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Student Growth 

　1年次から理工学部独自の学習プログラムで

英語を重点的に勉強し、今では専門分野の英語

論文も読めるようになりました。エネルギー資源

学、生態圏科学、廃棄物処理工学など専門性の

高い授業が多く、学んできた理系科目と人間社

会とのつながりも見えてきました。学外活動では

世界の理系学生とディスカッションする会議や、

アジア開発銀行の年次総会に参加しました。今

後は大学院に進学し、植物プランクトンの研究を

行い、世界経済を発展させることができるような

プランクトンを発見することが目標です。

　世界中から集まった留学生をはじめとする個

性豊かな仲間たちと少人数クラスで学ぶ中で社

会や世界とのつながりを感じています。1年次に

アメリカ・南カリフォルニア大学に8か月間留学

して世界20か国以上の友人ができ、価値観や

視野が大きく広がり、自分自身の成長を実感し

ました。帰国後は国連協会主催の国際学生会議

への参加、文部科学省主催のプレゼンテーショ

ン大会、インターンシップ、大学祭実行委員など、

幅広い分野で活動しました。将来は世界の平和

のために文化と教育の力で貢献したいと思って

います。

国際的な研究者として
世界経済を発展させるような
プランクトンを発見したい。

留学生との交流や
アメリカへの留学経験で、

国際的な価値観を身につけました。

理工学部  4年生　田中 健児さん（東京都）

国際教養学部  4年生　繁野 昌美さん（東京都）



1460Days

　家族の病気を経験し、看護師をめざすように

なりました。1年次に韓国、フィリピンでの看護

研修に参加し、2年次はアメリカ研修で難民の

メンタルヘルスについて現地調査を行いました。

半年間の病院実習では、生きる力を引き出す看

護について深く考え、学ぶことができました。悩

みながらも、患者さんの「ありがとう」という言葉

に励まされ、皆と切磋琢磨しながら、より実践的

な知識・技術を身につけることができました。将

来の夢は看護師の専門性を活かして、難民の人

たちとともに笑顔あふれる社会づくりに寄与し

たいと考えています。

　「人間主義経営」の理念のもと、問題発見・解

決能力を磨き、社会で通用する実践的な学問や

スキルを身につけています。「ビジネス＆ロー」の

授業では一流企業の方々から講義を受けて、多

角的に物事を考え論理的に発信する力を伸ばす

ことができました。3年次には交換留学生として

フランス・国立レンヌ大学へ留学し、今やるべき

ことは何かを深く考え、意欲的に実践するように

なりました。将来の夢は外資系の金融企業に勤

め、経済的利益と社会的利益を共存させて一人

でも多くの人々を幸せにすることです。

看護師の専門性を活かして、
難民の人たちとともに

笑顔あふれる社会づくりを。

金融で社会的利益を生み出し、
世界中の人々の幸福に寄与したい。

看護学部  4年生　松本 奈桜さん（奈良県）

経営学部  ４年生　中田 賢一さん（大阪府）

大学生活の4年間（1460日）。

その貴重な一日一日を大切に過ごし、将来の方向性を見つけた学生に、

キャンパス内外での充実した歩みを振り返ってもらいました。



創価大学には魅力ある学び・プログラムが充実しています。
学部 学科 キーワード 学部独自のプログラム

経
　
済

経　済

人間主義経済、グローバル化、
就業力、産学連携、インターンシップ、

貧困と経済、環境問題、
人間力、社会貢献

●インターナショナル・プログラム（IP）
　 英語による学術スキル、コミュニケーション能力を鍛える。1年次から参

加できるシンガポール・カリフォルニアでの海外研修を実施。
●SUCCEEDプログラム
　 世界から集った留学生とともに、英語で経済学を学ぶ。
●海外研修、国内・海外インターンシップ
　 人間力を高める東北復興インターンシップ、国際対応力を高める香港・

マレーシアでのインターンシップを実施。

経
　
営

経　営

人間主義経営、社会貢献ビジネス、

地方創生、平和とビジネス、
公認会計士、就業力、

海外ビジネススクール、
アクティブ・ラーニング、

グローバル・ビジネス・リーダー、
CSR、環境経営

●グローバル・プログラム（GP）／ GPミッション
　 国連など国際機関やビジネススクールで社会的責任経営（CSR）を学ぶ

短期海外研修。ヨーロッパ・アジアの2つのプログラムを実施。
●海外ビジネススクール留学プログラム
　 海外のビジネススクールで経営学を学ぶ。ヴィクトリア大学、レンヌ大

学、ホーチミン市経済大学、バッキンガム大学。
● 国 内・海外インターンシップ
　 国内・海外で専門的就業体験をするプログラム。

法 法　律

平和／紛争、人間の安全保障、国連、

環境問題、公共政策、ビジネス＆ロー、

人権、格差・貧困、社会保障、

少子高齢化、ジャーナリスト

● Peace & Human Rights プログラム
　英語で平和・人権・環境を学ぶ。
●法学部 ダブル・ディグリー（DD）／長期留学
　 英国バッキンガム大学で学位を同時取得。法律・国際政治経済を専攻。

約８か月長期留学も可能。
●グローバル・ロイヤーズ・プログラム（GLP）

文 人　間

日本史、異文化、ロミオとジュリエット、

ユーラシア、マスメディア、
芸術・演劇・小説、言語学、哲学、

社会福祉士
（ソーシャルワーカー）

●ダブル・ディグリーコース（DD）
▪ 各種語学研修／夏にバッキンガム大学研修（3週間）、春にインド・デ

リー大学研修（3週間）、ロシア民族友好大学特別留学（2年次2月より
10か月間）。

▪ ８つの特 修プログラム／英語で人間学を学ぶ AKADEMIA（English 
Medium Programs）のほか、日本語教員を養成する日本語教育プログ
ラム、同基礎プログラムや、中国語・ロシア語特修プログラム、および
教員養成特修プログラム《英語》《国語》《社会》を実施。

教
　
育

教　育
人間教育、生涯教育、臨床心理、

高校無償化、カウンセリング、国際教育

● PEGASUS
　英語で教育学・心理学を学ぶ。
● 学校インターンシップ
　 公立の小・中学校に赴き、教育現場を実際に体験する。幼稚園インター

ンシップも開始。
●ミュージアム・エデュケーション
　美術館を教室にした学校インターンシップ。

児童教育
学校教育、学級崩壊、特別支援学校、

幼稚園、待機児童

国
際
教
養

国際教養
世界就職、実践的英語力、

グローバルマインド、異文化理解、問題解決力、

留学、国際的交渉力

●海外研修（全員必修）
　全員が1セメスターの海外留学を経験。

● 英語で学ぶ専門科目
　学部専門科目はすべて英語で実施。

理
　
工

情報システム工
人工知能、ロボット、

コンピュータ・ネットワーク、
アプリ開発、数理科学、データ分析

● 国際技術協力 EP
　 理工学の知識を新興国や開発途上国で活かせる人材を育成。
●プロジェクト・スタディーズ
　 少人数のチームに分かれ、チーム内で協力して課題に取り組む。共生創造理工

人工衛星、ナノサイエンス、

脳・神経、エネルギー、化学反応、
ゲノム情報、生物多様性、光・レーザ

看
　
護

看　護
生命、ヒューマンケア、

医療、終末期

● 国際看護学
　 先進国や開発途上国が直面する保健・健康に関する課題を学ぶととも

に、これまで国際協力などにおいて取り組まれた医療と看護の実践を
理解する。アメリカ、フィリピン、韓国の交流協定校への研修も実施。

●ビジネス＆ロー 連携プログラム
　�グローバルなビジネス戦略のための法・経営による産学連携プロ

ジェクト。



国際交流

文部科学省「スーパーグローバル大学創成支援」

世界各国にネットワークを持つ創価大学では、留学に対する充実した
サポート体制があるため、安心して留学に臨むことができます。

ウィットウォータースランド大学
（南アフリカ）ボローニャ大学（イタリア）

モスクワ大学（ロシア）

デラウェア大学（アメリカ）

北京大学（中国）

慶煕大学（韓国）

2017年度中間評価で最高評価『S』を獲得。世界で通用する人材を「多様性」で育成。
　本プロジェクトは、その根本に「多様性」というファクターがあります。多様性とは、言語・文化・歴史を認
知・理解するための重要なメソッドです。真の世界市民を育成するためには、実践的な教育と精神性を高め
る教育が必要です。本学では「多様性」を図る中で、世界で通用する人材を育成します。また、中間評価で、
本学が5段階評価（S ～ D）のうち最高の『S』評価（採択大学全37校のうち6校）を得ました。

●主な取り組みの達成目標と現状

外国人留学生数

語学基準達成学生数

日本人留学者数

外国語による授業科目数

●2013年度
（採択前年度）

●2013年度
（採択前年度）

●2013年度
（採択前年度）

●2013年度
（採択前年度）

●2017年度
（2018年3月時点の

暫定値）

●2017年度
（2018年3月時点の

暫定値）

●2017年度
（2018年3月時点の

暫定値）

●2017年度
（2018年3月時点の

暫定値）

●2023年度
（最終年度目標）

●2023年度
（最終年度目標）

●2023年度
（最終年度目標）

●2023年度
（最終年度目標）

1,162名

1,430名

1,247名

464科目

※当該年度の派遣数

※語学科目は除く

※当該年度の受入数

※ TOEFL iBT  80相当
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交流大学一覧 ▶

833名

1,110名

801名

482科目
最終年度

目標値達成

313名

296名

557名

120科目

世界58か国・地域、196大学のネットワーク（2018年3月現在）

Languages

Languages

Languages



奨学金制度

◀奨学金制度の内容や申込方法など詳しくはこちら

入学後に学業に集中できるように、創価大学ではさまざまな種類の奨学金制度が整っています。

▎創価大学創友給付奨学金 【入学前に予約】

◦ 入学前に予約が可能！ 経済的に困難な学生を支援！ 
　授業料・教育充実費の半額を４年間減免

150名
減免

▎創価大学給付奨学金 【入学後に申請】

◦  経済的に困難な学生を支援! 
　授業料・教育充実費の秋学期分を減免

120名
減免

▎特別奨学生制度 【各入試成績で選考】

◦ 入試成績優秀者を支援！ 
　授業料・教育充実費の半額を４年間減免

171名
減免

▎創価大学特待生  【入学後の成績で選考】

◦  成績優秀者を奨励！セメスターごとに15万円を給付200名
給付

延べ2
（2017年度の実績）

,862名が受給する創価大学独自の奨学金制度

▎創価大学牧口記念教育基金会 
看護学部生奨学金

◦ 経済的に困難な学生を支援！  年額25万円を給付　

給付 20名 【入学後に申請】

▎創価大学牧口記念教育基金会 
学部生奨学金

◦ 経済的に困難な学生を支援！  年額20万円を給付　350名
給付

【入学後に申請】

▎兄弟姉妹同時在籍者への 
給付奨学金制度

◦  兄弟姉妹が創価大学、創価女子短期大学に同時在籍となった場
合、入学金半額または全額相当額を給付

給付 全員基準
該当者

【入学後に申請】



入試インフォメーション

入試の種類 出願期間 試験日 合格発表日 選考方法

PASCAL 入試
（AO入試）

※理工学部・国際教養学部は
　実施しない

2018年
8月27日（月）～

9月5日（水）
（郵送 締切日消印有効）

2018年
10月14日（日）

第二次選考試験日

2018年
10月24日（水）

第一次選考　書類審査
（9月24日（月）結果発表）

第二次選考
Learning Through 
Discussion（LTD）・
小論文・面接および
第一次選考結果を

総合的評価

公募推薦入試 ※ 1

2018年
11月1日（木）～

11月8日（木）
（郵送 締切日消印有効）

2018年
11月17日（土）

2018年
11月28日（水）

書類審査
筆記試験（1科目）

面接

大学入試センター試験
利用入試

（前期3科目方式） 
※看護学部は実施しない

2018年
12月20日（木）～

2019年
1月18日（金）

（郵送 締切日消印有効）

2019年1月19日（土）・
20日（日）に実施される
大学入試センター試験を
受験すること

（本学独自の試験は課さない）

2019年
2月14日（木）

大学入試センター試験の
成績を得点換算

大学入試センター試験
利用入試

（前期4科目方式）

全学統一入試
（３科目方式） 2018年

12月20日（木）～
2019年

1月18日（金）
（郵送 締切日消印有効）

2019年
2月3日（日）

2019年
2月14日（木）

筆記試験（3科目）

全学統一入試
（2 科目方式）

※看護学部・国際教養学部は
　実施しない

筆記試験（2科目）

一般入試

2018年
12月20日（木）～

2019年
1月18日（金）

（郵送 締切日消印有効）

○経済・法・教育学部
　2019年2月7日（木）
○経営・文・国際教養学部
　2019年2月8日（金）
○理工・看護学部
　2019年2月9日（土）

2019年
2月17日（日） 筆記試験（3科目）

大学入試センター試験
利用入試

（後期3科目方式）
※看護学部は実施しない

2019年
2月22日（金）～

3月1日（金）
（郵送 締切日消印有効）

2019年1月19日（土）・
20日（日）に実施される
大学入試センター試験を
受験すること

（本学独自の試験は課さない）

2019年
3月11日（月）

大学入試センター試験の
成績を得点換算

※1 国際教養学部の出願資格・試験科目等は他の学部と異なりますのでご注意ください。

▌入試概要（2019年度入試情報）

※詳細は、必ず入学試験要項（web ページ）を確認してください。 入学試験要項▶



創価大学  アドミッションズセンター
〒192-8577 東京都八王子市丹木町1-236
Tel: 042-691-4617  Fax: 042-691-9310
www.soka.ac.jp/

創価女子短期大学  入試事務室
〒192-8577 東京都八王子市丹木町1-236
Tel: 042-691-9480  Fax: 042-691-9301
www.soka.ac.jp/swc/
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2018 8/11㊏㊗ ◀模擬授業、進学相談を中心に開催します      

① 受験生キャンパスツアー
お申込対象者 高校生、受験生、その保護者

所要時間 約1時間（希望により変更も可）
時　　間 平日（月～金）

9:30～17:00までの間のご希望の時間

②キャンパス アカデミック ビジット
Campus Academic Visit

祝日に実施する通常授業を公開して受験生の皆さんに体験していただくことができます。
この機会にぜひ、“ 創価大学の日常 ”を体感してください！

●2018年度の実施日程  9/17㊊㊗ ・24㊊

▶
ご予約は

こちらから

検 索創価大学  キャンパス  アカデミック  ビジット

主な
プログラム

歓迎フェスティバル、キャンパスバスツアー、入試問題「傾向と対策講座」（英

語、国語、数学）、体験 LTD（事前申込制）、学部企画・相談コーナー  ほか

好 評 受 付 中 !

オープンキャンパス
当日は無料で学食も体験できます！

創価大学
を

体験しよう！

参加者には

創大グッズを

贈呈

オープンキャンパスに
参加できない人は

▼

◀
創価大学
キャンパスガイド

（デジタル版）

◀
創価女子短期大学
キャンパスガイド

（デジタル版）


