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理 事 長 あいさつ

「学ぶ力」
で
大きな時代の
流れを摑む

学校法人城西大学理事長

上原 明

1965年に水田三喜男先生によって創立された学

IoT（モノのインターネット）やビッグデータ、
ＡＩ
（人工

校法人城西大学は、城西大学、城西国際大学、城西

知能）による技術革新です。では、我々はこういう時代

短期大学の３つの大学を有し、埼玉県坂戸市、千葉県

の流れに対して何をすべきか。着手小局。これに対す

東金市・鴨川市、東京紀尾井町と首都圏横断的にキャ

る答えは、簡単なものではありません。
しかし、私は、新

ンパスを展開する総合大学として、あらたなステージ

しい領域へ挑戦する時の心構えとして、先人の経験

への進化に取り組んでおります。

や知恵から学ぶものがあると考えており、書物など先

現在、大学を取り巻く社会は劇的な変革期にあり、

人が残したものが役立つことがあります。また他の人

グローバリゼーションとイノベーションが、あらゆる状

の意見を聴くことも大切でしょう。一人一人の人間の

況を大きく変 化させました。多くの面で矛 盾が生じ、

経験というものは、たかが知れています。世界の人口

環境、資源、格差、少子高齢化、社会保障、教育、モラ

74億人の中の一つの経験しか自分にはないのです。

ル、民族対立等、解決が急がれる問題を挙げればきり
がありません。

『 武 士 道 』の著 者・新 渡 戸 稲 造は、
「 常 識 」とは他人
の意見を聴くことであると述べています。異なる文化・

また2020年は世界的にも新型コロナウイルスによ

価値観・宗教・民族の方々と交わることで多くのことを

る影響が甚大で、withコロナの時代に進めていくべき

学べると思います。いろいろな方から学び、自分で考え

課題は、大学にとっても待ったなしであります。

て「仮説」を立て、
「実行」して、
「結果を検証」して、自

こうした多くの厳しい問題に向き合い、解決への道

分の新たな知見から学ぶことも大切です。学問でもス

筋を考えるとき、私は、着眼大局・着手小局という考え

ポーツでも、自分で努力して何かを摑む過程は同じで

方を念頭に置くことにしています。この意味は、大きな

はないでしょうか。ゆえに「明日の自分は、今日何を考

時代の流れを摑んで、具体的なことから対処していく

え、
どんな行動をとるかの結果である」と私は考えてい

ということです。

ます。自分の人生は自らが設計し、実行に移し、その結

着眼大局。現在の大きな時代の流れを紐解くキー

果は自分自身の責任であり価値となります。

ワードとしてグローバル化・生活者主権・第４次産業革

学生時代に偉大な先人や自分と異なる考えの方々と

命などがあると思います。第４次産業革命とは、18世

話し合い学び、
さまざまな体験をすることは非常に貴重

紀末以降の水力や蒸気機関による工場の機械化であ

で、今後の人生に大きな影響を与えてくれると思います。

る第１次産業革命、20世紀初頭の分業に基づく電力

世界の各国から留学生が集う学校法人城西大学は、

を用いた大量生産である第２次産業革命、1970年代

いろいろな出会いと学びの機会をきっと与えてくれるこ

初頭からの電子工学や情報技術を用いた一層のオー

とでしょう。これから21世紀を生き抜くための「学ぶ力」

トメーション化である第３次産業革命につづくもので、

の大切さを本学で身につけてくれるよう願っています。

PROFILE

Akira Uehara

１９４１年４月生まれ、東京都出身。
１９６６年慶應義塾大学経済学部卒、
日本電気入社、
１９７７年大正製薬入社、
１９８２年代表取締役社長、
２０１１年大正製薬ホールデ
ィングス代表取締役会長兼社長、
２０１３年大正製薬ホールディングス代表取締役社長
（現任）
▶︎団体役員など——日本大衆薬工業協会会長
（１９９７年５月〜２００１年４月）
、世界大衆薬協会会長
（１９９９年６月〜２００２年１１月）
、上原記念生命科学財団理事長
（２０１３年５月３０日〜） ▶大学関係——城西大学評議員
（１９７９年１月〜）
・理事
（１９７９年１月〜）
・理事長
（２０１７年９月〜）
、成蹊学園評議員
（１９８８年３月〜）
・評
議員会議長
（２００２年３月〜２０１２年３月）
・理事
（１９９８年３月〜）
、
慶應義塾評議員
（１９９０年１１月〜）
・理事
（２００６年１１月〜）
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創立者 水田三喜男について
１９０５年
（明治３８年）
、千葉県安房郡に生
まれ、安房中学から水戸高校を経て京都大
学法学部卒。
学生時代は反戦・反軍の学生運動に参加
するなど、新しい社会づくりのために情熱を燃
やしました。
１９４６年
（昭和２１年）
に戦後初の
衆議院選挙で初当選以来、
３０年にわたって、
通産大臣、
５度の大蔵大臣を歴任し、
日本の
経済復興と成長に尽力したことは高く評価さ
れています。
一方、若き日に小学校の教壇に立って以
来、
「 教育」に対する熱意と、
「 国をつくるため
には、優秀で、人間としての魅力にあふれた

「学問を通しての人間形

人材を育てなければならない」
との考えに立
ち、義務教育費や文教施設費の国庫負担や
私学助成の事業にも力を注ぎました。そして、
１９６５年
（昭和４０年）
４月に城西大学を創立
し、
その教育に対する夢を実現したのです。
水田三喜男が終生座右の銘としたのが、
へつら

「偽らず、欺かず、諂わず」でした。学問・研究
だけでなく、豊かな人間性を持ち、
お互いが尊
敬し合えるような人材を育成し、
それによって
希望ある未来のある国や社会を建設していこ
うという、水田三喜男の青年時代からの夢はＪ
ＯＳＡＩの建学の理念である
「学問による人間

創立者である水田三喜男が、城西大学の開学に際して語った言葉に
「学問はそれ自体が目的ではなく、あくまでも人間形成の手段である。
立派な人間によってのみ、立派な社会がつくられるのだから、現世のた
めに、後世のために、国家社会の重荷に堪えられる人材の教育を天職
として、挙学その責に任じたいと考え、
この大学を創設したのである」と
いうものがあります。
この精神は、城西大学、城西短期大学、城西国際大学においても変

形成」
とともに、
３大学の礎となっています。

わりません。自立した個人であり、社会へ貢献する「人材」を育成する

水田コレクション

ことが、
ＪＯＳＡＩの目指すところです。開学から５５年、私たちを取り巻く

「水田コレクション」は、政治家で教育者
である、学校法人城西大学の創立者・水田
三喜男が蒐集した浮世絵を中心とする絵画
２００点余りからなります。
１９７７年（昭和５２
年）、水田家より本学に寄付いただきました。
浮世絵の発生期から近代日本画に至るまで
その発展過程を所蔵作品によってたどること
ができます。
また、稀版画を含む９点の写楽作
品を水田美術館に所蔵しております。
城西大学・城西短期大学、城西国際大学
に水田美術館が設置され、収蔵品の公開や
企画展などが開催され、学生の学びの場であ
るとともに地域の方々に親しんでいただける
文化施設になっております。

社会は大きく変化していますが、人間形成と教育の原点は不変です。

ＪＯＳＡＩの教育力の主柱（教育の骨格）
そのため、
ＪＯＳＡＩでは「学問を通しての人間形成、人格の陶冶」
「社会
に有為な人材の育成」という創立者の建学の理念を具体化し、
２１世紀
の世界と日本社会が求める人材を送り出すために、次の４つを「教育力の
主柱」
（教育の骨格）
として確立しています。

1 高度な知識、技能力を持つ職業人の育成
薬剤師、管理栄養士、社会福祉士、保育士、精神保健福祉士、
介護福祉士、理学療法士、公認会計士、税理士、国内・総合旅行業
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水田三喜男記念館
（城西大学・坂戸キャンパス）

創立者記念展示室
（城西大学・坂戸キャンパス）

務取扱管理者、
ファイナンシャル・プランナー、シス

来への想像力、知的好奇心、責任感と実践力、公

テム・アドミニストレーターをはじめとする高度な資

共性他を育成する

格を持つ職業人、大学院及び各研究所での勉学、
研究を通しての知的専門職業人の育成

2 社会人としての基礎力及び実務能力の育成

建 学の理 念

成」
を建学の精神として
4 地域に根ざし、産学民官の協働による地域の産
業、文化の振興に貢献する総合大学を目指す
産学民官の協働により、社会と結び、市民の要望

基礎的な社会常識と国際社会の中で生きる日

に応えてゆく“地域と共にある”教育機関として、学

本人としての教養、礼儀と公共性を身につけ、働く

生対象の教育機関から社会全体の教育機関への

人間に必要な実務能力とコミュニケーション能力を

発展、社会の中で学生教育を行うシステム、そして

持ち、文武両道の理念のもとでのスポーツと課外

地域社会への貢献を目指す

活動を推奨して、豊かな人間性と人間力を自ら育て
ていく志、
自己開発の意志を育てる

3 先端的な学際性、国際性を身につけたリーダー
シップを担う人材の育成

ＪＯＳＡＩの教育の目的を達成するために、私たちが
教育プログラムの３本柱と呼ぶ、独自の「プロジェクト
教育」
「フィールド教育」
「資格取得教育」を開発して
います。

多様な学問分野や領域を横断する学際的学習

これらのプログラムを通して、学生が国内外の社会

プログラムと多角的な国際経験、異文化経験を通

や共同体で、企業の現場で、実際に働き、
また、多様な

して、先端的な領域を開発し、問題への対応や意

人たちとの協働経験を持ち、問題解決力、実践力、
コミ

思決定をするリーダーに必要な素養である、創造

ュニケーション力、自己開発力を養っていくことを目標

力、
イノベーション力、問題解決力、他者理解力と未

としています。
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城西大学・坂戸キャンパスの全景

教職員が
全力を挙げて
未来に向かい
人材育成
城西大学は1965年に秩父山系を見渡せる埼玉県
坂戸市に広大でのどかなキャンパスを構えて創立され
た大学です。当初からの経済学部、理学部に加えて、

藤野 陽三
PROFILE

Yozo Fujino

1972年東京大学工学部土木工学科卒業後、同大学院に進学。カナダの
ウォータールー大学大学院にて1976年博士課程修了。東京大学地震研究
所助手を振り出しに筑波大学の助手、講師、東大工学部助教授、教授を経て
2014年から横浜国立大学上席特別教授。文部科学省科学官、
日本学術会
議連携会員、
日本学術振興会主任研究員、
内閣府の政策参与・SIPプログラム
ディレクターなども歴任。東京大学名誉教授。専門は土木工学、
特に長大橋梁と
インフラの保全防災。2007年紫綬褒章を受章。2019年日本学士院賞を受賞。

す。そしてそれは人間にとって大変楽しいことでもある
のです。
すべ

このような楽しむ術を知ることにより、人は成長し人

薬学部、そして経営学部、現代政策学部が加わり、総

間形成が図れるのです。皆さんに大学での学習を通

合大学「城西大学」に至っています。

じて、友人との交流を通じて、国際的な交流と地域と

建学の精神は創立者の水田三喜男先生が掲げた

の交流、そして課外活動を通じて広い意味の学問の

『 学 問による人 間 形 成 』です。
「 学 問 」とは読んで字

流儀を獲得してもらうのが、大学での役割だと思って

のごとく、
「学び」そして「問う」ことです。自ら学び、疑
問を持ち、問題を発見し、問題の解決に向けて「問う」
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城西大学 学長

います。
城西大学が皆さんの「学問」を通じての成長に貢献

ということは、知識や情報が容易に手に入る時代の

し、皆さんから城西大学に学んでよかったと言われる

中で、その重要性がますます認識されています。また、

ように教職員が全力を挙げて力を尽くすことを約束し

学んで問うという「学問」は人間にしかできないことで

ます。

城西国際大学・千葉東金キャンパスの全景

城西国際大学 学長

杉林 堅次

PROFILE

Kenji Sugibayashi

富山大学大学院薬学研究科薬学専攻
（修士課程）
修了。薬学博士
（岐阜薬
科大学）取得。米ミシガン大学、
ユタ大学留学。講師、助教授などを経て城西
大学薬学部教授。
また、薬学部長、城西大学・城西国際大学副学長を歴任し
た後２０１７年４月城西国際大学学長。日本薬剤学会賞、AFPS Award
（アジ
ア薬学会賞）
、Shukri Distinguished Keynote Lecture Award、
日本動物
実験代替法学会功労賞など受賞。

城西国際大学は1992年の開学の初めから、千葉

問・研究だけでなく、豊かな人間性を持ち、お互いが尊

県の山武、東金、九十九里と鴨川の地域と共に歩み、

敬し合えるような人材を育成します。まさに、学問自体

８学 部 、
６大 学 院 研 究 科 、それに留 学 生のための別

が目的ではなく豊かな人となること、すなわち「学問に

科、社会人のためのシニアウェルネス大学を次々に創

よる人間形成」を建学の精神に掲げています。

設して、キャンパスも東金、安房、そして東京紀尾井町

本学の学生には「学ぶ姿勢」を身につけ、地域とグ

の３キャンパスとなりました。このように本学は2８年で

ローバルの両面にわたって社会で羽ばたける人材にな

大きく発展して、現在では千葉県で２番目の学生数を

っていただきたいと考えています。イノベーションを引

擁する総合大学となりました。

き起こすことが可能な考え方を、
ここ城西国際大学で

本学の母体である学校法人の創立者は、戦後日本
の経済成長を指導した政治家・水田三喜男先生です。
へつら

学 長メッセージ

「学ぶ姿勢」
を
身につけ
社会で羽ばたく
人材に

楽しく学び、身につけていただきたいと心から願ってい
ます。我々教職員一同は、学生が在学中にその学年に

先生が終生座右の銘としたのが「偽らず、欺かず、諂

応じたキャリア形成力をつけるべく、教育に力を注いで

わず」でした。城西国際大学は、先生の教えに則り、学

いきます。
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数字が語る
学生数

１３，
９４３人

（３大学合計／２０２０年５月現在）

延べ卒業者総数

１１２，
３５８人

（３大学合計／２０２０年３月現在）

海外姉妹・提携校

２０１校３０カ国・地域
（３大学合計／２０２０年５月現在）

海外留学生受け入れ

１，
１７６人２６カ国・地域
（３大学合計／２０２０年５月現在）

外国人教員（専任）

４８人２０カ国・地域
（３大学合計／２０２０年５月現在）

博士号取得者

１９９人
キャンパス総面積

（３大学合計／２０２０年３月現在）

６４８，
９００㎡
［東京ドーム約１４個分］
（３大学合計／２０２０年５月現在）
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図書館蔵書数

７７万冊

（３大学合計／２０２０年３月現在）

JOSAI
城西大学

１９６５年

開設

城西大学女子短期大学部（現・城西短期大学）

１９８３年

開設

城西国際大学

１９９２年

開設

坂戸キャンパス

埼玉県坂戸市けやき台1-1

千葉東金キャンパス

千葉県東金市求名1番地

東京紀尾井町キャンパス
東京都千代田区紀尾井町 3-26

安房キャンパス

千葉県鴨川市太海1717
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２０年後の社会を予測すると、世界に目を向ければ、

められると同時に、地域におけるさまざまな課題を発

国連ＳＤＧｓ
（持続可能な開発目標）の基盤の上に、情

見・解決し、地域社会に貢献できる人材の育成が必要

報通信技術や交通網の更なる進展によるボーダーレ

となるのも間違いない。

ス化が加速し、同時にグローバリゼーションとローカリ

未来の課題は現代の課題でもある。
２０年後の単一

ゼーションが共存して、均質化と多様化が並列的に進

の価値観では対応することのできないさまざまなイン

行する。ＡＩ
（人工知能）の発達が社会や仕事の在り方

パクトに対し、学校法人城西大学は、建学の精神であ

も劇的に変える。国内に目を向ければ、
Ｓｏｃ
ｉ
ｅ
ｔ
ｙ ５.０の

る「学問による人間形成」の下、自律した個を備え多

基盤の上に、超高齢化社会を迎え、
１８歳人口が３割

様な価値観を尊重する人材の育成というミッションを

減少し、
「ヒト・モノ・情報」の首都圏への集中と一部地

改めて確認した上で、本学の経営・運営の指針として、

方都市への分散という状況に直面する。多くの分野で

次のとおり中期計画（２０２０年４月１日から２０２５年３月

国際競争力の強化とグローバル人材の育成が強く求

３１日まで）
を定める。

学 校 法 人 城 西 大 学 中 期 計 画 （２０２０～２０２４年 度 ）

未来の課題と
社会の要請に応える人材を育成

目指す基本的方向性
学校法人城西大学は、以下の基本的な考え方に基づき、本中期計画期間中の法人運営を行
うこととする。

学生、保護者を始めとするステークホルダーに信頼され、選ばれる大学と
なるために、学修者を中心に据えて、一人一人の学生に真摯に向き合い、
すべての学生に対して自立し、成果を生み出すことのできる力を身につけさせ
る教育を徹底する。
本学が有する地域性、国際性の特色を発揮した教育プログラムを充実さ
せ、文理融合教育を推進することにより、データサイエンスの基礎的素養
を備え、課題を克服しつつ社会の要請に応えて新しい価値を創造することので
きる人材を育成する。
各大学の持続的な発展を支えるための組織および財政基盤を確立するた
め、ガバナンスや組織マネジメント、危機管理体制等を強化するとともに、
各種の増収策及び支出削減策を実施して、健全な財政基盤の維持強化を図る。
① コンプライアンス体制の確立・浸透によるガバナンスの強化
② 職員の業績・能力を適切に評価し、評価に応じた処遇を実現する新たな人事評価制度の確立
③ 情報セキュリティ対策の推進及び適切な情報セキュリティ体制の構築
④ 戦略的な広報を展開するための体制の整備
⑤ 学生生徒等納付金収入等の安定確保および経常的経費の見直し、削減

清光会館
（城西大学・坂戸キャンパス）

紅葉に包まれたセントラルスパイン
（城西国際大学・千葉東金キャンパス）

9

10
10

ＪＯＳＡＩは、城西大学、城西短期大学、城西国際大

2020年４月に経済学部にデータサイエンスコースを開

学の３大学に、文系・理系を備える総合国際大学で、

設しました。
「経済学のセンス」と「データ分析」の能力

学際的な１３学部１９学科、
２大学院10研究科、
２別科

を身につけることをめざしています。データサイエンス

を有し、首都圏に所在する４つのキャンパスに、合わせ

コースでは、学生にＡＩやビッグデータに精通した知識

て約１４，
０００人の在校生が学んでいます。

やスキルを修得する環境を提供すること、学生が持つ

３大学のキャンパス合計面積は６４８，
９００㎡（東京ド

強みをより醸成すること、卒業後のキャリア形成を意識

ーム約１４個分）に及び、空間的な広がりにおいても、

した行動を起こす橋渡しとなる機会を提供することな

大学としての学問的な多様さにおいても、他大学とは

どを目的としています。

一線を画した独自性とスケールを有しています。
学部・学科の制定に際しては、従来からある学問の

ベースカレッジとしての短大

枠組み（ディシプリン）
に拠ることなく、時代の流れを捉

本学では、
少子化や進学率の増加により専門学校や

え、新しい視点にたち、地域密着の国際総合大学とし

短期大学の存在意義が問われ、短期大学の４年制化

て社会のニーズに応える人材の輩出を目指した教育

が進む中で、
あえて「ベースカレッジ」
として男女共学の

を行ってまいりました。

短期大学を有しています。その理由は、高等教育への

学生が、在学中に専門知識と社会人としての視点

道を４年制大学に集中させて多様性を阻むべきではな

を身につけ、卒業後にスペシャリストとなるための資格

く、若者が望む入り口は複数あって然るべきであると考

を取得できる教育を実現してきております。

えるためです。

理学療法学科を設置

社会で必要な基礎知識・実務能力・幅広い教養を２
年で身につけたいと考える者への選択余地として、
また

2012年４月には城西国際大学に看護学部を、2016

社会人が基礎学力を習得し直す場として、
コミュニティ

年４月には福祉総合学部に理学療法学科を開設しまし

ーに根ざしたベースカレッジとしての短期大学の果た

た。
どちらも１年次の海外研修が必修となっており、
グロ

す役割は、現在もまた将来も大きいと言えます。

ーバルな視野を身につけた医療人の育成をめざします。
理学療法学科は、地域福祉の知識・技術を持って貢
献できる人材を育て、医療・福祉の発展に貢献すること
を目指しています。理学療法士としての知識やスキル
を幅広く身につけられるように、総合大学ならではの多
彩なカリキュラムが組まれています。海外研修では、
１

キャンパス、学部、学科、
教育・研究施設の紹介
学校法人 城西大学
東京紀尾井町本部

年次に米カリフォルニア州立大学ロングビーチ校でホス

城西大学

トファミリーの家に１週間滞在しながら、理学療法に関

坂戸キャンパス
東京紀尾井町キャンパス

する講義、実習、医療施設の見学などを行っています。
またスポーツ医療では、スポーツ傷害に対する理学療
法の基本を知り、各競技の特徴的傷害とその理学療
法を学ぶとともに、女子駅伝部や女子ソフトボール部な
どの運動部とスポーツ科学面で連携しています。

データサイエンスコース開設
城 西 大 学では社会的ニーズに応えるとともに、建

学 部・学 科の紹 介

３つの大学、
４つのキャンパスで展開する国際総合大学

法人本部
国際学術文化振興センター（Ｊ
ＩＣＰＡＳ）
情報センター、就職センター、
入試センター、広報センター
現代政策学部、経済学部、経営学部、
理学部、薬学部（５学部８学科）
大学院（４研究科８専攻課程）
別科

城西短期大学
坂戸キャンパス
東京紀尾井町キャンパス

ビジネス総合学科

城西国際大学
千葉東金キャンパス
安房キャンパス
東京紀尾井町キャンパス

経営情報学部、国際人文学部（国際文化
学科・国際交流学科）、福祉総合学部（福
祉総合学科・理学療法学科）、薬学部、メ
ディア学部、観光学部、環境社会学部、
看護学部（８学部１０学科）
大学院（６研究科１１専攻課程）
留学生別科

学の精神である「学問による人間形成」を踏まえて、
カリヨン通り
（城西国際大学・千葉東金キャンパス）
清光会館の階段
（城西大学・坂戸キャンパス）
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主な海外提携校
マサリク大学
（チェコ）
プラハ経済大学
（チェコ）
カレリア応用科学大学
（フィンランド）
ブルゴーニュ大学
（フランス）
ケルン大学
（ドイツ）
ブダペスト商科大学
（ハンガリー）
エトヴェシュ・ロラーンド大学
（ハンガリー）
カーロリ・ガーシュパール・カルビン派大学
（ハンガリー）
デブレツェン大学
（ハンガリー）
ペーチ大学
（ハンガリー）
セゲド大学
（ハンガリー）
リムリック大学
（アイルランド）
ミコラス・ロメリス大学
（リトアニア）
ベルゲン大学
（ノルウェー）
バルセロナ自治大学
（スペイン）
ポーランド日本情報工科大学
（ポーランド）
ウッチ大学
（ポーランド）
ワルシャワ大学
（ポーランド）
コメニウス大学
（スロバキア）
カモーソン・カレッジ
（カナダ）
セント・メアリーズ大学
（カナダ）
カリフォルニア大学リバーサイド校
（アメリカ）
ハワイ大学ヒロ校
（アメリカ）
リーワード・コミュニティ
・カレッジ
（アメリカ）
北京外国語大学
（中国）
北京聯合大学
（中国）
中国医科大学
（中国）
中国伝媒大学
（中国）
大連東軟信息学院
（中国）
大連外国語大学
（中国）
大連理工大学
（中国）
東北財経大学
（中国）
東華理工大学
（中国）
東華理工大学長江学院
（中国）
広東外語外貿大学南国商学院
（中国）
広州商学院
（中国）
東北大学
（中国）
聊城大学
（中国）
遼寧大学
（中国）
遼寧工程技術大学
（中国）
南開大学濱海学院
（中国）
上海交通大学
（中国）
韶関学院
（中国）
紹興文理学院
（中国）
瀋陽師範大学
（中国）
瀋陽薬科大学
（中国）
四川理工学院
（中国）
華南師範大学
（中国）
天津外国語大学
（中国）
天津工業大学
（中国）
天津理工大学
（中国）
西安交通大学城市学院
（中国）
西安文理学院
（中国）
西安工業大学北方信息工程学院
（中国）
浙江農林大学
（中国）
浙江財経大学
（中国）
浙江工業大学
（中国）
富川大学校
（韓国）
東西大学校
（韓国）
韓国外国語大学校
（韓国）
韓南大学校
（韓国）
漢陽女子大学校
（韓国）
仁川大学校
（韓国）
建陽大学校
（韓国）
水原科学大学
（韓国）
真理大学
（台湾）
修平科技大学
（台湾）
台北城市科技大学
（台湾）
淡江大学
（台湾）
ペトラ・クリスチャン大学
（インドネシア）
マネジメント＆サイエンス大学
（マレーシア）
ヤンゴン大学
（ミャンマー）
バンコク大学
（タイ）
ホーチミン市技術師範大学
（ベトナム）
（２０２０年４月）
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ピアノ池の傍から望む満開の桜
（城西国際大学・千葉東金キャンパス）

グローバル教 育

世界で活躍できる人材の育成
──人材教育３本の柱の１つ
「国際教育」
JOSAIが掲げる教育目標の１つが「世界で活躍で

年生が全員参加する米国研修が組まれ、2019年度

きる人材の育成」です。そして「人材教育の３本の柱」

は542人の学部学生が、何らかの海外研修・インターン

の１つが国際教育です。海外の姉妹・提携校は30カ

シップに参加しました。独立行政法人日本学生支援機

国・地域の201校に及び、城西国際大学では約800

構の調査では、2018年度の大学全体での海外派遣学

人の留学生が学び、城西大学でも約400人の留学生

生数は７７２人で、全国の大学のうちランク18位でした。

が学んでいます。また、短期・中期の海外研修だけでな
く、休学せずに卒業ができる長期留学が可能な海外

語学教育センター

教育プログラム「JEAP（Josai Education Abroad

語学教育センターは各学部、学科の語学教育の中

P r o g r a m ）」など豊 富な留 学 制 度が海 外で学びた

枢を担っています。各学部・学科の教育内容にふさわ

い学生を支えています。城西国際大学では、2015〜

しい語学教育システムをつくり、“使える外国語”習得

2019年度の５年間の海外派遣は約3,000人、城西大

への道を学生、それぞれの能力に合わせて提供してい

学は同年度の５年間で約700人に上っています。

ます。城西大学では、外国語検定試験受験支援のほ

国際教育センター

か、各種のスピーチコンテストを実施して学生の語学
力向上を後押ししています。城西国際大学では、昼休

国際教育センターは、広く国際的な視野で物事を考

みにネイティブスピーカーの教員との会話を楽しみな

え、行動することのできる人間の育成という本学の理

がら英語力を磨ける「イングリッシュ・カフェ」や、留学

念を具現化するために設立されました。国際教育交流

生との交流会、イベントなど、実践的な語学力とコミュ

活動のサテライト・センターとしての機能を持ち、海外姉

ニケーション力を身につける機会を提供しています。

妹・提携校と教育提携を結び、交換留学生プログラム、
教職員の交流・研修、国際シンポジウムやセミナー開催

国際アドミニストレーション研究科

など多方面にわたる総括的な国際文化交流、教育研究

城西国際大学の「国際アドミニストレーション研究

を推進するJOSAIの国際活動の中心です。その活動

科」は、専門職大学院と研究大学院を包括した新しい

は、海外教育プログラム「JEAP」として結実しました。

時代の人文科学研究科の大学院です。基礎論から就

別科では、学部あるいは大学院に進学を希望する

職まで一貫したカリキュラムをそろえ、政策研究、国際

留学生や姉妹大学の短期留学生のために１年間の日

研究、国際企業研究、観光研究の４つの専門分野を

本文化・日本語の教育を行っています。留学生のため

設け、専門と教養に強い真の国際人の養成を目指し

だけではなく、
日本の学生にとってもキャンパス内で異

ています。英語および日本語で学位取得ができます。

文化体験と語学学習をする機会にもなり、世界や国際

また、学校法人城西大学は2010年５月、中国の大

社会を考える貴重な体験をすることができるのです。

連理工大学・大連外国語大学・東北大学の３大学と連

城西国際大学では福祉総合学部と看護学部で、
１

携する博士課程を開設しています。
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城西国際大学・安房キャンパスの全景

課題の解決、健康・福祉・
人材育成への貢献
──
“地域と共にある”
教育機関として
地域連携と交流
JOSAIは、社会と結び付き市民の要望に応え、“地

チューデント・インターンシップ」など、
さまざまな分野で

域と共にある”教育機関として成長しています。地域と

の地域連携に取り組んできました。さらに大学近隣の

の連携、自治体との連携などを通して、地域課題の解

自治体である坂戸市、毛呂山町、越生町、鶴ヶ島市、
日

決に貢献していきます。

高市、
ときがわ町との相互連携協力に関する基本協定

地域課題の解決を通じた教育・研究プログラムを体

を提結してきました。ときがわ町との提携は、薬学部医

系化することで、地（知）の拠点（Center of Commu

療栄養学科が町保健センターと協力して実践してきた

nity＝COC）
としての機能や教育の質を飛躍的に高

14

品開発への協力」
「地域図書館とのネットワーク」
「ス

「食と栄養のプロジェクト」がきっかけになりました。

めることを目的にした「連携教育・研究推進プロジェク

城西国際大学は、学部の枠を超えてつながり、キャ

ト」に力を入れています。城西大学では2018年に、東

ンパス周辺地域で行う実践活動を通じて学ぶ「地域

武東上線沿線と西武線沿線の大学、自治体、企業が

共創プロジェクト」を展開しています。また、千葉県と観

連携を強めて、地域の活性化や少子高齢化の解決な

光分野に関する連携協定を締結し、観光に関するプロ

どを目指す「埼玉東上地域大学教育プラットフォーム」

ジェクトを受託。同じく千葉県からの委託事業としての

（TJUP）に参加しました。これまでも「高麗川プロジェ

「職業能力開発訓練」、東金商工会議所との連携で

クト」
「休耕地活用プロジェクト」
「特産品を利用した商

は、市内の中小企業の経営相談を支援しています。地

安房グローバルヴィレッジ
（城西国際大学）

などとの深く広い連携を行っています。城西大学・城西

ちで関わっています。房総半島を横断する嶺岡林道の

短期大学では、2005年４月にスポーツを通して社会の

桜並木を修復・保全する活動は、その大きな柱です。道

健康、福祉を実現するための「スポーツ健康センター」

の駅「鴨川オーシャンパーク」との連携事業では、
イベ

を設置。地域社会との共同事業として「城西健康市民

ントの企画運営などを通して地域の活性化に協力。ま

大学」を2006年４月に開設し、地域社会の活性化に貢

よ

も

た、観光視点からの地域振興をテーマに地元の四 方

地 域 連 携・生 涯 教 育

元鴨川市の観光開発には、観光学部がさまざまなかた

献しています。

ぎ

木 地区の活性化活動にも関わっています。2019年７月
には、南房総市、南房総市観光協会と包括的地域連
携協定を締結しました。

社会人教育のプログラム
社会人教育のためのプログラムとして、生涯教育セ

東京紀尾井町キャンパスでも、
「地域に根ざした大

ンターによる、全学生と社会人を対象にした、資格取

学」として、江戸三大祭のひとつである「日枝神社大

得・スキルアップ・教養・趣味など幅広いフィールドをカ

祭」への協力や各種自治体、企業と連携・協働したイベ

バーするエクステンションプログラムを坂戸キャンパス

ントの開催などの多様な地域貢献活動を学生・教職員

と東京紀尾井町キャンパスで開催しています。城西国

一体となって推進しています。

際大学では創立当時から地域に開かれたコミュニティ

健康づくり、スポーツでも貢献

ーカレッジを開催しており、千葉県各地において公開
講座を巡回し、広く地域へ教育を還元しています。城

健康づくりやスポーツを通じた地域・社会貢献活動

西大学では、2007年から埼玉県とリカレント教育に関

にも力を入れています。城西国際大学では、熟年者の

する協定を結び、高齢者や退職した世代を対象に大

体力づくりなどを目的とした「シニア・ウェルネス大学」

学の講座を開放しています。学生が参加しながら、こ

を東金キャンパスで開校しているほか、高校生を対象

うしたさまざまな形で、社会に、
また地域に教育を還元

にした柔剣道大会や少年サッカー大会（千葉東金キャ

し、社会人を含めて広く人材育成に貢献するのもまた

ンパス）
も開催し、住民、行政、教育機関、健康関連企業

JOSAIの教育力の表れだと言えます。
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多彩な産学連携の推進
JOSAIは、企業との連携を通じ、産学民官の協働を
進めることで、学生を育て、社会に貢献していくことを
目指しています。

城西大学薬学部でも
城西大学でも薬学部を中心にさまざまな取り組みが
展開されています。
薬学科では４年生の選択科目としてドラッグストア

城西国際大学では2007年12月、株式会社ＡＮＡ

でのインターンシップを単 位 化しています。日本チェ

総合研究所と産学連携・協力を進めていく取り組みに

ーンドラッグストア協 会（ J A C D S ）との連 携のもと、

合意し、エアライン・物流分野のみならず、ホテル・観

JACDS会員企業の店舗で夏期休暇中に５日間にわた

光分野から地域振興まで、
さまざまな分野で人材育成

り就業体験を行い、薬剤師の仕事の大切さを学んで

に関する連携を推進しています。

います。

また、2010年６月には日活株式会社、2011年１月

2018年２月には、医療関連ベンチャー「ジャパンモ

にはエイベックス・プランニング＆デベロップメント株式

ード」、情 報システム「ミツイワ」と共同で、抗がん剤

会社、2013年７月には株式会社サンミュージックプロ

を利用している患者向けの食事情報サービス「AIHS

ダクションとも提携し、城西国際大学メディア学部で多

（アイヘス）」をスタートさせました。薬学部では、抗が

彩な取り組みを行っています。さらに2015年７月には、

ん剤と相互作用（副作用）のある食品のデータ化や相

人材育成の推進などを目的に飲食業の吉野家ホール

互作用のないお薦めの食事レシピのデータ化を進め

ディングスと、2016年４月には、
ファッション業界のバロ

てきており、
このデータベースを活用することでサービ

ックジャパンリミテッドと提携し、城西国際大学経営情

ス提供につなげました。

報学部などで取り組みを始めています。

さらに2020年６月、埼玉県を中心にドラッグストアを

2018年３月、観光学部は館山信用金庫と南房総観

展開する株式会社セキ薬品と包括的な連携協定を

光連盟との間で包括的地域連携に関する協定を締結

締 結しました。学 術 研 究で協力し、相 互 及び地 域 振

しました。南房総地域の観光・産業の振興及び観光の

興や教育振興の発展に向け共同で取り組む事業を実

人材育成をはかることにより、地域経済の発展並びに

施していきます。協定を受けてセキ薬品が薬学部薬

地域社会の活性化をめざします。

学科の学生を対象にした特別奨学金制度を創設しま

また、
ＪＲ東日本（東日本旅客鉄道）
と連携した「駅か

した。

らハイキング」を実施しています。南房総地域を観光

医療栄養学科では、企業とのコラボレーションによ

客に案内するもので、事前に学生が観光関連施設な

って多彩な製品を生み出しています。地元特産の柚

どを視察しコースの内容を企画。当日はガイドとして観

子を皮や種ごとペーストにした「タネまで柚子らんゼリ

光客を案内しながら交流します。このプロジェクトは、

ー」をペースト加工会社と開発。加工食品メーカーか

観光庁による「産学連携による観光産業の実務人材

ら販売するとともに、柚子パウンドケーキや果実ゼリー

確保・育成事業 先進的な実践授業事例」
（2019年３

のセットとして地元のデパートのギフト商品として販売

月発行）
にも紹介されました。さらにメディア学部では、

しました。また、箱根駅伝１５回出場の男子駅伝部が協

いすみ鉄道、千葉県大多喜町との連携で学生がいす

力して、ケアドリンク「RUNSHOT（ランショット）」を新

み鉄道のプロモーション動画を作製し、2020年５月か

田ゼラチン株式会社と開発。同社の通販子会社から

ら、いすみ鉄道のホームページで公開されています。

販売されています。

東京紀尾井町キャンパス・３号棟
（正面から）

産学連携

「エアライン・物流」
「ホテル・観光・
地域振興」
「医薬」
……さまざまな分野で連携

東京紀尾井町キャンパス・３号棟
（裏正面から）
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１号棟ホール
（東京紀尾井町キャンパス）

講演会、研究会、シンポジウム、
学生の国際会議、
子どもワークショップまで
国際学術文化振興センター

V4イベントの開催

JOSAIは、
３大学を横断する規模の学術支援、国

JOSAIは、
ヴィシェグラード４カ国（V4：チェコ、ハンガ

際交流を行ってきました。その中心となるのが、国際学

リー、ポーランド、
スロバキア）
との交流が深く、毎年、中

術文化振興センター（JICPAS）です。大学・大学院の

欧研究所と外務省との共催によって「V4＋日本セミナ

グローバルな研究▷優れた教育・研究に対する支援と

ー」を東京紀尾井町キャンパス１号棟ホールで開催し

補助▷競争的外部資金（科学研究費や各種研究助成

ています（2020年は中止）。2019年は「グローバル経

金）の獲得とその支援▷産学共同活動の推進▷学術

済と自由貿易の未来」をテーマに、外務省をはじめ、各

提携および国際交流の推進▷学術文化活動（講演会、

国大使館職員、各大学の研究者、マスコミ、本学関係

研究会、
シンポジウムなど）──を行っています。こうし

者、学生、有識者らが熱心に討論しました。また、中欧

た取り組みの一環として、2013年には中欧研究所、

諸国の学生を招いた「中欧＋日本 学生会議」も東京

2015年にはアセアン研究センターが設置されました。

紀尾井町キャンパス３号棟の国際会議室で開催してい
ます。2019年は「多様化する社会─外国人労働者と
の共存」をメインテーマに意見交換しました。
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国際会議室
（東京紀尾井町キャンパス・３号棟）

2019年４月には、東京紀尾井町キャンパス３号棟内
に中国・上海交通大学日本研究センターの東京事務所
が開設されました。国際学術文化振興センターと上海
交通大学日本研究センターが2019年１月、
「協力・交
流に関する覚書」を締結。
これを受けて同センターの東
京事務所が開設されることになりました。

上海交通大学は中国で最も古い歴史を持つ大学の
１つです。国務院教育部直属の国立総合大学で理工
系の伝統が強く、著名な政治家や学者、エンジニアな
どを多数輩出しています。

積 極 的な 情 報 発 信

上海交通大学日本研究センターの
東京事務所開設

大石化石ギャラリー
東京紀尾井町キャンパス３号棟では、水田記念博物
館大石化石ギャラリーを設けています＝写真下。大石道
夫東京大学名誉教授お
よび中国遼寧省古生物
博物館より寄託・寄贈を
受けた約200点の実物
化石標本と学術標本を
保管・展示しています。地
球環境や自然科学への
知的探求心を育てるさま
ざまな教育プログラムを
運営するための博物館
施設で、一般公開すると
ともに子どもたちを対象
にしたワークショップなど
を行っています。
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東京紀尾井町キャンパスは、城西大学･城西短期大
学の坂戸キャンパスと、城西国際大学の東金･安房キ

国際交流や情報発信の強化を
めざし、JOSAI はキャンパスの
拡充にも力を注いでいます。

坂 戸キャンパスでは新 複 合 棟「 2 3 号 館 」
（仮称）
などの整備が進む
坂戸キャンパスでは創立50周年事業として創立者

ャンパスを結ぶものとして2005年に開設されました。

の記念展示室を備えた水田三喜男記念館と新薬学

都心の中心地にあるキャンパスとして３大学の学生と

部棟が2017年３月に竣工しました。また水田記念図

大学院生が学んでいます。また、就職センターや国際

書館の東側に薬学部の実習室などを備えた22号館

学術文化交流センター、生涯教育センターなども設置

が2019年３月に完成。さらに、新しい城西大学の顔と

し、研究、国際交流、就職活動支援など学生へ幅広い

なる23号館（仮称）が、202２年春の竣工を目指して

支援を行うとともに、
さまざまなシンポジウムや講演会

2020年６月に着工しました。

等による情報発信も積極的に行っています。
本学が取り組む「幅広い教養と深い専門性を持ち、

優雅なアーチを描く屋根が特徴的な水田三喜男記
念館は地上２階建て約1,800㎡。創立者の記念展示

問題解決にあたる国際的な人材育成」のさらなる強

室のほか、講堂、多目的スペースなどを備え、同窓会

化を目指して2013年４月、東京紀尾井町キャンパスに

の事務局も置かれています。新薬学部棟は地上９階地

３号棟を建設しました。学校法人城西大学が取り組ん

下１階建ての約12,000㎡。キャンパス南東端に位置

でいる中期計画の目標達成のためにも政治や文化、

し、キャンパスの目印としても機能しています。研究室

グローバルな情報の中心である紀尾井町エリアでの

フロアでは、研究室間の壁を設けず、学生・教員の交

キャンパス強化となる３号棟建設は、重要なテーマで

流を促進する斬新な造りとなっています。

した。

“

開かれた〟 大 学へ

東京紀尾井町キャンパス３号棟竣工

さらなる教育施設の充実と

整 備 されるキャンパス──

学生・教職員・地域の
交流促す
「ハブ」
として

22号館は地上７階建て約8,000㎡。正面部分は塔

３号 棟は地 上５階・地 下１階 建て約 7 , 7 0 0㎡で、
2013年４月12日に竣工しました。各種教室に加え、
５

状のデザインとし、高いエントランスホールの吹き抜け
空間と合わせて、神聖な学び舎を象徴しています。

階には国際会議が開け、グローバルな情報発信が可

さらに既存の１、
２、
４号棟と実験センターの機能を

能な会議室を備えたほか、地下１階には大石化石ギャ

引き継ぐ新複合棟「23号館（仮称）」は、
７階建て延べ

ラリーを設置し、地域の方々などに広く公開するととも

面積は21,000㎡。大学正面からキャンパスのシンボ

に、子どもたちを対象にしたワークショップを行っていま

ルである清光会館へつながる“大学の顔”が大きく生

す。また、十分な耐震設計を施すと共に発電機等も備

まれ変わります。
１階部分をすべての面に開放した空

え、万が一の災害の際には学生や地域住民の方々の

間として、学生や教職員、地域との交流の接合点「ハ

防災拠点としても機能するよう設計されています。

ブ」としての機能をもたせているのが特徴です。大きな

また、東京紀尾井町キャンパスでは２０２２年２月竣

ひさし

庇の下のひとつながりの空間「JOSAI HUB」には、
ア

工を目指し、新２号棟（仮称）
も建設します。地上５階建

クティブラーニングやプレゼンテーション、カフェ、
ワー

て約２,０００㎡。
１０教室を備え、
１階に広い学生ラウン

クショップ、グループ学習など多様な学習スペースや

ジを確保するほか、上層階にも学生のためのコミュニ

学生の居場所を提供します。

ケーションスペースを配置。雑木林の庭や開放的な屋
上庭園も設けて緑化に配慮した造りとなります。

また、キャンパス入り口には門やゲートを設けず、文
字通り地域に開かれた大学を目指しています。

城西大学・坂戸キャンパスの23号館
（仮称）
完成予想図
22号館エントランス
（城西大学・坂戸キャンパス）

新薬学部棟
（城西大学・坂戸キャンパス）
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文 化・スポーツ振 興

学生や選手たちの活躍支える
各種施設
──情報発信、国際親善･交流活動の拠点としても活用
ＪＯＳＡＩでは、文化、スポーツにも力を入れています。
スポーツでは城西大学の男女駅伝部、陸上競技部、
男女ソフトボール部、硬式野球部、サッカー部などが活
躍。城西国際大学では硬式野球部のほか、軟式野球
部、女子駅伝部、サッカー部、女子ソフトボール部、剣

かしていくとともに、スポーツを通しての国際親善･交
流活動の拠点としても活用されています。

JOSAI SPORTS FIELD
坂戸キャンパス近くで整備が進められていた「JO

道部、柔道部などが活躍しています。整備が進む各種

S A I S P O R T S F I E L D 」は2 0 2 0 年９月に竣 工 。

施設が学生や選手たちを支えています。

55,500㎡の敷地に人工芝のサッカー場２面、ソフト

城西大学水田美術館
1979年に創設された城西大学水田美術館が、学
校法人城西大学創立45周年記念事業として、独立し

ボール場１面に加え、
アップダウンのあるランニングコー
ス（１㎞）
も備えています。城西大学では2021年度に
女子サッカーチームを創設する予定で、
「サッカーの
城西」の拠点となることが期待されています。

た建物として新たな装いにて、2011年12月９日に開

また硬式野球場は2020年３月、神宮球場と同じ仕

館しました。地上２階建て、延べ床面積670㎡におよぶ

様の人工芝化のリニューアル工事が完了しました＝写

館内にある３つのギャラリーでは、本学が所蔵する浮

真❶。

世絵コレクションの公開と共に、大学の紹介やさまざま
な企画展、大学のある坂戸や埼玉県など地域ゆかり
の文化の紹介など、地域に根ざしたさまざまな情報発
信の場としての活動を行っています。

PRINCE TAKAMADO MEMORIAL
SPO RTS PARK
（高円宮殿下記念スポーツパーク）
城西国際大学創立20周年記念事業の一環として、

１

千葉東金キャンパスでは2018年８月、
グラウンドが

公式試合が可能なサッカーグラウンドを備えたスポー

新たにソフトボール場・陸上トラックとしてリニューア

ツパークが2012年５月22日、東金キャンパスに隣接し

ルされました。ソフトボール場は人 工 芝で、周囲には

て完成しました。スポーツ振興や国際交流活動に尽力

300mの陸上トラックも整備されました＝写真❷。

した高円宮殿下（2002年薨去）のご功績を称え、
また
そのご遺徳を次代に継承すべく
「PRINCE TAKAM
ADO MEMORIAL SPORTS PARK（高円宮殿下
記念スポーツパーク）」と命名されました。約33,000
㎡の広さを持ち、公式試合が可能なサッカーグラウン
ドとクラブハウスおよび多目的広場（芝生）
などの施設
を有しています。またナイター設備や観覧席も設けて
います。青少年の育成など地域のスポーツ振興にも生

2

高円宮殿下記念スポーツパーク
（城西国際大学・千葉東金キャンパス）
水田美術館
（城西大学・坂戸キャンパス）

水田記念図書館
（城西国際大学・千葉東金キャンパス）
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ＪＯＳＡＩの歴史
1965
（昭和40） 1.25

学校法人城西大学設立認可
（水田三喜男初代
理事長）

4.1

城西大学開設 経済学部経済学科、
理学部数
学科・化学科
（水田三喜男初代学長）

1971
（昭和46）

4.1

城西大学経済学部経営学科開設

1973
（昭和48）

4.1

城西大学薬学部薬学科・製薬学科開設

1976
（昭和51）12.27

学校法人城西大学水田清子理事長就任

1977
（昭和52）

4.1

城西大学大学院薬学研究科薬学専攻修士課程
開設

1978
（昭和53）

4.1

城西大学大学院経済学研究科経済政策専攻修
士課程開設

1979
（昭和54） 3.25

1983
（昭和58）

城西大学水田美術館開設

4.1

城西大学大学院薬学研究科薬学専攻博士課程
開設

4.1

城西大学女子短期大学部開設
（経営学科経営
実務専攻･秘書専攻、
文学科日本文学専攻･英米
文学専攻）

1985
（昭和60）

4.1

国際文化教育センター設立

1987
（昭和62）

4.1

城西大学女子短期大学部専攻科開設
（日本文学
専攻･英米文学専攻）

1989
（平成1）

4.1

城西大学女子短期大学部専攻科開設
（経営実
務専攻･秘書専攻）

5.27
2005
（平成17） 1.21
4.1

学校法人城西大学東京紀尾井町キャンパス竣工
国際学術文化振興センター設立
城西大学大学院薬学研究科医療栄養学専攻修
士課程開設
城西国際大学経営情報学部総合経営学科改組
城西国際大学メディア学部メディア情報学科開設
城西国際大学大学院ビジネスデザイン研究科ビジ
ネスデザイン専攻、
大学院福祉総合学研究科福
祉社会専攻開設

4.19
2006
（平成18）

4.1

学校法人城西大学 城西国際大学薬草園開設
城西大学現代政策学部社会経済システム学科
開設
城西大学薬学部薬学科
（6年制）
、
薬学部薬学科
（4年制）
開設
城西短期大学ビジネス総合学科開設
城西国際大学観光学部ウェルネスツーリズム学科
開設
城西国際大学薬学部医療薬学科
（6年制）
開設

2007
（平成19）

4.1

城西国際大学福祉総合学部福祉総合学科改組

10.25

学校法人城西大学東京紀尾井町キャンパス2号
棟開設

1990
（平成2）

4.1

城西大学別科開設
（日本文化専修課程･日本語
専修課程）

2008
（平成20）

1992
（平成4）

4.1

城西国際大学開設
（経営情報学部経営情報学
科、
人文学部国際文化学科）

2009
（平成21） 6.30

環境社会学部環境社会学科設置届出書提出

1996
（平成8）

4.1

城西国際大学人文学部福祉文化学科･国際交
流学科開設

2010
（平成22）

城西国際大学環境社会学部環境社会学科開設

城西国際大学大学院人文科学研究科国際文化
専攻･女性学専攻修士課程開設
1998
（平成10）

4.1

城西国際大学大学院人文科学研究科比較文化
専攻博士後期課程、
大学院経営情報学研究科
起業マネジメント専攻修士課程、
留学生別科日本
文化専修課程･日本語専修課程開設

4.1

4.1
4.16

2011
（平成23）

4.1
12.9

2012
（平成24）

4.1

城西大学大学院理学研究科数学専攻修士課
程、
大学院薬学研究科医療薬学専攻修士課程
開設
1999
（平成11）

4.1

城西国際大学経営情報学部国際経営学科・福
祉環境情報学科開設

2000
（平成12）

4.1

城西国際大学大学院経営情報学研究科起業マ
ネジメント専攻博士後期課程開設

2001
（平成13）

4.1

城西国際大学経営情報学部サービス経営システ
ム学科、
人文学部メディア文化学科、
留学生別科
ビジネス･情報専修課程、
城西大学薬学部医療
栄養学科開設

2002
（平成14）

城西国際大学国際人文学部国際文化学科・国
際交流学科開設

学校法人城西大学創立45周年記念式典
城西国際大学メディア学部に
「映像芸術コース」
開設
城西大学水田美術館
（建物）
開設
城西大学大学院薬学研究科薬科学専攻
（博士
後期課程）
、
薬学専攻
（博士課程）
開設
城西国際大学大学院薬学研究科医療薬学専攻
（博士課程）
開設
城西国際大学看護学部看護学科開設

4.28

城西国際大学創立20周年記念式典

5.22

城 西 国 際 大 学「 P R I N C E T A K A M A D O
MEMORIAL SPORTS PARK
（高円宮殿下記念
スポーツパーク）
」
完成

4.1

城西国際大大学院国際アドミニストレーション研究
科国際アドミニストレーション専攻、
人文科学研究
科グローバルコミュニケーション専攻開設

4.12

学校法人城西大学東京紀尾井町キャンパス3号
棟開設

2015
（平成27） 2.12

学校法人城西大学東京紀尾井町キャンパス5号
棟開設

2013
（平成25）

城西大学女子短期大学部経営情報実務学科・
現代文化学科開設
（改組）
4.1

城西国際大学大学院人文科学研究科福祉社会
専攻修士課程、
国際アドミニストレーション専攻修
士課程開設

2003
（平成15） 1.25

創立40周年記念事業水田家生家修復修了・竣
工式

2016
（平成28）

4.2

4.1

城西大学経営学研究科ビジネスイノベーション専
攻修士課程開設

城西国際大学創立25周年記念入学式・福祉総
合学部理学療法学科開学式

2017
（平成29） 3.28

4.1

城西大学経営学部マネジメント総合学科開設

城西大学水田三喜男記念館・新薬学部棟竣工
式

2004
（平成16）

城西大学大学院理学研究科物質科学専攻修士
課程開設
城西国際大学薬学部医療薬学科、
福祉総合学
部福祉文化学科・福祉経営学科開設
4.19

24

学校法人城西大学水田宗子理事長就任

学校法人城西大学 JOSAI安房ラーニングセン
ター竣工

10.31

9.11
2019
（平成31）

学校法人城西大学創立50周年記念式典

学校法人城西大学上原明理事長就任

4.1

城西国際大学観光学部ウェルネスツーリズム学科
を観光学科に改称

4.24

学校法人城西大学東京紀尾井町キャンパス3号
棟に中国・上海交通大学日本研究センターが東京
事務所を開設

JOSAI SPORTS FIELD
竣工前の2020年8月に撮影
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この表紙は抗菌ニス加工をしています。
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学校法人 城西大学
H P https://www.josai.jp/

東京紀尾井町キャンパス

〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3-26

TEL 03-6238-1300

城西大学
城西短期大学

H P https://www.josai.ac.jp/

坂戸キャンパス

〒350-0295 埼玉県坂戸市けやき台1-1

TEL 049-286-2233

城西国際大学

H P https://www.jiu.ac.jp/

千葉東金キャンパス

〒283-8555 千葉県東金市求名1番地

TEL 0475-55-8800

安房キャンパス

〒299-2862 千葉県鴨川市太海1717

TEL 04-7098-2800

1

東京紀尾井町キャンパス・１号館の前庭には創立者・水田三喜男の句碑がある

