺跡などエジプト考古学の基礎を１

続けてきました。大学時代は哲学を研究しにイギリスに留学し、哲学

卒業後はアメリカの大学へ２年間留学しました。その後、地元のいわ

のもとで学んでみたいと思ったからです。もともと古代遺跡や外国語

年次にしっかり学び、２年次の夏にはエジプトで発掘実習を行います

と英語のスペシャリストになりました。世界には日本語に訳されてい

き市で唯一の文系大学である東日本国際大学に進学。英語の授業で

などに興味があったので、エジプト考古学マネジメントコースで様々

（学生の費用負担なし。定員10名）。普段発掘作業に取り組んでい

ない情報があふれています。生の情報にじかに触れるために外国語

は、映画や書籍を見たり、楽曲を聞いて歌詞を解説したりと、グロー

な遺跡について学んでいます。将来は、食糧危機や難民の問題など、

る研究員と直接ふれあいながら、時間やスタッフの管理といったマネ

をしっかり学ぶとともに、世界中の人々と積極的に交流しましょう。

バルな文化に触れることもできます。

世界的な課題の解決に携わることができればと考えています。

ジメントを中心に実践的な学びができる貴重な場です。

担当教員

森 倫明

さん

経済経営学部２年

倉田 貢（英語）／田村 立波（中国語）／山田 紀浩（韓国語）

コースの概要

担当教員

代表的な科目

板坂 有真

学長・教授

さん

吉村 作治／岩出 まゆみ／黒河内 宏昌／菊地 敬夫／山下 弘訓／矢澤 健

代表的な科目

コースの概要

★英語講座（英国）
（全学年）…CCCUで短期集中研修

海外研修（全学年）…世界中の地域で異文化体験

比較文明論（１年次）

エジプト発掘実習（２年次）

エジプト文明論（１年次）

エジプト建築史（３年次）

地 球規 模で物事を考え、地 域に根 差し

中国語講座（中国）
（全学年）…中国の大学で集中研修

金融（２年次から）

エジプト考 古 学の第一人者である吉 村

て行動するグローカルな人財を育成する

韓国語講座（韓国）
（全学年）…韓国の大学で集中研修

国際経済（２年次から）

学長のもと、エジプト考古学を中心に、

★映像から見たエジプト考古学（１年次）

考古学調査のマネジメントについて学ぶ

★ヒエログリフ入門（２年次）

コースです。英語・中国語・韓国語を徹底
的に学び、異文化交流の機会も多々あり

★英語と多元的言語世界（主に１年次）

英語文化（全学年）…英国CCCUで長期英語研修

上級英語（全学年）

エジプト生活史（３年次）

コースです。エジプトで発掘作業にあたっ

ます。英国のCCCUで英語研修（短期・

ているエジプト考古学研究所の研究員か

★英語講座（英国）

★英語と多元的言語世界

★映像から見たエジプト考古学

★ヒエログリフ入門

長期）と専門科目の履修が可能。中国・

ら直接学ぶ機会もあります。２年次には

視聴覚資料を活用しながら、エジプトの歴史

古代エジプトの神聖文字「ヒエログリフ」の読

韓国の提携大学では短期・長期の語学

英 国 C C C U（ カンタベリー・クラ イスト・

英語は世界で最も使われていますが、中国語・

エジプトで発掘実習を行います。

や数多くの遺跡について詳しく解説し、エジプ

解力を身につけます。発掘調査で出土した遺

チャーチ大学）で、春休みを利用して、英語漬

韓国語・フランス語など他にも多くの言語が使

ト考古学に取り組むための基礎知識を身につ

物に記された文字、岩窟墓などの壁画に伴う

けの１カ月を送ります。世界中の人々と会話し

用されています。歴史・文化を学びながら、週

けます。

文字、神殿などの記念建造物の壁面に刻まれ

て英語力アップ！研修後のロンドン見学も充

替わり・オムニバス形式で多様な言語を楽しく

実の内容です。

学びましょう。

研修が可能です。世界に羽ばたくことや
地域に根差して着実に活動できる能力の
養成を目指します。

目指す
主な資格・試験
卒業後の
キャリアイメージ
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吉村学長の存在が大学選びの決め手。

実用英語検定 １級・準１級

IELTS（国際的な英語力水準判定）5.5以上

TOEIC 800以上

卒業後の
キャリアイメージ

ケンブリッジ英検（世界基準の英語検定）FCE・CAE・CPE
自治体（県・市・警察など）の国際交流部門

国際企業（メディア・金融）

金融機関の国際部門

た文字を中心に学習します。

地方自治体

教育委員会

文化財保護施設

教員

テレビ局・出版社

海外進出型の企業経営者
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経済経営学部

就活が本格化する前に体験しよう！

留学生コース

４つのインターンシップ

インターンシップとは？
東日本国際大学では、１年次から３年次のカ
リキュラムに「インターンシップ」の機会を
盛り込んでいます。インターンシップとは、
企業や団体の職場で一定期間の就業体験を
行うものです。就職活動が本格化する前にイ
ンターンシップに参加することで職場理 解
を深め、業界や業種について具体的なイメー
ジが持てるようになります。学部にかかわら
ず、就職を考えている学生は、１つでも多く
副学長・教授

福迫 昌之

経験してください。
３年次インターンシップ報告会

1

成長の喜びを分かち合おう。

日本での就職を目指して勉強中！

教授

経済経営学部３年

田村 立波

ベトナム 3̡͙UN5NұJ8\`ңU 高校出身

自分の成長が実感できる学びはこんなに楽しい！そのワクワク感を

高校生の頃、日本の着物を着る体験をしたのがきっかけで日本文化

各国からの留学生とともにこのキャンパスで味わうことができます。

に興味を持ち、留学することにしました。留学生別科で日本語を１年

日本語能力の向上だけでなく、日本文化にある魅力の発見や地域な

半学んだ後、経済経営学部へ。現在は日本語を中心に、日本の文化

らではの体験を積み重ね、それを次代を担う人材として国際社会の

や習慣、日本企業での仕事の仕方などを学んでいます。卒業後、日本

大舞台で活躍するための糧にしてほしいです。

で就職することを目標に頑張っています。

担当教員

ブ チェウ テイ ニュン

2

ビジネスガイダンス

経済経営学部１年必修、 健康福祉学部１年選択

経済経営学部２年選択、 健康福祉学部２年選択

期間：１日

期間：３日×１カ所 または １日×２カ所

自らのキャリア形成に対する意識を持つための授業です。企業訪問

福島県が実施する「Fターンインターンシップ推進事業」を利用

型の1DAYインターンシップを行い、企業活動に直接触れるととも

し、夏休み中に短期のインターンシップに参加。体験内容は企業

に、企業を訪問するのにふさわしい態度や身だしなみも学びます。

ごとに様々です。社会人として働くことの意味を考えます。

さん

3

インターンシップ

4

インターンシップ（カリキュラム外）

経済経営学部３年選択、 健康福祉学部３年選択

学部・学年にかかわらず体験可

期間：２週間程度

期間：企業・事業所ごとに異なる

いわき商工会議所が産学官連携で実施している「インターンシッ

松本 優梨／矢吹 栄子／山田 紀浩／田村立波

〜

のほか、学生自身が体験したい企業や事業所を探してアポ

プ事業」を利用し、就業体験ができるほか、興味のある企業など

イントメントを取り、インターンシップを体験させてもらうことも

を自分で探して交渉することもできます。インターンシップの前後

可能です。キャリアセンターでは、インターンシップの相談も含め

には、事前研修と事後研修（報告会）があります。

た就職に関する様々な支援をしています。

代表的な科目

コースの概要

日本語ⅠA･B（１年次）

日本企業 への就 職 や、日本 語 教師を目

日本語ⅡA･B（１年次）

指す留学生のためのコースです。国際大

日本語ⅢA･B（１年次）

日本社会基礎（１年次）
★日本社会理解A･B（１年次）
文章理解Ⅰ･Ⅱ（１年次）

★異文化交流（１年次）
日本事情（１年次）
アジア事情（２年次）

学としての長い歴 史の中で培われた日
本語教授法のノウハウを活かし、話す・

VOICE

VOICE

インターンシップ先

インターンシップ先

株式会社マルト

ひたちなか市役所・那珂市役所

聞く・読む・書くの４技能をバランスよく

★日本社会理解A･B

★異文化交流

木滑 尚紀

伸ばします。留学生の就職活動で活用さ

合宿形式の短期集中講座として複数の教員が

この科目では、日本人学生と留学生が交流を

れる日本語能力検定試験やビジネス日

担当するこの科目では、基本的な勉強の仕方

行いながらともに学び、各国や地域の紹介か

経済経営学部４年
東日本国際大学附属昌平高等学校出身

経済経営学部４年
茨城県立日立商業高等学校出身

について学び、日本語の基礎的な表現を復習

ら国際事情にいたるまで幅広く意見交換し、

し、実践的な場面でのコミュニケーションの練

相互理解を深めていきます。

スーパ−マーケットで品出しを経験！

自然体験キャンプの裏方を経験！

小売業や経営に興味があり、将来は地元で就職を希望しているの

将来は地元の茨城県で市役所職員として働きたいと考えているた

で、株式会社マルトでのインターンシップに応募しました。マルトは、

め、３年次の夏休みに、ひたちなか市役所と那珂市役所でそれぞれ

いわき市を拠点に福島県と茨城県で約40店舗のスーパーマーケット

５日間ずつ、インターンシップを経験しました。ひたちなか市役所で

を展開する会社です。仕事中、分からないことがあれば、指導してく

は、小学生を対象に市が開催する自然体験キャンプの裏方として活

本語能力テストなどの資格取得もサポー
トします。

目指す
主な資格・試験
卒業後の
キャリアイメージ
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キャリアガイダンス

さん

田尻 拓郎

さん

習を行います。

日本語能力検定試験

日本語教師

日系企業

ビジネス日本語能力テスト

通訳

ださる社員やパートの皆さんに積極的に質問するようにしました。ま

動。どんな思いでイベントを企画し、各職員がどう動いているのか、

た、売場での品出しは、作業をしながらどんな商品がどこにどのくら

一緒に行動する中で理解することができました。また、職場の雰囲

いあるかを把握することができるので、お客様に聞かれた時にすぐ

気などを知ることができたのも良かったです。インターンシップを経

対応できるという効果があることも分かりました。

験したことで、市役所で働きたいという思いが一層強くなりました。
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福 祉 の ス ペ シ ャ リ ス ト を 目 指 す

健康福祉学部
社会福祉学科
福祉の未来を担う人材を
4コースで養成
健康福祉学部では、一人ひとりの健康で幸せな生活を追究
する現代の社会福祉において、様々な分野で活躍できるス
ペシャリストを育成します。相談援助、体の健康、心の健康、
身体介護・生活援助などの側面から福祉にアプローチする
各コースを開設していますが、他コースの科目や資格の授
業も履修できます。

ソーシャルワークコース
スポーツ健康コース
心理福祉コース
介護福祉コース

健康福祉学部アドミッションポリシー 学生受入方針
福祉の専門学部として、
１．福祉の幅広い分野に興味を持っている人
２．社会福祉士・精神保健福祉士・介護福祉士の国家資格取得をめざす人
３．地域福祉の向上に貢献したいという強い意欲を持っている人
４．福祉国家・福祉社会の発展のために、福祉の知識を広く社会で活かしたい人
の４項目を掲げています。

学部の特徴

担当教員のご紹介

取得できる福祉系の資格が充実！

自分の目で見て感じる
見学実習！

在学中に決められた単位や講座を取得することで、
以下の受験資格や任用資格が得られます。
社会福祉士国家試験受験資格
精神保健福祉士国家試験受験資格
介護福祉士国家試験受験資格
福祉心理士…日本福祉心理学会が認定する資格です。福祉施設の利用者やその家族、職員の心理的な問題を担当する専門家です。
保育士国家試験受験資格…いわき短期大学との単位互換制度により２年生から保育士試験受験資格が得られます。

任用資格

児童指導員

⇒公務員として採用された後に福祉事務所などで用いられる資格
知的障害者福祉司
身体障害者福祉司
児童福祉司

教授

今野 久寿

福祉の分野や職場は多岐にわたります。
まずは、広く情報を収集し、どんな仕事

教授

があるのか知りましょう。２年次に実施

日本女子体育大学体育学部卒業
担当科目：スポーツ科学演習、生涯スポーツ論 など

千葉 陽子

する２日間の見学実習では、高齢者施設

教授

や障害者施設などを実際に訪問します。

一橋大学大学院社会学研究科修士課程修了、社会学修士
担当科目：英語ⅠA・B、英語文化 など

仕事の様子や現場の雰囲気を自分の目

精神保健福祉相談員

中山 哲志

筑波大学大学院教育研究科（リハビリテーション修士）
担当科目：福祉環境論、少子高齢化社会概論

日本福祉大学社会福祉学部卒業
担当科目：低所得者に対する支援と生活保護制度、
福祉行財政と福祉計画Ⅰ・Ⅱ など

柳沢 民雄

教授

松本 喜一

福島大学大学院地域政策科学研究科修士課程修了、
修士（地域政策科学）
担当科目：高齢者支援と介護保険法、
生活支援技術Ⅰ・Ⅱ など

准教授・学科長

教授

大橋 雅啓

明確になっていきます。３年次に実施す
る本格的な現場実習に向けて、訪問時

教授

准教授

のマナーや心構えなども事前に学ぶこ

東北大学大学院教育学研究科修士課程修了、教育学修士
担当科目：精神保健学Ⅰ・Ⅱ、
精神科リハビリテーション学Ⅰ・Ⅱ など

清水 茂徳

東洋大学大学院福祉社会デザイン硏究科博士前期課程修了、
修士（社会福祉学）
担当科目：精神保健福祉援助技術総論Ⅱ、
精神保健福祉に関する制度とサービスⅡ など

田中 みわ子

筑波大学大学院人文社会科学研究科博士課程単位取得退学、
博士（文学）
（筑波大学）
担当科目：障害の理解Ⅰ・Ⅱ、障害者に対する支援と
障害者自立支援制度Ⅰ・Ⅱ など

准教授

矢本 聡

坂田 勝彦

筑波大学大学院人文社会科学研究科博士課程修了、
博士（社会学）
担当科目：生命倫理学Ⅰ・Ⅱ、社会理論と社会システム など

准教授
東北福祉大学大学院社会福祉学研究科修士課程修了、
修士（社会福祉学）
担当科目：精神保健福祉論Ⅰ・Ⅱ、
精神保健福祉援助技術総論Ⅰなど

で見て感じることで、目指す道が徐々に
社会福祉主事

学部長・教授

金成 明美

日本福祉大学大学院社会福祉学研究科修士課程
修了、修士（社会福祉学）
担当科目：介護過程Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、介護実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ など

准教授

芳賀 恭司

東北福祉大学大学院総合福祉学研究科修士課程修了
担当科目：地域福祉論、福祉のまちづくり論 など

准教授

篠原 拓也

大阪府立大学大学院人間社会学研究科社会福祉学
専攻博士後期課程修了、博士（社会福祉学）
担当科目：児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉
制度、相談援助の理論と方法Ⅱ、
社会福祉概論 など

専任講師

志賀 恵子

日立メディカルセンター看護学院卒業
担当科目：医療的ケア（講義・演習）、
こころとからだのしくみ など

特任講師

林 悠太

筑波大学大学院人間総合科学硏究科博士前期課程
修了、修士（体育学）
担当科目：指導のための理論と実際、
スポーツにおける情報戦略 など

特任講師

西野 勇人

立命館大学大学院社会学研究科博士前期課程修了、
修士（社会学）
担当科目：現代社会と福祉Ⅰ・Ⅱ、社会保障Ⅰ・Ⅱ

とができます。
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健康福祉学部

健康福祉学部

ソーシャルワークコース

スポーツ健康コース

あなたの優しさを待つ人がいます。

経験豊かな先生方の授業が面白い！

教授

健康福祉学部４年

渡邉 三千代

さん

スポーツの可能性は無限大！

スポーツを熱く真剣に学ぶ場です。

特任講師

健康福祉学部４年

聖和学園高等学校出身

坂本 丈

さん

松本 喜一

福島県立平商業高等学校出身

林 悠太

私は約25年にわたって精神障がいや高齢者福祉の現場で社会福祉

高校生の頃、高大連携の取り組みによって東日本国際大学の福祉の

幼い頃からサッカーが好きで、ずっとサッカーをやってきました。大

６歳からサッカーをやってきたので、スポーツに関することを学べる

士として働き、その後教員になりました。福祉の現場は行政・施設・

授業を受講する機会があり、授業内容の面白さに惹かれて入学を決

学生の時、サッカーの研究をしながらスポーツの発展に貢献できる

健康福祉学部を選択しました。サッカー指導者の資格を取得できる

作業所など多岐にわたり、対象者も児童・障がい者・高齢者など様々

めました。現在は、福祉の現場経験が豊富な先生方の指導を受け、

道を進もうと決め、今に至ります。スポーツの無限に広がる可能性に

「スポーツコーチング」の授業は、分かりやすい指導法を学ぶので、

な人々を支援する、やりがいのある職場です。困っている人や悩んで

社会福祉士を目指して勉強中。先生方の体験談を交えた授業は興味

ついて、スポーツをする・見る・支える視点から、スポーツ健康コース

サッカー以外の競技者にも活用できる内容です。将来は、スポーツ

いる人に、あなたの優しさをさしのべてみませんか？

深く、将来社会福祉士として働きたい人には特におすすめです。

で一緒に考えましょう。

で鍛えた体力を活かして、消防士になりたいと考えています。

担当教員

今野 久寿／清水 茂徳／大橋 雅啓／矢本 聡／松本 喜一／坂田 勝彦／田中 みわ子

コースの概要

担当教員

代表的な科目

千葉 陽子／林 悠太

代表的な科目

コースの概要

現代社会と福祉（１年次）

障害者に対する支援と障害者自立支援制度（２年次）

社会福祉士や精神保健福祉士の国家資

相談援助の基盤と専門職（１年次）

相談援助の理論と方法（２年次）

このコースでは、健康とスポーツに関す

格取得を目指すコースです。多様な生活

高齢者に対する支援と介護保険制度（１･２年次）

★相談援助演習Ⅰ･Ⅱ･Ⅲ（２・３年次）

る高度な知識を幅広く学ぶとともに、部

課題を抱える人々を専門職として支援で

地域福祉の理論と方法（２年次）

★相談援助実習指導（２・３年次）

活動と連 携することによって実 践 的能

きるよう、学生自らが社会の問題に気づ

児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度（２年次）

き、困難を抱える当事者と一緒に解決方

★相談援助演習Ⅱ

す。相談援助の演習では、自己覚知・他

★相談援助実習指導

社会福祉士の臨床現場で役立つ相談援助技

者理解、コミュニケーションの技術、記
録の方法などを学ぶほか、援助場面の
ロールプレイなど、「今から、すぐに」活

相談援助実習に先立ち、実習の意義や実習先

術の習得を目指します。虐待・アルコール依存

について理解を深め、実習計画書などを作成

症・貧困・家族問題など様々な援助場面を想

します。実習後には振り返りを実施し、今後の

定したロールプレイングが中心の授業です。

課題把握や総括レポート作成を行います。

健康スポーツ論（１年次）

★スポーツコーチングⅠ･Ⅱ（２年次）

スポーツ科学演習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ（１・２・３年次）

力を身につけることができます。また、

★生涯スポーツ論

★スポーツコーチングⅠ･Ⅱ

スポーツを通して基礎的なコミュニケー

生涯スポーツの基礎を学び、現状や今後の課

日本サッカー協会の指導者養成講習会マニュ

題を把握していきます。高齢者・障がい者・子

アルに沿って、日本サッカー協会公認指導者

ども・女性など、身体能力があまり高くない人

資格（D級・C級）取得にチャレンジします。リ

でも参加可能な「アダプテッドスポーツ」を体

フティングやドリブルの指導案作成と指導と

験する実技の場も設けられています。

いった実技も含まれています。

ションスキルや自己規律を身につける科

法を考えていくことができる力を養いま

★生涯スポーツ論（１年次）

目のほか、人間洞察力、対人援助スキル
を高めることにつながる科目で構成され
ています。

用できる技術の習得に臨みます。

目指す
主な資格・試験
卒業後の
キャリアイメージ
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社会福祉士国家試験受験資格

精神保健福祉士国家試験受験資格

目指す
主な資格・試験

社会福祉主事任用資格

福祉行政機関

地域包括支援センター

障害福祉サービス等事業所

介護保険施設

社会福祉協議会

医療機関

福祉NPO

福祉サービス民間企業

児童・家庭福祉施設

卒業後の
キャリアイメージ

日本サッカー協会公認指導者ライセンス D級・C級

日本バドミントン協会公認審判資格３級

日本障がい者スポーツ協会公認指導員資格 初級

社会福祉主事任用資格

警察官

消防士

幼児・児童関連サービス

医療機関

医療機器メーカー

スポーツ関連企業

一般企業

高齢者福祉施設
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健康福祉学部

健康福祉学部

心理福祉コース

介護福祉コース

人としての尊厳を大切に。

心と社会の問題を深く学びます。

教授

健康福祉学部３年

長内 智子

さん

介護を受ける人の思いを実感。

准教授

健康福祉学部２年

福島県立好間高等学校出身

吉田 尊

さん

矢本 聡

弘前学院聖愛高等学校出身

金成 明美

人は生涯発達し続ける存在です。子ども時代の経験が青年期のあり

将来、人の役に立てる仕事に就きたいと思い、健康福祉学部に進学

介護福祉士は、人生において何らかの生活上の不便を生じた時に活

介護福祉士と社会福祉士の資格取得を目標に、勉強に励んでいま

方に、青年期の過ごし方が成人期以降の生き方に、大きな影響を与

しました。主に社会福祉士を目指して勉強中ですが、精神保健分野

躍するサービス業であり、介護技術を媒介として社会福祉を実現する

す。「生活支援技術」の授業では、車イスに乗って自力で走行した

えます。ライフサイクルにおける発達課題、発達障害、こころの健康

にも興味を持っていたので、心理福祉コースを選択。自閉症やアスペ

専門家です。介護支援ロボットやAI（ 人工知能）、ICT技術などの福

り、介助したりする中で、坂道や点字ブロックのある場所がいかに走

（病気）、生きる意味という視点から、
「人が人としての尊厳をもって

ルガー症候群など精神に関わる障害について調べて発表し合う中

島県内福祉事業所の導入率は全国的に高いレベルにあります。本学

行しづらいかを実感しました。こうした実践的な学びを通じて、介護

生きていくということ」について考えていきましょう。

で、様々な意見に触れることができました。

や実習先では、こうした最先端の技術も身につけることができます。

をする人や受ける人の思いに寄り添えるようになりたいです。

担当教員

中山 哲志／矢本 聡／大橋 雅啓

担当教員

代表的な科目

コースの概要

金成 明美／今野 久寿／志賀 恵子／松本 喜一

コースの概要

精神医学Ⅰ・Ⅱ（２年次）

★臨床心理学（２年次）

主に将来、「人間のこころの問題に関わ

精神保健福祉論Ⅰ・Ⅱ（２年次）

★心理学（２年次）

り支援する仕事」に就きたいと考えてい

精神保健学Ⅰ・Ⅱ（３年次）

る方のためのコースです。心理学の基礎

精神保健福祉援助演習Ⅰ・Ⅱ（３年次）

や心理臨床に必要な知識・技術について

心理アセスメント（２年次）

代表的な科目
障害の理解（１年次）

生活支援技術（２年次）

介護福祉士は、単に入 浴や排泄の世話

人間関係とコミュニケーション（１年次）

介護実習（２年次）

認知症の理解（２年次）

発達障害児療育論（２年次）

をするだけの職業ではありません。高齢

こころとからだのしくみ（１年次）

介護総合演習（２年次）

学校カウンセリング（３年次）

者や障がいのある方の尊厳を保持しなが

★人間の尊厳と自立（１年次）

★介護過程（２年次）

ら、自律を支援して、その方らしい生き方
を共に考えながら日常生活の再構築を目

★人間の尊厳と自立

★介護過程

により、様々な生活のしづらさや生きづ

★臨床心理学

★心理学

指します。また、４年制であることにより

老い・病気・障がいなどの様々なことが原因と

介護サービスを受ける一人ひとりが、どう生き

らさを抱えた人たちへの相談・援助の知

カウンセリングの基礎的な知識・技術を学ぶ

自己理解に役立つ「交流分析」、他者を理解し

介護だけではなく、社会福祉全般、医療

なり、日常の生活を一人では営めない時に、生

ていきたいのか、求めるニーズを満たすにはど

授業です。心理療法の様々な理論や技術を学

目標に向かって動機づける「コーチング」、集

などの幅広い知識と確かな技術、高い倫

きる権利をどうやって護るのか、人間としての

うすればいいのか、課題解決思考（PDCAサイ

びながら、自分に合うカウンセリング技法を身

団に働きかけて参加型の場をつくることで問

尊厳の保持とは何か、自立や自律した生活と

クル）を介護援助に置き換えるトレーニングを

につけましょう。応答訓練・コラージュ・箱庭

題解決を図る「ファシリテーション・リーダー

は何かについて考えます。

します。

療法などの技法も体験します。

シップ」などを主に学びます。

学ぶとともに、精神障害や発達障害など

識・技術などを習得します。精神保健福
祉士国家資格の取得も目指します。

目指す
主な資格・試験
卒業後の
キャリアイメージ
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最先端の介護技術も学べます。

理性を身につけることができます。

目指す
主な資格・試験

精神保健福祉士国家試験受験資格
児童発達支援センター
児童養護施設

社会福祉士国家試験受験資格

子育て支援センター

児童家庭支援センター

母子生活支援施設

社会福祉主事任用資格
情緒障害児短期治療施設

介護福祉士国家試験受験資格

社会福祉士国家試験受験資格

社会福祉主事任用資格

児童指導員任用資格
卒業後の
キャリアイメージ

介護福祉士（障がい者関連施設、高齢者介護施設、通所介護や訪問介護事業所、病院）
介護支援専門員（介護業務を５年以上経験して試験にチャレンジ）
福祉事業所での相談員

福祉事業所を起業

介護実習指導員となって後進を指導

介護福祉教員
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資格取得支援

将来のために
今から始めよう ！

e ラーニングで目指せる 28 資格 ！

あ

エクステンションセンター

● MOS Word 2013

エクステンションセンターとは ？

● MOS Excel 2013

エクステンション（extension）とは「伸ばす」「広げる」という意
味です。当センターでは、コンピュータやインターネットを活用
したｅラーニング形式の資格取得講座を活用し、資格を取りたい
と考えている意欲ある学生を強力にサポート ！ 学生の力を伸ば
し、未来の可能性を広げるお手伝いをしています。

センター長

はどれを受講する ?

エクステンションセンターで
目指せる
コンピュータ系

エクステンションセンター

なた

４号館

● MOS PowerPoint 2013

エクステンションセンター
T E L 0246-41-7009
開館時間 月曜〜金曜 9：00〜19：00
※春期・夏期・冬期などの休暇中は変更あり
※祝日・本学休業日は閉館

遠藤 孝紀

28 資格

●ファイナンシャル・プランニング
技能検定３級

エクステンションセンター

石河 智

●ファイナンシャル・プランニング
技能検定２級

Word、Excel、PowerPoint といったオフィ

ファイナンシャル・プランニング
技能検定

スツールをどれだけ使いこなせるかの指針とな

資産運用や金融などお金に関するスペシャリ

る資格です。パソコンのスキルをアピールでき

ストの資格です。銀行・証券会社・保険会社

ます。

などへの就職を考えている人には特におすす

●英検準１級

めです。

● TOEIC

学内人気 No.1

MOS （マイクロソフトオフィススペシャリスト）

おすすめ

語学系
●英検２級

● ITパスポート

1

相談・面談

とは
たこ
なっ
気に
も
何で う
しよ
相談

3

受講

●基本情報技術者

ࡲܹೖ
ฒ

福祉・医療系

授業の映像を見ながら自分
のペースで学べる eラーニ

を取りたいのですが…」など、幅広い相談に

ング形式の講座です。イン

成、カルテ管理といった、医療系施設の事務職

対応しています。

ターネット環 境 が あれば、

に就く際に有利な資格です。

おすすめ

医療事務

秘書検定

秘書を目指す人でなくとも、この資格を持って
イメージが強く、採用担当者に好印象を持って

講できます。
「自宅は集中で

●福祉住環境コーディネーター２級

もらえます。

きないな…」という人のため

●認知症介助士

おすすめ

SPI 就職対策

SPI とは、全国約 11,000 社以上の採用試験で
利用されている、リクルート社提供の適正検査
です。就職試験の第一の関門とも言えます。

サービス系
金融・不動産系

5

● SPI 就職対策

自習室

●宅地建物取引士

受験

●日商簿記３級
●日商簿記２級

エクステンションセンターの窓口で受講申し込みをします。

おすすめ

簿記

●販売士（リテールマーケティング）
検定３級
●販売士（リテールマーケティング）
検定２級
●国内旅行業務取扱管理者

資格や講座の
詳細は学内配布の
「講座ガイド」に
掲載されています。

就職後の実務でも役に立つ資格です。銀行・証

合格発表

券・保険の業界では特に重宝され、経理や会計の
職場でも評価されます。

V O I C E

V O I C E
企業で必須のパソコンスキルをPR できます！

移動中のすき間時間にも勉強できて便利です！

大学入学後すぐに、就職を意識して、エクステンションセン

幅広い業種で評価してもらえる秘書検定を取得したくて、３年次

ターで MOS の講座を申し込みました。１年次の夏休みに集中
し て 勉 強 し、ま ず は Word の 資 格 を 取 得。 そ の 後、Excel、
PowerPoint と立て続けに挑戦していきました。基本的には
自宅のパソコンで講座の映像を見て、分からないことがある
時は進捗報告も兼ねてエクステンションセンターに行って質
問する…というふうにセンターを活用しました。近年は、パ

に相談に行ったのが、エクステンションセンター利用のきっかけ

★MOS Wor
d
★MOS Excel
★MOS Power
Point

です。インターネット環境があればどこでも講座を見ることが
できるので、センターの自習室や自宅だけでなく、バスや車での
移動中にスマホにイヤホンを付けて勉強したこともありまし
た。e ラーニングは初めてでしたが内容が分かりやすく、苦手
なところを繰り返し見られるので便利です。１つ資格が取れる

ソコン操作が苦手な大学生が意外と多いそうなので、就職活

と、もっとできるかも !? と思うようになり、ビジネス実務検定

動ではスキルをしっかり PR しようと思います。

や医療事務にもチャレンジ ！ 無事合格を勝ち取りました。

小野 真一

さん

経済経営学部４年 福島県立磐城桜が丘高等学校出身
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その他
学内人気 No.2

いる人はビジネスマナーが備わっているという

ターには自習室も完備！

新規登録者は約 100 人 ！ 受講者は年々増加しています。

みの１つとなります。

●秘書検定準１級

●福祉住環境コーディネーター３級

4

化の進む現代において、英語ができることは強

●観光英語英検３級

OK）
、何度でも繰り返し受

に、エクステンションセン

東日本国際大学といわき短期大学を合わせた 2018 年度の

●秘書検定３級

患者受付、治療費の計算、診療報酬明細書の作

どこでも（自宅や外出先も

受講登録

くスコアで評価する世界共通テストです。国際

●秘書検定２級

●医療事務

利な資格は ？」
「あまりお金をかけずに資格

2

オフィス系
●ビジネス実務マナー検定２級

ǢȇȄ
Ɲ
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TOEIC

英語のコミュニケーション能力を、合否ではな

●ビジネス実務マナー検定３級

「○○の資格について教えて ！」
「就職に有

༶
ฒ

おすすめ

● Webデザイン技能検定３級

エクステンションセンター利用の流れ

笈川 ちなみ

★秘書 検定
★ビジネス実務
検定
★医療事務

さん

2018年度 健康福祉学部卒業 福島県立湯本高等学校出身
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資格取得支援
る！

本講座で狙え

公務員試験対策講座

目指せる公務員の種類は ？

大卒程度 公務員試験
おすすめ一覧

東日本国際大学では公務員試験対策に力を入れており、2018 年度は 9 名の学生が見事合格を

受験者の目安が大卒程度とされている、地方上級・公安職・

勝ち取りました。今後もさらに充実した試験対策を展開すべく、2017 年度には「公務員試験

福祉職の公務員を目指す方を主な対象としています。また、

対策講座」がスタート ！ 講座の内容やサポート体制についてご紹介します。

国家一般職（大卒程度）の試験にも対応しています。

●都道府県の職員

●警察官

目指す公務員の種類によって、当講座の履修期間は異なりま

●市町村の職員

●消防士

すが、１年次からの学習を前提としています（途中参加可能）。

●公共施設や
付属機関の職員

●市町村立小中学校の
事務職員

地方公務員

そもそも公務員試験ってどんな試験 ？
目指す公務員の種類

一般的な公務員試験（行政職）の流れ
公務員試験の特徴は、出題範囲がとても

範囲を勉強するのが大変」「時間が足り

一次試験（筆記試験）

二次試験
（人物試験）

合 格

広く、問題数が多いこと。そのため、
「全

国家一般職

なくて最後の問題までたどりつけない」
などの悩みを持つ受験生も多いようです。
本学の公務員試験対策講座では、効率の
良い勉強法や反復練習を通じて、着実に

●教養科目（マークシート方式）

●個別面接

●専門科目（マークシート方式）

●集団面接

●教養論文

●集団討論

１年次

２年次

３年次

国家公務員

４年次

●各省庁や出先機関の一般職

３年間履修

●国税調査官・国税徴収官・国税査察官

地方上級 行政職

公務員
試験
本番

３年間履修

警察官・消防士

２年間履修

福祉職

２年間履修

●裁判所職員
●法務省専門職員（矯正心理専門職・法務教官・保護観察官）
●家庭裁判所調査官
●労働基準監督官
●国立国会図書館の職員

（●専門記述）

得点できるよう指導しています。

●国立大学法人等の職員

※受講コースによって受講完結期間は異なります。

●自衛官 幹部候補生

ࢫછϤƂ
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どんな内容を勉強しますか ？
教養科目対策・専門科目対策のほか、時事対策にも対応しています。

公務員試験対策講座ってどんな授業 ？

目指す公務員の種類

大学で
ｅラーニング形式の
一斉授業

いわき市で長年実績のある公務員予備校「ライセンスアカデ
ミー」と提携し、同じカリキュラムと教材で、ｅラーニング形

国家一般職
地方上級 行政職

式の一斉授業を週２コマ行います。

警察官・消防士

講座の特徴

１年次
教養科目
数的処理
文章読解
フォローアッ
プ数学の基礎
時事対策
公開模試

２年次

３年次

教養科目
人文科学
自然科学
社会科学
公開模試

専門科目
法律系科目
経済系科目
行政系科目
公開模試

４年次

公務員試験
本番
公務員試験対策講座の詳細は、

実績のある公務員予備校のノウハウにより、出題率の高
い範囲を中心に効率良く勉強できる ！

学内配布の「公務員試験対策講座

福祉職

ガイドブック」をご覧ください。

インターネット環境があれば、いつでも・どこでも・何
度でも、講座の映像を見ることができる ！

V O I C E

講座の見たい部分だけをピンポイントで復習できる ！

夢に向かって１年次から勉強開始 ！

公務員予備校が面接対策にも対応 ！

いつでも・どこでも・何度でも !

苦手なところを
集中的に…

自宅で

公務員試験対策講座を受講する中で分からない箇所や質問

までに、数的処理・文章理解・英語などを勉強し、公務員試験の雰囲気が徐々につかめてきま
した。講座の映像の中で講師の方が「ここは重要だよ」「こういう覚え方をするといいよ」と
ポイントを教えてくれる点や、自宅でスマホを使って復習できる点が気に入っています。将
来は消防士か警察官になりたいと考えており、勉強を続けながら目標を絞っていこうと思い
ます。

ースで
自分のペ ！
る
勉強でき

がある時は、エクステンションセンターの職員が随時対応
しています。また、ライセンスアカデミーにてフォローす

経済経営学部２年

る期間も設けています。

学内で

45

中学生の頃から公務員の仕事に興味があり、大学選びの際は、公務員・教職コースに魅力を感
じて東日本国際大学に入学。１年次から早速「公務員試験対策講座」を受講しています。これ

今のうちに
う⁝
復習しとこ

充実！

も
フォロー体制

疑問・質問が
ある時は
エクステンション
センターへ！

外出先で

熊澤 海人

さん

山形県立山形工業高等学校出身
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就職支援

６年連続 就職率 100% を達成 ！
みんなの

キャリアセンター

就活お悩みランキング
気軽に相談に
来てください！

キャリアセンターを訪れる学生の悩みは十人十色。その中でも、例年多く寄せ
られる相談はこちら ！ 職員がじっくりお話を聞くキャリアカウンセリングでは、
一人ひとりの状況に合ったアドバイスをしています。

キャリアセンターとは ？
３号館／
３号館／学食隣
／学食隣

キャリアセンターでは、キャリアカウンセラーの資格保持者を含

キャリアセンター

む４名の職員が、学生一人ひとりの個性に合わせて様々な就職支
援を行っています。大学のカリキュラムに組み込まれたキャリア

T E L 0246-35-0407
開館時間 月曜〜金曜 8:30〜18:00
（土曜は13:00まで）

教育と、キャリアセンターのサポート体制が連携することで、東

キャリアセンター

日本国際大学は例年高い就職実績を誇っています。

センター長

※春期・夏期・冬期などの休暇中は変更あり
※祝日・本学休業日は閉館

遠藤 和秀

1位

自分に合う職業が分かりません

2位

3位

面接試験に自信がありません

履歴書などの記入内容は
これでいいでしょうか
キャリアセンター

まずは性格や趣味など自己分析をしてみ
ましょう。その後、職場見学やインター
ンシップ、企業説明会に参加すると、職
場や従業員の様子が分かり、自分の適性
について考えやすくなりますよ。

武藤 明美

キャリアセンターでは、事前にご連
絡いただくことで、職員が面接官役

履歴書やエントリーシートの

国家資格キャリア

となり模擬面接をすることができま

添 削 指 導 も 実 施 し て い ま す。

コンサルタント

す。一緒に練習しましょう ！

自己アピールのコツも伝授 ！

米国CCE, Inc.認定
CGDF-Japan
キャリアカウンセラー

夢に近づく！

４年間のキャリア教育・キャリア支援

１年次

２年次

この時期にすべきこと

３年次

この時期にすべきこと

4年次

この時期にすべきこと

この時期にすべきこと

自分を知り、目標を設定する

自己実現に向けてスキルアップ

●様々な業界・業種について広く情報を収集し、

●興味のあるもの、得意なこと・苦手なことなどを整理して、

●履歴書やエントリーシートの書き方、SPI適正検査など
各種試験への対策を始めましょう。
●インターンシップやOB･OG訪問を通じて、企業研究

世の中にどんな仕事があるのか知りましょう。
●福祉の専門職を目指す人は、ボランティア活動

自己分析してみましょう。
●興味・関心のある職種を見つけましょう。

をしましょう。

などを経験し、社会福祉の全体像をつかみま

大学による主なキャリア支援

しょう。

●キャリアセンターで 個別面談を

大学による主なキャリア支援

実施します。

●キャリアセンターで 個別面談を実施します。
●「キャリアガイダンス」の授業を通じて、企業
とは何か？を考えます。１DAYインターンシップ
も体験できます。

▶P36参照

１〜２年生の
うちに資格を取得
すると就活にも
活かせます ！

● 健 康福祉学部の授業を通じて、
福祉の職場の見学実習（２日間）
を実施します。
●「ビジネスガイダンス」の授業
を通じて、１〜３日間の短期イン
ターンシップを体験できます。
▶P36参照

キャリアセンター

酒井 富美子

就職・進学活動、
試験対策
● 企業説明会 に参加、会社訪問、
OB･OG訪問
●応募先にエントリー
●筆記試験・面接試験対策

大学による主なキャリア支援
●キャリアセンターで 個別面談を実施します。
●健康福祉学部の授業を通じて、福祉の職場の 現場実習
（約１カ月間）を実施します。
●「キャリアデザイン」の授業を通じて、社会人としての心
構え、履歴書やエントリーシートの書き方、SPI適正検
査や面接試験はどんなものか、ビジネスメールや電話の
作法などを学びます。
●「インターンシップ」の授業を通じて、２週間の就業体
験ができます。

●国家試験・公務員試験対策が本格化

大学による主なキャリア支援
●キャリアセンターで個別面談を実施し
ます。
● 学内に企業の 採 用担 当者 が 来訪 する
「学内企業セミナー」を状況に応じて
開催します。

▶P36参照

キャリアセンターの主なサポート

1

キャリア
カウンセリング

夢に向かって
一緒に頑張ろう！

パソコンで
求人検索可

3

就活に役立つ
資料を閲覧可

4

合同企業
説明会に引率

経験豊富なキャリアセン

学生に開放しているパソ

求人票、受験報告書、資格や

福島県内外で行われる合同企業説明会などへ、大

ター職員が、全学生を対象に

コンコーナーでは、条件

就職試験対策の書籍などを

学のバスによる無料送迎を実施しています。キャ

キャリアカウンセリングを

を指定して求人検索がで

見ることができます。特に、

リアセンターの職員が引率するので、説明会の会

実施。学生一人ひとりの目

きるほか、近年の就職活

「筆記試験でこんな問題が出

標や悩みに応じてアドバイ

動に欠かせない就活サイ

た」「面接でこんなことを聞

スし、次回の面談でその後の

トの利用も可能です。も

かれた」といった先輩方の体

取り組みなどを確認します。

ち ろ ん Wi-Fi も 完 備 し て

験談をまとめた受験報告書

周囲を気にせず話せる個別

います。

は、毎年多くの就活生が参考

面談スペースもあります。
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2

内 定・試 験 合 格

社会の仕組みを知る

場で分からないことがあっても安心です。
キャリアセンター

長谷川 理人
日本NLP協会認定
NLPプラクティショナー

にしています。
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就職支援

内定者 VOICE
【 経済経営学部 】

【 健康福祉学部 】

第一生命保険㈱
福島営業オフィス
内定

いわき市役所
内定

いわき市役所
内定

社会福祉法人
安積愛育園
内定

佐藤 大起 さん（福島県出身）

鈴木 舞美 さん（福島県出身）

伊藤 葵 さん（福島県出身）

2018年度 経済経営学部 卒業
翔洋学園高等学校出身

2018年度 経済経営学部 卒業
磐城第一高等学校出身

2018年度 健康福祉学部 卒業
福島県立いわき総合高等学校出身

さん（福島県出身）

2018年度 健康福祉学部 卒業
福島県立小野高等学校出身

震災時の経験から生まれた夢を実現！

就職活動にも活きる文武両道の精神！

やる気こそ夢に近づく第一歩！

手厚い就職支援が大学選びの決め手に！

私は中学生の頃、自宅が東日本大震災の津波被害を受け、いわき市内の

在学中は、貝泊地区での地域活性化事業に参加したり、卓球部に所属し

私は保育士を目指していわき短期大学に入学し、その後、より広く総合的

小さい頃、家族がホームペルパーやデイサービスを利用し、福祉の仕事を

避難所で過ごした時期がありました。その際、市役所の職員が避難所に

てインカレ出場を果たしたりと、勉強も部活も思い切り取り組むことがで

な福祉について学びたいと思い、東日本国際大学へ３年次編入しました。

身近に感じていたので、私も人の手助けができる仕事に就こうと東日本国

支援物資を届ける姿を見て、自分も人助けがしたい！ 市役所職員になろ

きました。将来は人とのつながりを大切にする仕事に就きたいと考えて

困りごとを抱える人を法律や制度などを駆使して支える社会福祉士を目

際大学へ進学しました。地元就職に強く、就職支援が手厚い点も大学選

う！ と決意。コツコツと公務員試験対策の勉強を続けて、無事に内定を

就職活動を始めたものの、なかなか良い結果が出ず、時には落ち込むこと

指そうと勉強を開始！ 社会福祉士と公務員の試験勉強を並行して進める

びの決め手でした。卒業後は、ゼミを通じて興味を持った障害者支援の

いただくことができました。筆記試験はとにかく地道な積み重ねが大切

も…。そんな時は、卓球部で養った気合いで「やるしかない！」と自分を

のは大変だったけれど、先生方や同じ道を目指す友人に励まされながら

仕事に携わっていきます。まずは、障害のある方々に寄り添う中で個性や

です。面接も、模擬面接などを繰り返して場慣れしておくことで、当日落

奮い立たせました。就職は人生の大きな分岐点です。悔いの残らない就

毎日遅くまで図書館で勉強し、合格を勝ち取ることができました。やる気

特性を理解し、障害についての知識を深め、ゆくゆくは相談業務も行える

ち着いて自分を表現できるようになります。

職活動ができるよう、早めの準備と行動を心掛けてください。

があれば夢を叶えるチャンスをくれる大学の環境に感謝しています。

ように成長していきたいと思います。

就
過去３年間の就職先一覧（2019年3月31日現在）
［公務員］いわき市役所／郡山市役所／福島県警察／茨
城県警察／新潟県警察／鳥取県警察／法務省
（矯正局）
［教育］㈻昌平黌／㈻弘前東高等学校
［金融・保険業］㈱東邦銀行／㈱大東銀行／㈱栃木銀行
／㈱青森銀行／ひまわり信用金庫／郡山信用金庫／白
河信用金庫／二本松信用金庫／宮城第一信金／杜の都
信用金庫／帯広信用金庫／第一生命㈱
［サービス業］福島さくら農業協同組合／ふくしま未来農
業協同組合／さがえ西村山農業協同組合／山形おきた
ま農業協同組合／北つくば農業協同組合／札幌市農業
協同組合／常磐興産㈱／丹野経営会計㈱／㈱磐城タク
シー／㈱いわきティーワンビル／ソシオあすかグループ
／㈱ライフランド／㈱リクシルアドバンストショールーム
／パーク24 ㈱ タイムズ 24 ／㈱オールフロンティア／㈱
エイジェック／㈱ファクトリージャパングループ／㈱アッ
トキャド／カルナフィットネス／（公財）秋田県体育協会／
㈱ファーストスプリング／カッパクリエイト㈱／㈱ KDDI
エボルバ／ ALSOK 綜合警備保障㈱／ ALSOK 東京㈱
／ルスツリゾート／㈱バリュー・ザ・ホテル／不動温泉
百万石／㈱高見屋旅館
［卸売・小売業・飲食業］ネッツトヨタ郡山㈱／ネッツト
ヨタノヴェルふくしま㈱／福島トヨペット㈱／福島日産自
動車㈱／㈱日産サティオ福島／日産プリンス福島販売㈱
／㈱スズキ自販福島／福島スバル自動車㈱／東京トヨタ
自動車㈱／ネッツトヨタ水戸㈱／茨城スバル自動車㈱／
青森トヨタ自動車㈱／ネッツトヨタ㈱山形店／㈱ビッグ
モーター／㈱セブンイレブンジャパン／㈱ローソン／㈱
ヨークベニマル／㈱マルト／㈱カワチ薬品／ウエルシア
薬局㈱／㈱北日本吉野家／㈱ビッグボーイジャパン／㈱
タイヨー／田中食品㈱／㈱平果／㈱小名浜包装資材／
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佐久間 渉

㈱ヤマキ寝具／㈱ダイユーエイト／高田産商㈱／リコー
ジャパン㈱／渡辺パイプ㈱／岡田電気産業㈱／アオキ
㈱／明治商工㈱／㈱タケウチ／青森三菱電機機器販売
㈱／㈱クラシマ／㈱シンセイ／㈱よしたに商店／㈱キャ
ン／㈱トラストメディカル／㈱小泉／㈱エーツー
［不動産業］住友不動産販売㈱／㈱いわき土地建物／東
双不動産管理㈱／㈱レオガーデン／㈱ Prediance ／㈱
ランディックス／㈱ハウジング重兵衛／㈱ MDI
［電気・ガス熱供給・水道業］東京電力㈱／常磐共同ガ
ス㈱／東神電池工業㈱
［運輸・通信業］日本郵政㈱／㈱新潟日報社／東北イン
フォメーションシステムズ㈱／ソフトバンクコマース＆
サービス㈱／コネクシオ㈱／㈱ソルパック／西濃運輸㈱
／鮫川運送㈱／東北センコー運輸㈱
［製造業］TDK ㈱／JFE スチール㈱／三菱日立パワーシ
ステムズ㈱／曙ブレーキ岩槻 製 造 ㈱／㈱ 旭 製作所／
㈱富士工業／小名浜製錬㈱／小名浜造船㈱／竹内精工
㈱／㈱アウトソーシングテクノロジー／㈱エヌビーエス／
アンフィニ㈱／㈱クライン／㈱サラヤ／フジハル商事㈱
／テラモト東京本社／㈱でん六／滝沢ハム㈱／お菓子の
ヒロヤ㈱
［建設業］ セキスイハイム東北㈱／㈱日本ハウスホール
ディングス／㈱ノーブルホーム／㈱タカカツホールディン
グス／㈱山崎工業／㈱相双リテック／㈱郡山塗装／丸井
産業㈱／㈱深谷組／㈱エプコ
［医療･福祉業］（医）昭仁会 五代儀歯科医院／（福）栄和会
［その他］ ㈱西武ライオンズ／㈱福島野球団 福島レッ
ドホープス／㈱埼玉県民球団 武蔵ヒートベアーズ／㈱
富山サンダーバーズベースボールクラブ／富山 GRN サン
ダーバーズ

職

実

績
2018年度の就職実績

2018年度の就職実績
電気・ガス熱供給・水道業
運輸・通信業

卸売・小売業・飲食業

1.1%
医療・福祉業

3.4%

その他

5.6%

0.9%
4.5%

建設業

金融・保険業

5.6%
建設業

11.1%

5.6%

過去３年間の就職先一覧（2019年3月31日現在）
［公務員］ いわき市役所／いわき市立総合磐城共立病
院／新宿区役所／大和町役場
呉羽
［医療 ･福祉業］ 南相馬市社会福祉協議会／（医）

協同組合／綜合警備保障㈱／ALSOK千葉㈱／東急ス

博文会 いわき開成病院／（医）
医
会 呉羽総合病院／（医）

ソーシャルデザインワークス／コ
ポーツシステム㈱／（特非）

新田目病院／（医）
秀仁会 介護老人保健
和生会／（一社）
昨雲会 飯塚病院／（医）
松尾会 松
施設 おはよう館／（医）

不動産業

5.6%

卸売・小売業・
飲食業

公務員

業種別

5.6%

42.7%

サービス業

業種別

11.2%

製造業

医療・福祉業

44.4%

7.9%
金融・保険業

10.1%

公務員

サービス業

22.2%

13.4%

［金融 ･ 保険業］鶴岡信用金庫
［サービス業］ふくしま未来農業協同組合／福島さくら農業

スモスケア㈱／㈱武蔵野／つばめグループ／㈱シリウス
［卸売 ･小売業 ･飲食業］ ㈱セブンイレブンジャパン／ウ

金森和心会 針生ヶ丘病院／（特非）
子ど
尾病院／（公財）

エルシア薬局㈱／花王カスタマーマーケティング㈱／㈱

地域福祉ネットワークいわき／（福）
楽寿会
もの家／（特非）

ストライプインターナショナル／福島トヨペット㈱／㈱スズ

五彩会パライソごしき／（福）
いわき福音協
楽寿荘／（福）

キ自販福島／ブリヂストンリテールジャパン㈱

育成会／（特老）
はなまる共和国／㈱山木福寿
会／（福）

［運輸 ･ 通信業］㈱ソルクレオ

安積愛育園／（福）
いちい
会 いわきふるさとの楽園／（福）

［製造業］㈱秋田新電元

翔の会／（福）
翠祥会 翠祥園／（福）
誠心会／
の会／（福）

［建設業］㈱深谷組／芝工業㈱

（福）
めぐみ会／（福）
同愛会／（福）
横浜市福祉サービス協
尚恵学園／㈱ 介護NE X T／ベストリハ㈱／㈱
会／（福）
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0
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勤務地別
50.6%

福島県外

49.4%
25.8%

いわき市外

23.6%

いわき市内

福島県内
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CLOVER

勤務地別
55.6%
44.4%

福島県外

22.2%

いわき市外

33.3%

いわき市内

Do yo ur be st !

福島県内

50

クラブ・サークル活動

東日本国際大学では部活動が盛んです。７つの法人指定強化部を
中心に、計15 のクラブ・サークルをご紹介します。

法人指定強化部１ 硬式野球部

初 本学 硬式野球部から

祝 東北代表として

OPIC
HOT T

OPIC
HOT T

明治神宮野球大会初出場 ！

プロ野球選手が誕生！
2018 年11月1日、球団指名あいさつにて
（左から：福迫昌之 野球部部長、渡辺智男 西武アマチュア担当、粟津凱士 投手、水沢英樹 西武アマチュア担当、仁藤雅之 野球部監督

第 67 回全日本大学野球選手権大会

目指すは
全国大会制覇！

第 67 回全日本大学野球選手権大会

入団内諾記者会見

東日本国際大学 硬式野球部は、南東北大学野球

回無死一、三塁、4回無死満塁などチャンスをつくる

2018年10月、東京都内で開催されたプロ野球ドラフ

連盟に所属し、大学野球日本一を目指して日々厳し

も、あと一打が出ず、得点にはなかなか至りません

ト会議にて、本学 硬式野球部の投手・粟津凱士さんが、

い練習に励む、元気で明るい部です。野球に真摯に

でした。それでも２回から５回までを三者凡退に抑

埼玉西武ライオンズから４位指名を受けました。本学

球をやめようと考えていました。しかし、東日本国際大学

取り組むのはもちろん、ボランティアなどの地域貢

えるなど、相手チームの強力打線を封じる勢いを見

からのプロ野球選手の誕生は、開校23年の歴史上初の

に推薦入学予定だった野球部の同期が辞退することに

献や礼儀なども大事に活動しています。

せ、結果は０−１の惜敗。多くの方から応援いただ

快挙となります。

なり、野球部の監督から進学をすすめられました。野球

粟津投手からのメッセージ

応援よろしく

高校３年生の時、私は当初就職を希望し、卒業後は野

2018年度は、全国の大学野球リーグ優勝チーム

き、誠にありがとうございました。今後もさらなる飛

粟津さんは2017年、大学３年生の秋に、リリーフか

を続けられることは嬉しく、ありがたいと思い、一から地

などが参加する第49回明治神宮野球大会に、東北

躍を目指し、一層練習に力を入れていきたいと思い

ら先発に転身。最速147km/hの伸びのあるストレート

道に頑張ろうと心に誓いました。４年間、共に切磋琢磨

３連盟の代表として出場することができました。こ

ます。

と、研究を重ねて３年次に完成させたという２種類のシ

した仲間は、お互いを高め合えた良きライバルです。私

ンカーを投げ分け、2018年6月の第67回全日本大学野

のせいで大事な試合で負けた時は「一緒に頑張っていこ

球選手権大会では３試合に登板。うち１試合は完封勝利

う」と励ましてくれました。その思いに応えなければと奮

を果たしました。

起したからこそ、今の自分があります。東日本国際大学は、

れは、創部23年目の本学硬式野球部にとっても、
福島県勢としても初となります。
11月に東京都・神宮野球場で開催された大学の
部 準々決勝で近畿大学と対戦。初回一死三塁、2

これまでの主な活動
●第49回明治神宮野球大会出場（2018年）
●全日本大学野球選手権大会 13回出場

いわきワシントンホテルで2018年11月に行われた入

素晴らしい監督や仲間と出会えた大切な場所です。

団内諾記者会見にて、
「地元山形と第二の故郷である福

ベスト4（2007年）

島で応援してくださる方々の期待に応え、プロの世界で

ベスト8（2008年・2018年）

活躍したい。信頼される選手になることを目標に頑張り

PROFILE

ベスト16（2010年）

たい」と語った粟津さん。今後の活躍に注目です！

粟津 凱士 さん

大学時代の主な個人成績

投手 180cm 80kg

●優秀選手賞

経済経営学部４年

2018年度 東日本国際大学

●最多勝利投手賞 ２回

札幌日本大学高等学校出身

経済経営学部卒業

●ベストナイン

主将

片岡 奨人 さん

●南東北大学野球連盟リーグ 優勝30回

お願いいたします

それでは、粟津投手からのメッセージをご紹介します。

３回

２回

山本学園高等学校出身
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法人指定強化部２ サッカー部

目指せ全国大会出場！

東北王座の自覚を持って

サッカーを通じて小中学生と

稽古に励んでいます！

法人指定強化部４ 柔道部

交流する活動も行っています！

左）丸山 剛 さん
経済経営学部４年
東日本国際大学附属
昌平高等学校出身

山本 奏唄 さん
経済経営学部４年

右）林 佑加 さん
健康福祉学部２年
富士学苑高等学校出身

常磐大学高等学校出身

これまでの主な活動
これまでの主な活動
●東北地区大学サッカーリーグ２部優勝、
１部リーグ昇格（2017年度）

高田豊治総監督（元サンフレッチェ広島GM）と林悠太監督のもと、学生の自主性を引き出しつつ、
チーム一丸となって日々の練習に取り組んでいます。目標は、東北地区大学サッカーリーグ１部で２
位以内に入り、全国大学選手権出場を達成することです！

本学体育館で開催される
福島県小・中学生選抜

●東北地区大学サッカーリーグ１部
７位（2018年度）
●鈴木眞澄選手が福島県サッカー協会
1種優秀選手に選出（2018年度）
●地域で小学生向けのサッカー教室を
４回実施（2018年度）

法人指定強化部３ 卓球部

●東北学生柔道体重別団体優勝大会
優勝（2018年度）
●東北学生柔道体重別選手権
創部初全階級出場（2018年度）
●全日本学生柔道優勝大会女子３人制
２年連続ベスト16（2018年度）
●地域交流・ボランティア活動・海外遠征・
海外交流

2018年は、東北学生柔道体重別優勝大会において５年ぶり５回目の優勝を達成。個人戦においても
全階級で全日本学生への出場権を獲得しました。東北王座の自覚とプライドを高く持ち、全国上位入
賞を目指し日々の稽古に励んでいます。330畳という東北随一の広さを誇る柔道場は、世界や日本各
地の団体との合宿などにも利用されています。

法人指定強化部５ バドミントン部

強化合宿で、指導役を

今年も東北制覇と
全日本出場を目指します！

務めることもあります！

主将
左）荻荘 新 さん
経済経営学部３年
岩手県立一関工業
高等学校出身

千葉 一孝 さん

右）大浦 梓 さん

経済経営学部４年

経済経営学部３年

東奥学園高等学校出身

明秀学園日立高等学校出身

これまでの主な活動
●東北学生バドミントン春季リーグ戦
男子・女子団体優勝（2014年〜2018年）

これまでの主な活動
●全日本大学総合卓球大会 団体・個人 出場
●全日本卓球選手権大会 出場

全日本大学総合卓球大会や全国大会への出場を目標に頑張っています。アットホームな雰囲気の中に

部旗「陽翔」が示す“太陽のように明るく翔べ”をモットーに、明るく元気に礼儀正しく活動しています。

●東京卓球選手権大会 福島県代表

も熱の入った練習が日々行われています。

目標は、全日本学生選手権大会での団体・個人入賞です！

●東北学生卓球連盟リーグ戦
男子団体 準優勝（2016年）
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●全日本学生選手権大会 男子シングルス
準優勝（1999年）
●東北学生選手権大会 男子個人単・個人複
優勝（2018年）
●全日本学生選手権大会 23年連続出場
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法人指定強化部６ 弓道部

鎌田キャンパスから徒歩約８分

これまでの主な活動

のところにある昌平黌の弓道場

●東京・高円寺にて写真展開催

が日々の鍛錬の場です

「色彩」
（2019 年）
「境界線」
（2016 年）
「影と光 ―私たちの３月―」

写真部

（2015 年）
●学内展示

個人・共同の活動のほか、大学行事やボランティアで撮影したり、写真展など
を開催したりすることもあります。アットホームで楽しい部です！

軟式野球部
大学グラウンドで週２回、練習に取り組んでいます。一人ひとりが部員と

横田 穂乃佳 さん
健康福祉学部３年
福島県立小野高等学校出身

しての自覚を持つこと、指示待ち人間にはならずに自ら考え行動すること

これまでの主な活動

をモットーとしています。

●関東大学春季ブロック対抗戦
優勝（2014 年〜 2015 年）

これまでの主な活動

●全日本大学軟式野球選手権大会 東北地区福島リーグ４位
●東日本大学軟式野球選手権大会 東北地区代表決定戦予選（2018 年）

ゴルフ部

東北地区での優勝と全国大会での入賞を目指して活動しています。部内の雰囲気も非常に明るく元気
な部です。初心者も歓迎します。

●全日本ダブルス選手権大会
出場（2015 年）
●ダンロップ・スリクソン福島
オープン 予選８位通過（2015 年）

これまでの主な活動

関東学生ゴルフ連盟の大会で上位ブロック昇格を目指し、元プロゴルファーの

●第61回全日本学生弓道選手権大会
女子団体優勝、男子団体３位（2013年）

コーチのもとで、楽しさと厳しさを兼ね備えた練習に励んでいます。初心者で
も着実に上達できるので、経験を問わず入部をお待ちしています。

●第61回全日本学生弓道王座決定戦
準優勝（2013年）
●第37回全日本学生弓道女子王座決定戦
優勝（2013年）

これまでの主な活動

●その他東北地区での優勝・入賞多数

●鎌山祭での展示

軽音楽部
自分たちの居る場所は自分たちで楽しくする！をモットーに、明るく楽し
鎌山祭や卒業式、
野球部の試合での応援など、

法人指定強化部７ 吹奏楽部

く励まし合いながら活動しています。初心者でも気軽に入部できます。音

コンピュータ愛好会
コンピュータ演習室で月数回、気軽に楽しく！をモットーに活動しています。

楽で明るい未来を切り拓こう！

演奏を披露する場は
これまでの主な活動

多岐にわたります

● 2019 バンド甲子園 福島県大会 ベストパフォーマンス賞
●鎌山祭での大規模ライブイベント運営・出演
●オープンキャンパスや地元イベントなど出演
●ライブハウス出演

これまでの主な活動

●スキムワンチャレンジカップ
ビギナークラス 準決勝進出

アウトドアスポーツサークル
シーズンごとに様々な場所で活動しています。サーフィンやスノーボードをやっ
てみたいという方、初心者でも経験者でもOKです!! みんなで楽しく活動しま

荒川 萌乃 さん

しょう！

経済経営学部３年
福島県立平商業高等学校出身

ダイエット部は、四大・短大、日本人学
生・留学生、学生・教職員、学内・学外、
日本・世界、そういった枠を超えて皆で

いわき論語塾
これまでの主な活動
●第１回定期演奏会開催
学校法人昌平黌の大村一弘音楽総監督のもと、いわき短期大学と合同で活動しています。音楽を愛

●吹奏楽コンクール出場

する心を基本に、状況判断力や対応力などの人間力を育んでおり、吹奏楽コンクール上位入賞と第２

●アンサンブルコンテスト出場

回定期演奏会の開催を目標としています。

●学内式典演奏
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2018年10月に誕生したイベントサー

力を高め、塾生の「人間力」を育てることを目的にしています。2016年か

クルです。月曜〜金曜の朝・夕は階段の

ら鎌山祭の展示 部門において3年連続で第１位となりました。活動は

●野球応援

楽しいことをしたい！という想いから

論語を通して知識を深めるとともに、自由な発想やコミュニケーション能

Webサイトなどを通じて配信しています。 https://iwaki-rongo.com/
これまでの主な活動

● Webサイト「いわき論語塾」、超訳論語集「知新」
●学内：討論会・鎌山祭など
●学外：足利学校訪問など

ダイエット部

昇り降りで楽しみながら健康維持をし
ています。また、毎月の イベントでは

フットサル、バスケットボール、たこ焼きパーティー、クリスマス、新年会など
様々な企画を実施しています。兼部や、イベントのみの参加も可能です。
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住

居

女子寮

石 名坂 昌 平 寮
寮監Message
石名坂昌平寮は、東日本国際大学やいわき

お部屋を

短 期大学の学生が、学科や学年を超えて

自分らしく

ンション
学生マ

鎌田黌窓会館
居室のタイプ

Aタイプ

Bタイプ

家賃

34,000円/月

37,000円/月

3,000円/月

3,000円/月

15.96㎡

20.62㎡

48室

72室

管理費
居室の広さ
部屋数

コーディネート

交流する女子寮です。親元を離れて暮らす

しよう！

学生の皆さんをサポートするため、私たち
職員が常駐しており、普段から密なコミュニ
ケーションを心掛けています。急病の際には
病院にも付き添います。オープンキャンパスで
見学を受け付けているので、ぜひ見にきて
寮監

いただければと思います。

緑川 良子

対象 一般学生向け
立地 鎌田キャンパスに隣接
居室の設備
エアコン

ベッド

机・椅子

ユニットバス・トイレ

深夜電力温水ボイラー
共同利用設備

■ お問合せ先

本棚

洋服ダンス

ユニットキッチン

インターネット（各部屋で接続可、要申込み）

いろいろな

各階にコインランドリー（洗濯機・乾燥機）を設置。

(株)大昌 TEL 0246-37-0012

※費用は2019年4月現在のものです。

居室

法人指

定強 化

安心！

ユニットバス・トイレ

居室

食堂がおやすみの

家賃
家

40,000円/月

寮監・管理人が
24時間常駐で

3,000円/月

居室の広さ

20.05㎡

部屋数

安心！

食堂

201室

食堂 朝夕２食

居室

立地 鎌田キャンパスから徒歩約7分
エアコン

ユニットバス・トイレ

居室のタイプ

1人部屋

家賃

20,000円/月

ディズニーリゾートツアー
春の遠足
新入生歓迎会
送別会

楽しい！

各階にコインランドリー（洗濯機・乾燥機）を設置。

(株)大昌 TEL 0246-37-0012

食堂

※費用は2019年4月現在のものです。

立地 鎌田キャンパスから徒歩約8分

居室の設備

6,480円/月

居室の広さ

15.8㎡
（和室6畳 + フローリング2畳）

部屋数

50室

食堂 朝夕２食
（日曜・祝日は除く）

22,100円/月

共同利用設備

■ お問合せ先

対象 女子学生

光熱費・水道料・雑費

深夜電力温水ボイラー

インターネット（各部屋で接続可、要申込み）

アパートでの一人暮らし

健康福祉学部３年

高橋 里奈

さんの場合

福島県立白河旭高等学校

その他

■クラブ・サークル活動
吹奏楽部（ホルン担当）

（娯楽費・貯金など）

アルバイト

5万円

収入
計10万円

仕送り

5万円

4万円

3万円
計10万円

光熱費

グループホームのお手伝い

3万円
計10万円

■アルバイト
●障害を持つ方々が暮らす

仕送り

収入
食費

奨学金

1万5千円

6万円

TEL 0246-35-0415

いわき市内のアパートで一人暮らしをする
先輩に、１カ月の平均的な収支（一例）に
ついて聞きました。

1万5千円

1万5千円

経済経営学部４年

加藤 太一

さんの場合

PROFILE
家賃

光熱費

1万5千円

支出

4万円

計10万円

■出身高校
松韻学園福島高等学校
■クラブ・サークル活動
いわき論語塾
■アルバイト

食費

3万円

●居酒屋の店員

東日本国際大学・いわき
短期大学の先生のアシス
タント

■Myニュース
実はバイクが趣味です。

食堂

その他

家賃

支出

インターネット（各部屋で接続可、要申込）

（娯楽費・貯金など）

1万円

■出身高校

収納スペース

※費用は2019年4月現在のものです。

ってどうですか？
アルバイト

PROFILE

本棚

共同利用設備
トイレ
洗面所（パウダールーム）
システムキッチン
大浴場
多目的室（娯楽室・学習スペース）
洗濯室（全自動洗濯機5台、乾燥機3台）
ピアノ練習室
自動販売機
駐輪場
監視カメラ・煙探知機を設置

■ お問合せ先 大学総務課

先輩！
教えて
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寮内行事が

30,000円/月

対象 法人指定強化部所属の学生向け

ユニットキッチン

安心！

キッチンで料理も
できます

管理費

居室の設備

お得！

日はピ カピ カの

第二黌窓会館

すぐ友達が
できるので

生活費が
アパートに比べて

システムキッチン

部

ンション
学生マ

行事があるよ♪

平日は朝夕の
食事が出て

■Myニュース
勉強・部活・アルバイトで充実した学生生活を送って
います。部活を優先し、アルバイトは空いた時間に
週３〜４回。アパートから徒歩で大学やスーパーに
行けるので便利です。

ほぼ毎日自炊し、なるべく貯金するようにしています。
コツコツ貯めたお金でバイクの免許を取得し、念願
のバイクも購入。ツーリングに出かけるのが楽しい
です。

アルバイトは、自分の経験値アップも兼ねて、東日
本国際大学の授業で学生アシスタントを務めてい
るほか、いわき短期大学の先生の研究補助なども
行っています。

本格的に就職活動に取り組んでいる時期は、関東
圏へ出かけることが多かったので、交通費・宿泊費
に月1万円〜2.5万円かかりました。足りない時は
貯金で補いました。

最近は、卒業研究の準備と
就職活動に励んでいます。

58

CAMPUS MAP

1 号館 1 階

まずは

活気あふれる
キャンパスへようこそ！

1 号館 から！
Letʼs Go!

キャンパスの
シンボル！
1号館はこちら！

1 号館 1 階
季節限 定
メニューも
続々登 場！

カフェテリア

緑に囲まれた高台にある鎌田キャンパスは、

全 面ガラス張りで開 放 感 たっぷり。

いわき駅から徒歩約15 分とアクセス良好。

自習や語らいの場として多くの学生が

べーカリー
焼きたてパンやコー

利用しています。

勉強や課外活動に活用できる各種施設・設備が整い、
先生や学生同士のコミュニケーションも

1 号館 1 階

ヒー がお いし い と

1 号館 1 階

人

3
TOP

深められる充実の空間です。

東日本国際大学附属昌平中学・高等学校 ■

130人収容教室

テーブルとイスを設置した高天井の空
間。広い壁面を利用し、写真展などを
開催することも。

机とイスを並べて130人、オープンス
ペースで200人が利用できます。AV
システムも完備。
れる
校歌が流
！
あります
自販機も

■ 第２運動場

エントランス

1 号館 2・3 階

キャンパスから
車で約25分

第２運動場

石名坂昌平寮 ■

■
附属幼稚園

常磐線

いわき駅
駅前大通り

ラトブ●

みずほ銀行
●

●
イトー
ヨーカドー

至仙台

野球場

駐車場

399
至小名浜

テリヤキチキン
ピザ

1 号館 2・3 階

キャンパスから
車で約10分

東日本国際大学
川
井
夏

至水戸

ベーコンポテト
ドッグ

東日本国際大学附属
昌平中学・高等学校

いわき短期大学

至豊間

ウインナードッグ

1 号館 2・4 階

室内野球練習場

● 七十七銀行
●いわき
郵便局

3

2

1

至水戸

評判です。

ュー
気メニ

ホワイエ

コミュニケーションルーム

カウンター式の自習スペース
などを設置しています。

グル ープ学習やミニ講 習会などに、
自由に利用されています。

サッカー場（人工芝）
1 号館 3 階

7 14 15
2号館

駐車場

1号館

300人収容階段教室
４カ国語同時通訳ブースを備えた大
教室。映画上映機材や250インチス
クリーンも導入。

4 5
6
3号館
4号館
8

5号館

国道399号

12

13 11

10

9

パウダールーム

研究室

爽やかなデザインが好評。着替えや
身だしなみを整えるためのゆったりと
したスペースです。

開かれた教育、オープンスペースがコ
ンセプト。ガラス張りの明るく開放感
あふれる研究室です。

1
2

3

鎌田キャンパスから
徒歩 約7分

1 柔道場
330畳に４面の試合場を備えた、東北
最大規模の柔道場です。
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1 号館 4 階

2 石名坂昌平寮

3 弓道場

職 員 が常駐してい る安心 の 寮 です。 2012年に改築されました。室内では
詳しくは P58 へ。
巻藁での練習もできます。
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4

人

学生食堂「鎌田レスト」

学生が選んだ
おすすめ本
コーナーが
好評です！

4 号館 1・2 階

ー
ニュ
気メ

3
TOP

約180席を備えた憩いの場。営業時間は

入学
入
学式

11:30〜13:30。学外の方も利用できま
す。営業時間外は自習や歓談のスペースと
して開放されています。

1

お待ちしています！

図書館職員

13 図書館

唐揚定食

図書・雑誌・視聴覚資料の
貸し出しを行っています。

開館
時間

月曜〜金曜

石川 徳男

4月

●オリエンテーション
●入学式

8 : 30 〜 19 : 00

土曜 8 : 30 〜 13 : 00

孔子
孔
子祭

5月

２号館２階

2

今日も練習
頑張るぞっ！

３号館

3

レー

6月

メン

味噌ネギラー

カツカ

３号館 3 階

7月

２号館１階

心身ともに健康で充実した学生生活が送れるようサポートしています。

授業やイベント、卓球部・バドミント
ン部の練習に使用しています。
３号館２階

8 コンピュータ演習室
空き時間や授業後の時間にも、レポー
ト作成などで利用できます。

４号館２階

9 ラーニングコモンズ
グループ学習や自主学習などに利用
できる多目的スペースです。

6 キャリアセンター

7 KAMATA S AAL

専門スタッフが就職サポートを実施し
ています。詳しくは P47 へ。
４号館４階

合奏で約100人、合唱で約150人が
練習できる音楽ホールです。
４号館５階

10 エクステンションセンター

11 アクティブラーニング室

資格取得のeラーニング講座を開設し
ています。詳しくは P43 へ。

受動的な学習ではなく、学生が能動
的に学ぶための教室です。

応急処置・休養

授業中や課外活動中のケガ・急病に対し、処置を
行っています。また、必要に応じて医療機関の紹介
も行います。ベッドも備えているので、休養が必要な
際はご利用ください。

健 康 診 断

定期健康診断のほか、身体測定などを行います。

健 康 相 談

いつでも気軽にご相談ください。

困 りご と 相 談

学生相談室と連携し、相談やカウンセリングに応じ
ています。

証明書の発行・
保 険 申 請

健康診断証明書の発行や学生傷害保険の申請を
受け付けています。

健 康 教 育

自立した心と身体の健康管理ができるよう様々な
情報を発信しています。

利 用 時 間

月曜〜金曜 10:00〜18:00
土曜 10:00〜13:00

お 問 合 せ

TEL 0246-25-3811（直通）

からだとこころの
健康を私たちが
サポートします！

教授

矢本 聡

学生相談員 西山 和子

15 学生相談室

人気

相談したいことがある学生なら誰でもOK。環境が変わる大学生活では、家
族や友達に言えない悩みもあると思います。
「恥ずかしい…」
「自分だけ…」
などと気にせずに、訪ねてみてください。

商品

3
TOP

12 学生ホール
ポットや電子レンジが自由に使えるほか、学内コンビニを併設しています。
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1

2
カップ麺・
カップスープ

100円ペットボトル
ドリンク

3
コーヒー系飲料

8月
9月
10 月

本学の理念「儒学」を尊ぶた
め、学内に大 成 殿 が 建 立さ
れたのを記念して、毎年6月
に孔子祭を行っています。

●春学期試験
●オープンキャンパス

相 談 内 容

勉学、進級、進路、部活、家族関係、
対人関係、異性関係、性格、その他

利 用 時 間

西山先生 月曜・水曜・金曜 9:00〜15:00
矢本先生 火曜13：00〜17：00
木曜10：00〜14：30

お 問 合 せ

TEL 0246-25-3811（内線206）

●春学期試験
●いわきおどり
●夏期休業
●オープンキャンパス

い わ き おど り

●夏期休業
●秋季学位記授与式
●秋季入学式

1月
2月
3月

いわき市を代表する夏祭り
の一つ。例 年、学 友会を中
心に「東日本国際大学チー
ム」が参加しています。

●鎌山祭（学園祭）

11 月
12 月

５号館１階

食を
文房具や軽
ます！
販売してい

●運動部全国大会

看護師 鈴木 明美

14 保健管理センター

5 体育館

●孔子祭

鎌 山 祭（ 学 園 祭 ）
全学生が一 体となって盛
り上がる一大イベント。模
擬 店や野外ライブは地 域
の方々にも大人気です。

●冬期休業

卒業 研究
発表会
●冬期休業

●卒業研究発表会
●秋学期試験
●創立記念日
●春期休業
●学位記授与式
●オープンキャンパス

オープンキャンパス
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大学周辺
周 エリア

いわきってこんな街！

ࠁ ߽ߣ

サッカー チ ー ム「 い わき
FC」の日本初の商業施設
複合型クラブハウス。サッ
カーの試合を観られるほ

まちスタグラム

か、ショップや飲食店も利
用できます！

ゆ もと

東日本国際大学が位置するいわき市は

❼いわき湯本温泉

「サンシャインシティ」と呼ばれるほど

温泉街には公衆浴場や無

ブ レ イ ク

❶BREAK

日照時間が長く温暖な気候が特徴です。

ボリューム満点のミックスグリルサン

ここでは、街も人も温かいいわき市の

料の足湯もあり、気軽に

❽ハラル食堂

温泉を満喫できます。

イスラムの教えに基づく安心の食材を

ドイッチが人気の老舗喫茶店。

魅力を写真とともにご紹介します。

使い、ムスリムも日本人も楽しめる料

フラガールが踊る常夏の楽園♪
日本一長いボディスライダーもあるよ！

ߎߎ߇
ߔ
ࠊ߈㚞ߢ

߅

㮗 㯢㮠 Ꮢ㯂 㮦㮦 㱪

いわき市

ߪ߹

ラトブ

❷ベーカリーハウス
マイ
トクジ
My TOKUJI

❸LATOV

種類豊富なパンがズラリと並びます。

や食事に便利な商業施設。広い

コーヒーの無料サービスもあり。

図書館も併設！

⧓ⴚ⊛ߥ
ᄖⷰ㧋

いわき駅の目の前にある、買い物

ቇᑼ߽
ߎߎߢ㐿㧋

❾いわきマリンタワー
屋上のスカイデッキから、太平洋と
市街の大パノラマを楽しめます。

ノ浜駅

お

ファッション・雑貨・グルメなど、何でも揃うショッピング

14

㰱㯮㭺
㯲㰽㰂
ભᣣ㯥

モール。映画館も併設し、一日中過ごせるスポットです。

至広野町

自動

いわき中央IC

いわき駅

車道

1 3
4

いわきJCT

東日本国際大学

2

ੱ ᳇㯁 ⷰశ

磐越

大学周辺エリア

15

13

㰃 㰧㰍㰒㮟㮲㮢 㮨㯦 㱪

四ツ倉駅

至郡山市
いわき三和IC
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❹いわき芸術文化交流館 アリオス

❿ウミネコ商店

コンサートや演劇など、多様なイベントが行われる

カラフルなクリームソーダが人気の

ホールです。

おしゃれなカフェ。看板猫もいるよ。

まだある！

20

15

16

な はま

⓫イオンモールいわき小名浜

いわき四倉IC

小川郷駅

⓬アクアマリンふくしま
水中散歩のようなトンネルのほか、トドなどの大型動物
㓏ߩࡌࠗࠨࠗ࠼

の展示、釣りコーナーなどが楽しめる水族館です。

ࠫࠚ࠻ߢ
߭ߣ߿ߔߺۭ

ળߦ

᧪ߡߨ
㧋

他エリアおすすめスポット

6

湯本エリア

6

ߥ

小名浜エリア

福島県
福島

いわき湯本IC

理を提供しています。

᷷ᴰ߽
ࠣ࡞ࡔ߽
ᭉߒࠆ㧋㧋

❺スパリゾートハワイアンズ
ฬ‛
ࠞ࠷
ࡔࡦ࠴
ࠠ
ࠞࠫ

ࠟ

ࡃ

14

ߎߜࠄߪ
ࡒࡖࡦࡑᢱℂ
ޠࠟࡦࡅࡕޟ

❻いわきFCパーク

湯本エリア

26

7
8

湯本駅

17

5

常
磐

48

自
動

しら ど や

車

小名浜エリア

道
常

磐

10

線

泉駅

至茨城県
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植田駅

6

11
12

小名浜港

9

しらみず あ み だ どう

⓭道の駅よつくら港

⓮ワンダーファーム

⓯白𡈽屋菓子店

⓰白水阿弥陀堂

新鮮な海の幸が味わえるほか、地元

大規模なビニールハウスでトマトの

直径約25cmもある超特大ジャンボ

屋根の曲線が美しいお堂は国宝に指定

⓱シーフードレストラン メヒコ
いわきフラミンゴ館

の物産やおみやげ品も販売。近くに

収穫体験ができるトマトのテーマパー

シューは食べ応え満点 ！ 生クリーム

されており、桜や紅葉など四季折々の

カニピラフが人気のレストラン。店内

海水浴場もある人気スポットです。

ク。直売所やレストランもあります。

とカスタードのWクリームがうれしい♪

景色を楽しめます。

には、なんとフラミンゴが！
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10 種の入試制度

東日本国際大学では、志ある皆さんへ、広く学びの門戸を開いています。
より詳細な入試制度の情報は、別冊の「2020年度学生募集要項」をご覧ください。

推薦入試

大学入試センター試験利用入試

●高等学校および高等学校に準ずる学校等の学校長が

●2020年度大学入試センター試験で、本学が指定する

推薦する方で、本学を専願する方が対象です。
●面接・調査書により総合的に判定し選考します。
申請できる本学の各種制度
●スポーツ奨学生

５教科の科目中２科目以上受験した方。
●大学入試センター試験結果・面接・調査書により、総
合的に判定し選考します。
（受験科目の高得点２教科
２科目を合否判定に使用）

帰国子女入試

●満60歳以上の方。

●２年以上継続して海外在住経験がある日本国籍の方。

（2020年4月1日現在で満60歳以上）

●外国の高等学校を卒業または一般入試の出願資格を

●入学金および授業料の50％を免除。

有し、2017年１月以降に帰国した方。

●面接・自己推薦書・履歴書により、総合的に判定し選

●小論文・面接・履歴書により、総合的に判定し選考します。

考します。

申請できる本学の各種制度

●吹奏楽部奨学生

申請できる本学の各種制度

●資格奨学生

●学業特待生

●兄弟姉妹奨学生

●資格奨学生

●学業奨学生

●兄弟姉妹奨学生

●母子（父子）家庭奨学生

●母子（父子）家庭奨学生

一般入試
●A方式 基本３科目型

●兄弟姉妹奨学生

AO入試

本学がAO入試に求める学生像に合致し本学を専願す

●B方式 基本２科目型

る方が対象です。

●B方式 高得点重視２科目型（併願）
●学科筆記試験の結果と、面接・調査書により総合的に

●面接・自己推薦書・調査書により、総合的に判定し選
考します。

判定し選考します。
●該当する英語資格をお持ちの方は、英語科目の筆記試

申請できる本学の各種制度

験に替えることができます。

●スポーツ奨学生

▶ 英語資格採用制度（P66）をご覧ください

●吹奏楽部奨学生

申請できる本学の各種制度
●兄弟姉妹奨学生
●母子（父子）家庭奨学生

●母子（父子）家庭奨学生

外国人留学生入試
外国人留学生編入試験

編入学試験

●本学での学習や学習以外の活動に高い意欲を持ち、

●A方式 高得点重視２科目型（併願）

●資格奨学生
●学業奨学生

シニア入試

●兄弟姉妹奨学生

●大学・短大・高専・専修学校を卒業または卒業見込
（2020年３月）の方。

●外国籍の方で
①外国において通常の課程による12年間の学校教育を修了
した方。
②上記に準ずる方で、文部科学大臣の指定した教育機関にお
いて所定の課程を修了した方。
③相当の年齢に達していて、高等学校卒業と同等以上の学力
があると認められる方。
④編入学をご希望の方は次のうちのいずれかひとつ。
イ）卒業証明書または卒業見込証明書
ロ）大学２年次修了までの単位修得証明書または単位修
得見込証明書

●日本語能力試験２級相当以上の日本語力がある方。

●資格奨学生
●母子（父子）家庭奨学生

●日本語（編入は小論文）・面接・出願書類などにより、

●大学に２年以上在学し、相当単位数を修得した方。
●小論文・面接・志望理由書、単位修得（見込み）証明
書・成績証明書により、総合的に判定し選考します。
※指定校制編入学推薦入試は、本学が指定する学校の学校
長が推薦。

申請できる本学の各種制度
●兄弟姉妹奨学生
●学業奨学生
●母子（父子）家庭奨学生

総合的に判定し選考します。

※本学が実施する奨学生制度・特待生制度・免除制度に複数該当する場合は、いずれか一つの選択となります。
（原則、給付（免除）額が最も高いものを採用します）

AO 特別入試

社会人入試

（地域貢献リーダー奨学生選抜）

あなたの確かな英語力が世界への扉を開く

●満25歳以上の方。
●事業継承・起業などの経済活動や、学内活動やボラン
ティアの経験を活かした社会活動を通じて、地域に貢
献したいと考えており、本学を専願する方が対象です。

（2020年4月1日現在で満25歳以上）
●面接・自己推薦書・履歴書により、総合的に判定し選
考します。

●面接・自己推薦書・小論文・調査書により、総合的に判
定し選考します。

▶ P67もご覧ください

申請できる本学の各種制度
●地域貢献リーダー奨学生
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英語資格採用制度
「一般入試」において、下記いずれかに該当する英語資格をお持ちの方は、
合格証・公式スコア証明書の提出をもって、英語科目の筆記試験に替えることができます。
※出願時に、他の出願書類と併せて、該当する資格の合格証・公式スコア証明書をご提出ください。
※試験当日は、
「英語」以外の選択科目の筆記試験を実施します。

申請できる本学の各種制度

対象となる資格

●兄弟姉妹奨学生

◉TOEIC 600点以上
◉英検２級以上
◉TOEFL (PBT) 450 以上・ (iBT) 50 以上・ (CBT) 150 以上

●母子（父子）家庭奨学生

◉ケンブリッジ英語検定 PET以上

◉TEAP

B1以上

◉ IELTS 4.5 以上
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奨学生・特待生制度

東日本国際大学が独自に設けている奨学生・特待生制度をご紹介します。
より詳細な情報は、別冊の「2020年度学生募集要項」をご覧ください。

資格奨学生

貢献したい！ その志を応援します
地域に

本奨学生の受付期間の末日（3/19）までに、該当資格を取得した方に、

A O 特 別 入 試 + 地域貢献リーダー奨学生制度

資格区分に応じた奨学金を給付します。

（地域貢献リーダー奨学生選抜）

「推薦入試」「AO入試」「一般入試」「大学入試センター試験利用入試」などのいずれかに合

東日本国際大学では、将来、地域に貢献したいという志を持つ方々を応援するため、

申請方法

「AO特別入試」「地域貢献リーダー奨学生制度」を設けています。

格後、受付期間内までに資格を取得し、申請する方は入試広報課にご連絡ください。
（出願前に資格取得済みの方は出願時に申請）

AO特別入試
（地域貢献リーダー奨学生選抜）

1

2

求める学生像
❶❷のどちらか１つを満たした上で、
大学入学後も、勉学とともに、学内
行事のスタッフ活動や地域ボラン
ティア活動などに積極的に参加し、
そこで身につけた知識や能力を活
かして地域に貢献していこうという

親族が経営する事業を

生徒会活動・クラブ活

継承する、または自分で

動・ボランティア活動な

事業を経営（起業）する

どの経験があり、将来的

など、将来的に経 済活

に社会活動を通して地

動を通じて地域への貢

域への貢献を考えてい

献を考えている方。

る方。

対象となる
資格

資格区分A

資格区分B

授業料相当額（72万円/年）を

授業料相当額（72万円/年）を

１ヵ年給付 [４年間継続申請可]

１ヵ年給付

●簿記検定１級 ●簿記能力検定１級
●リテールマーケティング検定１級
●英検１級・準１級
●基本情報技術者試験
●TOEIC 700点

●簿記検定２級
●リテールマーケティング検定２級
●英検２級
●ITパスポート試験
●TOEIC 600点

資格区分C
授業料半額相当額
（36万円/年）を
１ヵ年給付
●英検準２級
●情報処理検定１級
●簿記実務検定１級
●TOEIC 500点

さらなる資格取得に意欲が湧いてきます！

VOICE

経済経営学部２年

強い意志を持つ方を求めています。

薄井 靖稀 さん

福島県立清陵情報高等学校出身

高校時代、A I（人工知能）や Web 制作について学べる大学に行こうと情報を集めていた時、
「こんな制度があるよ」と高校の先生が教えてくれたのが、東日本国際大学の
『資格奨学生』
でした。私は当時 ITパスポート試験に合格していたので、親の負担を少しでも軽くしたいと

AO特別入試（地域貢献リーダー奨学生選抜）専用の自己推薦書、 小論文（自己推

選考方法

思い、資格奨学生を申請しました。さらに A I･ 情報システムコースにも魅力を感じたため、

薦書の裏面が小論文の所定用紙となっています）、 調査書をご提出いただいた上で、

東日本国際大学に進学を決意しました。今後は基本情報技術者試験にチャレンジしてみよ

面接を行います。

うと思っています。

合格された方は「地域貢献リーダー奨学生」として、原則４年間、授業料の
半額相当額（36万円/年）の奨学金を給付します。
合格された方

入学後は、学業の進捗状況、学内行事や地域貢献に関する活動への参加状況などにつ
いて、年１度のレポート提出を義務付けます。

兄弟姉妹奨学生

母子（父子）家庭奨学生

志願者本人入学時に、兄弟姉妹が東日本国際大

母子（父子）家庭の方で、経済的支援を必要とす

学かいわき短期大学に同時に在籍となる場合、同

る方に、入学金・設備費・教育充実費相当額を給

時に在籍している期間、２人目以降の授業料半額

付します。給付期間は該当年度の１ヵ年ですが、

相当額（36万円）を給付します。

継続して願い出ることができます。

※「AO特別入試」の選考に該当しなかった方は、通常の「AO入試」の選考として合否を判定いたします。

VOICE

経営に力を貸したい！
その思いを制度が後押し

申請方法

母が東日本国際大学の卒業生だったため、どんな大学かな？ と思い、資
料を取り寄せた際、地域貢献リーダー奨学生の制度を知りました。私の

出願時に、申請を受け付けています。

申請方法
出願時に、申請を受け付けています。

親族はスーパーマーケットを経営しており、将来、経営を手伝うことがで
きればと考えていたので、母と相談してAO 特別入試で受験。面接と自
己推薦書の選考で、無事合格しました。現在は、経営や簿記の授業を中
心に受講しています。奨学生として応援していただいている分、地域活動
にも力を入れ、４年間しっかりと勉強を積み重ねていこうと思います。
経済経営学部２年

浅野 桃花 さん（聖和学園高等学校出身）
東日本国際大学・いわき短期大学卒業生の子女または兄弟姉

こんな制度も！

黌友減免制度

妹が入学する場合、もしくは卒業生本人が再入学する場合に、
入学金相当額（10万円）を免除します。
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奨学生・特待生の種別

＊

学業奨学生

奨学生：給付
特待生：免除

相当する内容

金額

特別種

入学金・授業料・設備費・教育充実費の相当額

1,180,000円

第一種

入学金・授業料・教育充実費の相当額

940,000円

第二種

入学金・授業料の相当額

820,000円

第三種

入学金・授業料1/2・教育充実費の相当額

580,000円

福島県立磐城桜が丘高等学校出身

第四種

入学金・設備費・教育充実費の相当額

460,000円

我が家は母子家庭なので、学費が高いイメージのある私立は当初検討していませんでした。しかし、私

第五種

入学金・教育充実費の相当額

220,000円

第六種

入学金相当額

100,000円

学業成績が優秀で、経済的支援を必要とする方に、入学試験とは別の

申請方法

学科試験で選考し、該当者に奨学金を給付します。原則、高等学校の評

「推薦入試」「一般入試」「編入学試験」の

定平均が3.5以上であることが要件です。

出願時に、申請を受け付けています。

安心して夢に向かって頑張れる場所です。
VOICE

石川 真由香 さん

経済経営学部４年

の夢である公務員を目指すコースが設けられている点や、学業奨学生の制度があることを知って、東日本
国際大学で夢を叶えられる！ と感じ、入学に踏み切ることができました。進学によって親に負担をかけ

東日本国際大学独自の奨学生・特待生制度は、
卒業後に返還する必要がありません。
東日本国際大学では、本学独自の奨学金のほかに、
学外の各種奨学金もご紹介しています。自分にあっ
た奨学金を有効にご活用ください。
学外の奨学金の一例
●日本学生支援機構
●地方自治体（都道府県市区町村）の奨学金
●新聞奨学生
●あしなが育英会
●交通遺児育英会の交通遺児奨学金

※入学金相当額の給付・免除は、入学手続時のみとなります。

てしまうのではないかとずっと心配していましたが、現在は安心して学生生活を楽しむことができていま
す。今年はいよいよ公務員試験本番！ 学びの成果を発揮できるよう最後まで頑張り抜きたいと思います。

学納金
2020年度 経済経営学部・健康福祉学部 学納金
１年次

＊

スポーツ奨学生
スポーツの活動において顕著に優秀な成績を修め、経済的支援を希望
する方を対象に、書類、セレクションなどで選考し、該当者に奨学金を
給付します。
対象種目

硬式野球・柔道・サッカー・卓球・弓道・バドミントン

申請方法
本学指定強化部監督の申し出により選考さ
れますので、出願前に監督または入試広報
課まで必ずお問い合わせください。

卓球への熱意が開いた進学の道
VOICE

経済経営学部３年

入学手続時

秋学期

合計

春学期

秋学期

合計

入学金

100,000円

‑

100,000円

‑

‑

‑

授業料

360,000円

360,000円

720,000円

360,000円

360,000円

720,000円

設備費

120,000円

120,000円

240,000円

120,000円

120,000円

240,000円

教育充実費

60,000円

60,000円

120,000円

60,000円

60,000円

120,000円

実習費

30,000円

（電算機利用登録料）

宮 佑介 さん

福島県立福島工業高等学校出身

合計

長年打ち込んできた卓球を活かしてスポーツ奨学生として入学し、勉強・卓球・アルバイトに励む日々

２年次以降

670,000円

‑
540,000円

30,000円
1,210,000円

‑

‑

540,000円

540,000円

‑
1,080,000円

※編入生は上記表の1年次が編入学初年次になります。 ※３年生への編入生は電算機利用登録料が15,000円になります。
※上記の学納金以外に学生傷害保険4,660円・学友会費25,000円・黌友会費(同窓会) 25,000円を徴収します。
※教育実習費、福祉実習費については入学後、別途徴収します。

を送っています。私の兄も大学に進学していたので、スポーツ奨学生制度がなければ大学への進学は
厳しかったと思います。東日本国際大学は文武両道の精神を大事にしているため、部活だけでなく
勉強にもきちんと取り組むよう心がけています。これまでに、シングルス・ダブルスと団体で全国大会
に出場できました。これからも良い成績を残せるよう頑張りたいと思います。

2020年4月
スタート！
＊

＊

吹奏楽部奨学生

一般奨学生

部活動（吹奏楽）において優秀な成績を修め、継続し

学業成績・人物ともに優秀で、経済的理由で就学が

て４年間練習に参加できる方で、経済的支援を必要

困難な方に、奨学金を給付します。

とする方を対象とし、該当者に奨学金を給付します。

申請方法
「推薦入試」「AO入試」の出願時に、申請を受

2018年6月、文部科学省は、意欲ある子どもたちが家庭の経
済状況にかかわらず大学などに進学できるチャンスを確保で
きるよう、対象となる学生に対し、高等教育機関を無償化す
る方針を決定しました。現在、制度の詳細について検討が進
められています。
高等教育無償化制度の概要

申請方法

け付けています。

高等教育の
無償化制度とは？

支援対象となる学生（一定の要件あり）

毎年６月に募集します。
（入学後）

住民税非課税世帯およびそれに準ずる世帯の学生
※2020年度の在学生（既入学者も含む）から対象となる予定
です。

＊奨学生該当の可否選考時に、奨学生種別も選考します。給付額は、種別に応じて決定されます。給付期間は該当年度の１カ年ですが、継続して願い出ることができます。

支援対象となる学校種（一定の要件あり）
●大学

申請中

●短期大学 ●高等専門学校 ●専門学校

特待生制度
学業特待生
（１年次のみ）

69

支援内容（上限額など規定あり）
概 要

選考方法

該当する特待生の種別に応じて、１年次の学納金から最

「大学入試センター試験利用入試」に出

大118万円が免除されます。なお、２年次以降は「学業

願の方は、成績と調査書によって、学業

奨学生」に申請することができます。

特待生の可否と種別が選考されます。

●授業料や入学金などの免除
●給付型奨学金（返還不要）の
大幅拡充

地元を応援！

連携型教育ローン制度

いわき信用組合では、地域で学ぶ学生の健全な育成と人材
の定着を推進するため、教育機関と連携した独自の教育ロー
ン制度「未来応援 〜Future Support〜」を取り扱ってい
ます。学校法人昌平黌は、対象地域にある高等教育機関とし
て初めてこの連携協定を締結しました。
「未来応援 〜 Future Support 〜」の概要
対象
★連携する教育機関への入学予定者、在学者本人またはその
保護者で満20歳以上の方。
★いわき信用組合の営業区域内に在住またはお勤めする方で、
当組合が定める要件を満たす方。
融資額
10万円以上〜500万円以内
融資期間
最長20年以内（融資額300万円以下は15年以内）
融資利率

たとえば
私立大学の自宅外生
には約91万円/年が
給付されます。

▶ 制度の詳細や最新情報は文部
部
科学省Webサイトをご覧ください。
さい。

年2.5%（返済期間15年超の場合は2.7%）
★学生本人が卒業後にいわき信用組合の営業エリアで就職・
起業・開業した場合は契約利率を0.5%引き下げ（実態調
査による確認後に適用）
お問合せ いわき信用組合 融資部 TEL 0246-92-4113
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｜研｜究｜所｜

本学に設置されている研究所をご紹介します。

エジプト考古学研究所
エジプト考古学研究所では現在、クフ王のピラミッド南側から発見された第二の太陽の船の修復・保存を行っており、間もなく

東洋思想研究所

復元に入る予定です。その他、エジプト各地に４カ所の現場を持ち、精力的に活動しています。エジプト考古学マネジメントコー
スができましたので、ぜひ学生も加えて、今後の日本のエジプト考古学者を本学生からも育てていきたいと思っています。
2018年から、本学の発掘調査を知っていただくため、地域の方々を対象にエジプトツアーを開催しています。太陽の船発掘現

東洋思想研究所は、
「義を行い以て其の道に達す」という昌平黌精神を具現化させるため、儒学をはじ

場を視察するほか、ピラミッドなどの遺跡を研究所のメンバーが解説しました。また「大ピラミッド探査プロジェクト」では、最

めとした東洋思想を幅広く探求し、現代における諸問題の解決に寄与することを目的に活動しています。

新の科学技術を用いて大ピラミッドの内部の空間を探し出す３つの探査が始動しました。

また研究体制として、現代儒学研究部門、現代仏教研究部門、西洋哲学研究部門、イスラーム研究部門
の４研究部門を設置しています。以下、主な取り組みをご紹介いたします。

人間力の育成

論語素読教室と昌平塾

研究を教育に還元していくため、

研究を地域に還元していくため、地域の方々とともに論語

本学の必修科目「人間力の育成」

を学び合う「論語素読教室」を約20年前から開催してい

「論語を学ぶ」を主催しています。

ます。現在は月３回、鎌田キャンパス１号館３階の明倫堂で

人間力を育むためには人と人と

土曜日に実施しています。

の触れ合いを通じた感化の力が

また、東京の早稲田キャンパスでは、2013年から「昌平

必要だと考え、全15 回の「人間

塾」という公開講座を研究所の部門ごとに開催。その他、

力の育成」の中には、外部講師を

子どもも楽しめる論語ワークショップなども随時実施して

お招きして行う地域の方々に開

います。

2018年2月、第1回 エジプトスタディツアー

2018年7月、本学・千葉工業大学・東京大学・東北大学・九州大学・㈲タイプエスが「大ピラミッド
探査プロジェクトに関する覚書」を締結

地域連携研究センター

かれた公開授業「人間力育成講

2018年12月、
広野産ミカンを

地域連携研究センターは、大学が地域と連携して行う事業の窓口として、

使った特製キム

ボランティアセンターの運営、出前講座の講師派遣、公開講座やシンポ

チ作り料理教室

座」が含まれています。

ジウムの開催、地域創生に関する調査研究や発信などを行っています。
最近は、外国人留学生によるいわき市のインバウンド情報発信事業、い
わき市田人地区の活性化に関する実践的活動、障がい者福祉施設の授
産製品販促事業、いわき市小規模事業所景気動向調査などを実施。ま
た福島県・いわき市・近隣自治体、経済団体やNPOなど地域のステーク
ホルダーと連携し、教員や学生を各種委員会活動などへ派遣したり、地
域の経済人にセンター運営に協力いただいたりしながら、協働のまちづ

2019年1月、当研究所客員教授であるDef Tech Micro先生による人間力育成講座

紀要「研究東洋」

2019年1月、早稲田キャンパスでの論語かるた大会

国際シンポジウム

くりを推進しています。2017年には、広野町と連携協定を締結して、二
ツ沼総合公園内に「広野センター」を開設し、2018年から「心の復興」
事業をスタート。学生・教職員が一丸となって取り組んでいます。

福島復興創世研究所

研究論文や書評、部

中国・山東大学、韓国・成均館大学校と、当研究所の日中韓

門ごとの昌平塾の活

三大学は、毎年、共同で国際シンポジウムを開催しています。

動などについてまと

2018年6月に本学で開かれた第7回国際シンポジウムでは、

E1 Environmental remediation（環境除染）

めた 紀 要「 研 究 東

３カ国から14名の専門家や知識人が登壇しました。

E2 Economic revitalization（経済復興）

福島復興創世研究所は、
『自らの運命は自らで決める』といった自主性を重んじ、福島復興の3E 対策を提唱しています。

E3 Emotional resilience intervention（心の修復）

洋」を毎年発刊して
います。2019年、東

この 3E 対策に関する研究および実践的貢献を通じて、福島そして

洋思想研究所は設立

日本に知識産業を確立し、持続可能な社会（社会・経済・環境）を構

10周年を迎え、紀要

成することを目指します。そのための国際協力も盛んに行っていま

「研究東洋」も第９

2018年8月、第３回福島・
チェルノブイリ・スリーマイル
アイランド国際シンポジウム

す。そして日本の経済社会における国際競争力を向上させ、日本の

号を発刊することが

将来を守ります。学生、生徒、地域社会、家庭の皆さん、ぜひこの福

できました。

島復興創世研究所の活動に賛同していただき、共に行動し、福島、
2018年度発刊の第９号
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2019年2月、広野
町スタディツアー
の中で本学と大正
大学の学生が町民
と茶話会を開催

第 7 回国際シンポジウムにて特別基調講演を行う本学客員教授で中国・山東大学
名誉教授の森田実氏（左）と台湾国立台湾大学教授 葉國良氏（右）

日本、そして世界の人にとって最適な社会を構築していきましょう。

パネルディスカッションに
て司会を務めた当研究所
大西康夫所長
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学校法人昌平黌
地域振興戦略研究所

学校法人昌平黌は、創立以来、常に教育環境の充実をはかり、
建学の「昌平黌精神」に基づく「人間教育」を実践。
素直な心と澄んだ瞳で将来を切り拓き、社会に貢献する、力ある人材を輩出しています。

地域振興戦略研究所は、地域社会の活性化、特に福島県いわき市

江戸

およびその周辺町村の振興策を、本学の教職員および外部研究員

林羅山が上野忍岡に私塾「弘文館」を設立。

1690 年 五代将軍・綱吉が神田湯島に大成殿を建立し、孔子像を移させ、これより聖堂と称す。

沿革

とともに調査研究しています。地域社会が何を求めているか（ニー

1630 年

1797年 湯島の聖堂、学舎を林家から幕府直轄に移し、昌平坂学問所（昌平黌）に改称。

ズ）の洗い出し調査を出発点として、全日本的なニーズ・アンド・サ
明治

プライの研究を進めながら、地元中心のシンクタンクとしての役割
を果たすことを目的としています。これまでの研究成果の一例とし
て、
「いわき物産の風評被害克服のための販売ルート開拓について

昭和

の調査 ―熊本県水俣市の事例を参考に―」や「いわき地域におけ
る中小・小規模企業の起業と第二創業 ―震災地における「 利他
的」動機の側面―」などがあります。また、2018年度より文化庁の
補助事業で復興地域に住む人々を対象としたテイクケアのプロジェ
クトがスタートしました。

2018年7月、第３回調査研究発表会

1868 年

昌平黌は明治政府に引き継がれ、昌平学校として再開され、東京大学の前身となる。

1903 年

私立東京開成中学校内に開成夜学校設立。昌平黌の歴史と精神を受け継ぐ。

1923 年

関東大震災を契機として開成は日暮里、昌平は神田駿河台に分散。

1936 年

開成夜学校の校名を昌平中学に改称。

1948 年

学制改革により昌平高等学校に改称。

1966 年

（これより昌平高等学校は募集停止、1969年廃止）
昌平黌短期大学を設立。

1972 年

法人名を昌平黌と改め、昌平黌短期大学をいわき短期大学に改称。

1981年

いわき短期大学附属幼稚園設立。

1995 年 いわき短期大学商経科第一部・第二部を改組転換し、東日本国際大学開学。
2000 年 東日本国際大学附属昌平中学・高等学校開学。

森田実地球文明研究所

NEW!

健康社会戦略研究所

「現代文明の未来は、平和の世

健康社会戦略研究所は、福島県

紀を築けるか否かにかかってい

内の自治体をはじめとする地域

ると思われます」
（森田所長）
。

の健康社会づくりの将来像のた

森田実地球文明研究所は、文明

めのシンクタンクとして新設しま

を地球規模で考察し、幅広い叡

した。所長は東日本国際大学客

智を結集して、人類の本来の目

員教授で、日本医師会常任理事、

所長

森田 実

広範な視点から研究活動を展開
していくために新設しました。

所長

石井 正三

井脳神経外科・眼科病院理事長、

地域医療連携推進法人医療戦略研究所代表理事の石

教授で著名な政治評論家・森田実先生です。

井正三先生です。研究所では、①医療界および地方自

研究所では、①真の世界平和実現のための文明研究、

治体、地域ニーズに対応した健康社会づくりの企画立

②社会科学と自然科学の学際的研究の実施、③東洋文

案、②産学官民共同の健康社会づくりの立場からの事

明と西洋文明の融合ならびに比較研究、④国内外の関

業の立案・実行、③国際協力および連携のための情報

連学術団体との連携、相互研究協力ーなどの学問研

収集を行い、その情報を生かした健康社会づくりへの

究を進めていきます。

参画ーなどを進めていきます。これらの調査・研究の

その成果は、学術集会や研究発表会、講演会などを通

成果は、展示・発表などの広報活動を行い、広く内外に

して学内外に広く発表していきます。

発信していきます。

グローカル人財育成研究所

比較文化研究所

グローカル人財育成研究所は、東アジア・環太平洋・中

世界には地域によって独自の文化があります。祭りひと

東などを中心に世界諸国と連携しながら、世界と地域

つをとっても多種多様です。それらをひとまとめにする

で活躍できるグローカル人財を育成するために設立さ

のではなく、要素をひとつひとつ取り出して比較し、日

れました。経済経営学部グローカル人財育成コースの

本文化の将来を展望します。所長の中西進先生は、万

支柱となって、中国語講座（大連民族大学）、韓国語講

葉集の研究では世界一の方です。中西先生は日本だけ

座（慶南大学）、英語講座（英国カンタベリー・クライ

でなく北欧や欧米の文化の研究にも造詣が深く、比較

スト・チャーチ大学で１カ月間英語集中特訓）をサポー

文化の最先端の調査研究がなされるものと思われます。

企画運営なども行っています。

いわき短期大学

れた、医療法人社団正風会 石

所長は東日本国際大学客員教授、中国・山東大学名誉

トしています。その他、ユニークアイデアコンテストの

東日本国際大学

世界医師会副議長などを歴任さ

的である「善」の実現のため、
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NEW!

〒970-8567 福島県いわき市平鎌田字寿金沢37
TEL 0246-35-0001

〒970-8568 福島県いわき市平鎌田字寿金沢37
TEL 0246-25-9185

東日本国際大学には「義を行い以て其の道に達す」を建学の精神に掲

いわき短期大学には幼稚園教諭・保育士を目指す幼児教育科があり、

げる経済経営学部と健康福祉学部があり、豊かな人間性と、これから

学生一人ひとりの夢を実現するため万全のサポートをしています。

の社会で真に必要とされるスキルを持つ人材を育成しています。

東日本国際大学
早稲田キャンパス

〒169-0051
東京都新宿区西早稲田 2-4-26
昌平黌ビル
TEL 03-6302-1891

東日本国際大学附属
昌平中学・高等学校

いわき短期大学附属幼稚園

〒970-8011
福島県いわき市平上片寄字上ノ内152
TEL 0246-57-1123

〒970-8023
福島県いわき市平鎌田字石名坂6
TEL 0246-22-0652

儒学のエッセンスをまとめた「修為要領十七

儒学の基本精神「仁・義・礼・知・信・楽」を

条」を建学の精神とする中高一貫教育校。生

もって人間としての資質を培うことを建学の精

徒の個性や進学の希望に応じて多彩なコース

神とする幼稚園。いわき短期大学における研

を設定。人との絆を大切にし、社会で自立で

究・調査機関でもあり、高度なモデル教育を

きる人間を教育しています。

行っています。
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Information

オープンキャンパス
〈事前申込制〉〈入退場自由〉

2019

2020

７/14

【受付】12:30〜
【開催】13:00~

８/25

【受付】10:00〜
【開催】10:30~

3/15

【受付】10:00〜
【開催】10:30~

開催プログラム
▶模擬授業
▶何でも相談コーナー

無料送迎バス運行
いわき市内、北茨城方面、郡山・小野町
方面は、予約なしで運行しています。会
津・福島・白河・相双の各方面は、要予
約となっております。自家用車でのご来
場も可能です。詳しくはWebサイトをご
覧ください。

東日本国際大学附属昌平中学・高等学校 ■
至小川

石名坂昌平寮 ■
至水戸

■
附属幼稚園

常磐線

いわき駅
駅前大通り

ラトブ●

みずほ銀行
●

●
イトー
ヨーカドー

至仙台

駐車場

● 七十七銀行
●いわき
郵便局

399
至小名浜

東日本国際大学
川
井
夏

至水戸

いわき短期大学

至豊間

入試広報課
フリーダイヤル

0120‑963‑323

TEL 0246‑35‑0002

FAX 0246‑25‑3372

【東日本国際大学】
〒970‑8023 福島県いわき市平鎌田字寿金沢37
TEL 0246‑35‑0001
FAX 0246‑35‑0406

【東日本国際大学 早稲田キャンパス】
〒169‑0051 東京都新宿区西早稲田2‑4‑26 昌平黌ビル
TEL 03‑6302‑1891
FAX 03‑6302‑1892

公式ホームページ
http://www.shk-ac.jp/
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