
　応用言語学・経済学・不動産学の3研究
科を擁する浦安キャンパス。東京駅からＪＲ京
葉線快速で16分、人気の東京ベイエリア
「新浦安」に立地。フェンスもゲートもないフル
オープンのキャンパスは、明海大学の理念で
ある「国際性」「社会性」を具現化したものとし
て市民に親しまれている。
　外国語・経済・不動産学系を中心に28万
冊余りの蔵書を誇る図書館。平日の開館時
間は朝9時～夜8時まで。
　情報処理演習室は学部学生の講義に使わ
れるほか、オープンルームとして開放されている。
　学内フィットネスクラブ「Meikai Club」は、
温水プール（ジャグジー有り）・トレーニングジ
ム・マルチスタジオなどがあり、学生は入館料
100円で利用できる。
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明海大学の前身は、1970年創立の城西歯科大学。その後、1988年に外国語学部・
経済学部を開設。同時に「明海大学」と改称し、新しい街づくりが進む東京湾臨海
エリアの一角・千葉県浦安市に新キャンパスを設置した。1992年に日本初の不動
産学部を設置し、さらに2005年にはホスピタリティ・ツーリズム学部を新設。また、「国
際未来社会で活躍し得る有為な人材の育成」という建学の精神のもと、国際的視
野を広げる学問研究の充実をはかり、今では海外の39大学と交流提携をし、学生・
研究者・スタッフ間の学術・人的交流を積極的に推進。明海大学に大学院歯学研
究科（博士課程・坂戸キャンパス）が設置されたのは、1977年。建学の精神の一層
の発揚、高度の専門的知識・能力を有する人材の育成等を目的に、1998年4月、大
学院応用言語学研究科、経済学研究科、不動産学研究科（修士課程）を設置。
2000年4月には応用言語学研究科、不動産学研究科に博士後期課程を設置した。

明海大学プロフィール

　歯学部1～6年生と大学院生が学ぶ坂戸
キャンパス。教育・研究・臨床…歯学を学び、
研究するのに必要なすべての機能がここに集
まっている。　
　併設の付属病院は入院施設も完備して
いる総合病院。歯科大学の付属病院として
は例を見ないほど医科系の併設科目が充実
しているのが特徴だ。
　スーパー電子顕微鏡『エーカース』は、レー
ザー光線を使って細胞を生きたまま分離・観
察できる。
　CT・MRI エックス線や磁力を用いて、体
内の状況を撮影する装置。撮影した画像は
コンピュータ上に立体的に再現され、位置や
角度などを自由に動かして見ることができる。

1

2

3

4

2012
UNIVERSITY

坂戸キャンパス

浦安キャンパス

つくばエクスプレス

至 つくば

至 水戸柏
新松
戸南流

山

JR常磐
線

JR武蔵野線

上野

秋葉
原

JR総武線

JR京葉線
東京メトロ東西線

至 千葉

至 蘇我

西船
橋

浦安

新
木
場

新浦
安

東京

東京メトロ有楽町線

有楽
町

品川東京ディズニーリゾート

渋谷
代々
木

新宿

池袋

大宮川越
朝霞
台

所沢
坂戸

川角東武越生線

東武東上線

西国
分寺

表4 表1



南流山
MINAMI-NAGAREYAMA

つくばエクスプレス
TSUKUBA EXPRESS

至つくば
TO TSUKUBA

セブンイレブン

試験会場及び合格発表場所案内

セブン・イレブン
●

イオン

・所在地　千葉県浦安市明海1丁目
・経　路
　①JR京葉線・武蔵野線「新浦安駅」下車
　　徒歩約8分
　②東京メトロ東西線「浦安駅」下車
　　東京ベイシティバス③⑪⑱系統「浦安駅入口」より
　　約15分乗車「明海大学前」下車

●浦安キャンパス
　（応用言語学・経済学・不動産学研究科）

●坂戸キャンパス
　（歯学研究科）

・所在地　埼玉県坂戸市けやき台1番1号
・経　路
　①東武越生線「川角駅」下車徒歩約9分
　②東武東上線「坂戸駅」下車タクシー約15分

セブン・イレブン
●

イオン

○本冊子の応用言語学研究科・経済学研究科・不動産学研究科の教育課程に関する記載は、2016年度のカ
リキュラムに基づいて作成しています。担当教員及び主な研究指導テーマ等が変更となる場合は、速や
かに本学公式ホームページでお知らせいたします。

○過去の入学試験問題は、本学公式ホームページで公開しています。（歯学研究科を除く。）ただし、著
作権の関係等により、一部掲載していない部分があります。

個人情報の取り扱いについて

浦安キャンパス入試事務室
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明海大学　建学の精神

社会性・創造性・合理性を身につけ、
広く国際未来社会で活躍し得る有為な人材の育成をめざす

社会性
今や、人類共存の理念は、地球の資源問題、環境問題を抜きに考えられない時代を迎えました。地球規
模で進行しつつある高齢化社会に伴う労働社会問題、低迷を続ける国際経済問題、発展途上国における
社会経済問題等々、解決すべき問題は山積しています。これら全人類の課題と取り組み、人類の繁栄と
幸福を推進するため、和を重んじ、心豊かな社会性に富む人間を育成し、学際領域にも及ぶ総合的教育
研究を行います。

創造性
今日、科学技術・学術研究の先端が次々に新しい展開をしており、大学としてその時代の最先端をどの
ようにリードしていくかという課題に直面しています。しかし、大切なことは、一方的な技術の振興を
図ることではなく、技術の進歩と人間性の調和を図りつつ世界への貢献を果たさなければなりません。
人類の生き方について、未来からの挑戦を受けていると言われる今日において、学問の世界は、まさに
自然科学はもとより人文・社会科学などの分野においても激動の時代を迎え、学際的な領域から価値の
見直しが迫られています。知の継承、創造の拠点である大学はより国際競争力を強化し、大学の多様性
を発揮して、このような時代において、総合的見地から、国際未来社会を切り拓く創造性豊かな教育研
究を行います。

合理性
高度情報化社会を迎え、情報量は増大し、情報なくして個々の人間は、自己の意思決定すら出来ない感
を呈しています。科学技術の発達は、人々の生活様式を変え、価値観にも大きな影響を及ぼすことから、
科学技術の独り歩きは許されるところではありません。従って、科学技術のコントロールの完全を期す
るとともに人間性の発揚に心がけ、未来社会を切り拓く信念が重要となります。このため、合理性ある
教育研究の場を醸成します。
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アドミッション・ポリシー（本学の求める学生像）

本学では、「建学の精神」に基づき、「アドミッション・ポリシー（本学の求める学生像）」を定めています。

■研究科アドミッション・ポリシー

【応用言語学研究科】
応用言語学研究科では、人間の諸活動に深く関心を持って、言語とそれに関連する人の活動の領域から、過去、現在、未
来を通して、その解明の手がかりを求めていきます。私たちの環境は絶え間ない変化の中にあります。人を取り巻く環境
との関わりの中で、言語への深い関心を通して、今あるものから未来社会に求められる人の生き方を考え、新しい文化の
創造に貢献する高度な専門知識と能力を兼ね備えた、高度専門職業人と国際未来社会で活躍する人材を育成することを目
的とします。

博士前期課程では、言語とそれを取り巻く人文科学における基礎的な専門知識と外国語の能力及び研究に必要な資質を持
つ意欲的で真摯な次のような人材を求めています。
１　�言語学を基礎として、言語に関わる広い領域において問題を掘り下げて、研究領域に深い関心を持ち、得た知識を通
して社会貢献を行いたいと思う人

２　�日本の国内外における日本語教育あるいは国内の教育機関において国語科の教育に携わる意欲を持つ人
３　�日本の国内の教育機関において、外国語（英語、中国語）の教育に携わる意欲を持つ人
博士後期課程では、高度な専門知識と研究能力を持つ人で、次のような人材を求めています。
１　�言語とそれに関する人間の諸活動について、国際的な学術研究領域において、研究をさらに進めようとする意志を持
つ人

２　�日本語、英語、中国語の教育に対する新たな視野を広げる研究あるいはその具体的な実践において高度職業人として
推し進める意欲のある人

【経済学研究科】
経済学研究科では、以下に揚げる領域の諸問題に深い関心を持つとともに、それらの領域において求められている専門的
職業を担うための、あるいは経済学及びそれに関連する学術分野において、国際未来社会に広く通用する高度な専門知識
及び卓越した研究能力を身につけたいとの強い意欲を持つ人材を求めています。
１　国際経済、財政、金融、政策運営、公私の在り方等、経済学を直接、利用・活用し得る領域
２　�経済発展、環境、資源開発、福祉、人口問題等、既存の経済学が有効な解決法を十分に提供し得ていないと思われる
領域

３　企業経営や家計の生活設計等、現実の経済問題に実践的に関わる領域
４　税務、会計等、企業において実務上の専門知識を要する領域

【不動産学研究科】
不動産学研究科では、人間の活動に深く関心を持って、活動と活動の場の相互関係を解明する領域から、社会の在り方を
示す手がかりを求めていきます。都市、地域や建築など、私たちが活動する環境は常に変容しています。また、国や地域
など背景によって仕組みが変化します。そして、変容や変化は、環境や仕組みを合理的にしようとする取り組みによって、
よりよい方向に導かれます。不動産学研究科では、人間社会に普遍的な課題である環境や仕組みへの探究を通じて、国際
未来社会で希求される新しい活動の場の創造に貢献する、旺盛な意欲と高度な専門知識を兼ね備える人材を育成すること
を目的とします。

博士前期課程では、土地と建物及びそれを取り巻く地域や環境などで構成される不動産が、国民の生活や企業の活動の基
盤として大切であることを認識し、不動産学を構成する学問上の原理としての不動産法、不動産経済及び不動産工学の理
解のうえに、もしくは、生活者としての経験と問題意識に基づく知見を発展させて研究を行い、不動産学を通じて社会貢
献しようとする次のような人材を求めています。
１　�不動産市場、不動産投資及び不動産情報に興味を持ち、それらに係る理論研究、実証分析等の研究に取り組むことに
よって、社会的課題を解決することに強い意欲を持っている人

２　�不動産制度、不動産業及び不動産政策に興味を持ち、それらに係る実態調査や分析等の研究に取り組むことによって、
社会的存在としての不動産の効果的な活用とそれに対する公的関与の在り方を明らかにすることに強い意欲を持って
いる人

３　�不動産経営、不動産管理及び不動産専門家職能の高度化に強い関心や経験を持ち、それらの課題を掘り下げて研究す
るとともに、その成果としての専門的知見を実務的に、あるいは職業を通じて社会還元することに強い意欲を持って
いる人

博士後期課程では、高度な専門知識と研究能力を持つ人で、不動産の諸現象について既成の諸学問の枠組みを超えて研究
を行い、不動産学の発展に寄与することを通じて社会貢献しようとする次のような人材を求めています。
１　�人間の活動と活動の場の相互関係の表象である不動産に関する学際的学術研究領域を担うことに強い意欲を持ってい
る人

２　�人間の活動と活動の場の相互関係の改善に資する不動産専門職能に関する職能研究を担うことに強い意欲を持ってい
る人

【歯学研究科】
歯学研究科では、高度化・専門化した歯学医学の専門分野を学究する強い意欲を持つ次のような人材を求めています。
１　歯学の専門分野に高い関心を持ち、研究へ強い意欲がある人
２　幅広い視野を持ち、想像力が豊かでチャレンジする意欲がある人
３　創造性・国際性を兼ね備え、臨床活動あるいは知的創造活動を通して社会貢献を目指す人
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＊画面ボタンのデザインなどは予告なく変更となる場合があります。

最寄りの「ローソン」「ミニストップ」にある「Loppi」へ。

TOP画面の「各種サービスメニュー」よりお申込みください。

「各種申込（学び）」を
含むボタン

大学・短大、専門、
小・中・高校等お支払い

学び･教育･各種検定試験

http://www.family.co.jp

最寄りの「ファミリーマート」にある「Famiポート」へ。
http://www.circleksunkus.jp

最寄りの「サークルK・サンクス」にある「Kステーション」へ。

TOP画面の「学び・申込」よりお申込みください。TOP画面の「申込・請求（学び・教育）」よりお申込みください。

▼
　　　　　　　　　　  をタッチし、申込情報を入力して「払込票／申込券／受付票」を発券ください。

http://www.sej.co.jp

各種（入学検定料等）の
お支払い

「学び・申込」

明海大学大学院

各種（入学検定料等）
お支払いサービス

学び・教育

申込・請求

入学検定料等支払

学び・教育

TOP画面の「学び・教育」よりお申込みください。

最寄りの「セブン-イレブン」にある「マルチコピー機」へ。

＊お支払い済みの入学検定料はコンビニでは返金できません。
＊お支払期限内に入学検定料のお支払いがない場合は、入力された情報はキャンセルとなります。
＊すべての支払方法に対して入学検定料の他に、払込手数料が別途かかります。

コンビニのレジでお支払いください。※出願締切日は23：00までに完了してください。

お
申
込
み

お
支
払
い

出
願

下記のコンビニ端末にてお支払いください（インターネット不要）

「取扱明細書」または「取扱明細書兼領収書」の
「収納証明書」部分を切り取り、
写真票の裏面に貼付して郵送してください。

貼付する場合、「感熱・感圧紙などを変色させる場合があります」と記載のある糊は
使用しないでください。「収納証明書」が黒く変色する恐れがあります。

取扱明細書兼領収書

収納証明書

【操作などのお問合わせ先】　学び･教育サポートセンター  http://e-apply.jp/　※コンビニ店頭ではお応えできません。

2017年度  明海大学大学院  入学検定料支払方法のご案内

http://www.lawson.co.jp http://www.ministop.co.jp

払込手数料
入学検定料が5万円未満 432円
入学検定料が5万円以上 648円

●端末より「払込票」（マルチコピー機）または「申込券」（Loppi、Famiポート）または「受付票」（Kステーション）が
　出力されますので、30分以内にレジにてお支払いください。
●お支払い後は「取扱明細書」（マルチコピー機、Kステーション）または「取扱明細書兼領収書」（Loppi、Famiポート）を
　受け取ってください。

マルチコピー機
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・経　路
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明海大学　建学の精神

社会性・創造性・合理性を身につけ、
広く国際未来社会で活躍し得る有為な人材の育成をめざす

社会性
今や、人類共存の理念は、地球の資源問題、環境問題を抜きに考えられない時代を迎えました。地球規
模で進行しつつある高齢化社会に伴う労働社会問題、低迷を続ける国際経済問題、発展途上国における
社会経済問題等々、解決すべき問題は山積しています。これら全人類の課題と取り組み、人類の繁栄と
幸福を推進するため、和を重んじ、心豊かな社会性に富む人間を育成し、学際領域にも及ぶ総合的教育
研究を行います。

創造性
今日、科学技術・学術研究の先端が次々に新しい展開をしており、大学としてその時代の最先端をどの
ようにリードしていくかという課題に直面しています。しかし、大切なことは、一方的な技術の振興を
図ることではなく、技術の進歩と人間性の調和を図りつつ世界への貢献を果たさなければなりません。
人類の生き方について、未来からの挑戦を受けていると言われる今日において、学問の世界は、まさに
自然科学はもとより人文・社会科学などの分野においても激動の時代を迎え、学際的な領域から価値の
見直しが迫られています。知の継承、創造の拠点である大学はより国際競争力を強化し、大学の多様性
を発揮して、このような時代において、総合的見地から、国際未来社会を切り拓く創造性豊かな教育研
究を行います。

合理性
高度情報化社会を迎え、情報量は増大し、情報なくして個々の人間は、自己の意思決定すら出来ない感
を呈しています。科学技術の発達は、人々の生活様式を変え、価値観にも大きな影響を及ぼすことから、
科学技術の独り歩きは許されるところではありません。従って、科学技術のコントロールの完全を期す
るとともに人間性の発揚に心がけ、未来社会を切り拓く信念が重要となります。このため、合理性ある
教育研究の場を醸成します。

表2 表3



　応用言語学・経済学・不動産学の3研究
科を擁する浦安キャンパス。東京駅からＪＲ京
葉線快速で16分、人気の東京ベイエリア
「新浦安」に立地。フェンスもゲートもないフル
オープンのキャンパスは、明海大学の理念で
ある「国際性」「社会性」を具現化したものとし
て市民に親しまれている。
　外国語・経済・不動産学系を中心に28万
冊余りの蔵書を誇る図書館。平日の開館時
間は朝9時～夜8時まで。
　情報処理演習室は学部学生の講義に使わ
れるほか、オープンルームとして開放されている。
　学内フィットネスクラブ「Meikai Club」は、
温水プール（ジャグジー有り）・トレーニングジ
ム・マルチスタジオなどがあり、学生は入館料
100円で利用できる。
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2

3

4

明海大学の前身は、1970年創立の城西歯科大学。その後、1988年に外国語学部・
経済学部を開設。同時に「明海大学」と改称し、新しい街づくりが進む東京湾臨海
エリアの一角・千葉県浦安市に新キャンパスを設置した。1992年に日本初の不動
産学部を設置し、さらに2005年にはホスピタリティ・ツーリズム学部を新設。また、「国
際未来社会で活躍し得る有為な人材の育成」という建学の精神のもと、国際的視
野を広げる学問研究の充実をはかり、今では海外の39大学と交流提携をし、学生・
研究者・スタッフ間の学術・人的交流を積極的に推進。明海大学に大学院歯学研
究科（博士課程・坂戸キャンパス）が設置されたのは、1977年。建学の精神の一層
の発揚、高度の専門的知識・能力を有する人材の育成等を目的に、1998年4月、大
学院応用言語学研究科、経済学研究科、不動産学研究科（修士課程）を設置。
2000年4月には応用言語学研究科、不動産学研究科に博士後期課程を設置した。

明海大学プロフィール

　歯学部1～6年生と大学院生が学ぶ坂戸
キャンパス。教育・研究・臨床…歯学を学び、
研究するのに必要なすべての機能がここに集
まっている。　
　併設の付属病院は入院施設も完備して
いる総合病院。歯科大学の付属病院として
は例を見ないほど医科系の併設科目が充実
しているのが特徴だ。
　スーパー電子顕微鏡『エーカース』は、レー
ザー光線を使って細胞を生きたまま分離・観
察できる。
　CT・MRI エックス線や磁力を用いて、体
内の状況を撮影する装置。撮影した画像は
コンピュータ上に立体的に再現され、位置や
角度などを自由に動かして見ることができる。
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3

4
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