
No 学部 質問 回答

1 共通
横浜市のフォーラムやイベントにYCU生が招待されることがあると伺ったのですがどのよ

うなものがあるのか具体的にイベント名や内容を教えてください。

本学では横浜市で開催される以下のような国際フォーラムやイベントに学生が参加していま

す。

〇横浜市アジア・スマートシティ会議

→横浜ユースイベントという次世代育成セッションを行い、本学教員の指導のもと海外大学学

生と混成チームを編成し、研究成果を発表。専門家も参加。

〇フランス映画祭

→映画監督、プロデューサー、俳優等をゲストに本学での特別マスタークラスを開催。

→また、フランス語学習学生によるボランティアが映画祭で運営支援。

〇アフリカ開発会議（TICAD）

→会議の運営や各国首脳アテンド等で学生がボランティアとして参加。

→本学学生を含む全国学生による政策提言発表。

→世界銀行など国際機関が主催するイベントで学生がボランティアとして参加。

〇大倉山国際学生フォーラム

→ハーバード大学を始めとするアメリカやカナダの世界トップ大学の学生と交流。

また、ボランティアとしては、横浜市から大学に参加依頼をいただく場合があります。横浜マ

ラソンや世界トライアスロン大会（横浜大会）では横浜市大枠として依頼があります。イベン

トの他、横浜市国際交流協会と協働でウクライナ避難民の方々の支援をしたり、市以外ですと

神奈川県からベトナムフェスタやあーすフェスタ、湘南国際マラソンなどの大規模イベント等

のボランティアの募集をしています。

2 看護 IB入試をされる方で看護学科へ出願される人数は毎年どのくらいいるでしょうか？

過去の入試結果よりご確認ください。なお、看護学科の国際バカロレア特別選抜は、2021（令

和３）年度入試より導入した選抜区分となります。

https://www.yokohama-cu.ac.jp/admissions/admissions/result.html

3 共通
入学の合否判断は共通テストと二次試験のみで行うのでしょうか？また、共通テストと二

次試験の科目を教えて欲しいです。

ご質問に該当する選抜区分が一般選抜であれば、第1次試験として大学入学共通テスト、第2次

試験として本学で行う個別学力検査の総合点で合否を決定しますが、科目は学部・学科により

異なりますので、詳しくは入学者選抜要項でご確認ください。

https://www.yokohama-cu.ac.jp/admissions/admissions/documents/index.html

4 共通
一般選抜は前期のみの募集となっていましたが、後期の募集は、していないということで

すか？

本学の一般選抜後期日程の募集がある学部は、理学部とデータサイエンス学部のみです。

※理学部は2023（令和5）年度入試より新規導入

「Online Open Campus 2022（国際教養学部/国際商学部/理学部/データサイエンス学部）」Q&A
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5 共通 TOEFL500と英検準一級が入学時点で取れてないと留年するのですか？

ご質問の内容から推測すると、PE（Practical English）という、全学部共通で必修の英語の授

業の単位認定に関わる話だと思いますが、PEの単位修得のためには、授業に８割以上出席し、

最終的にTOEFL-ITPで500点以上を取得する必要があります。ただし、入学時点で英検準1級

相当の英語資格がある方は、PEの授業の履修が免除となります（免除対象の英語資格の基準は

変更する可能性もあります）。英検準１級相当の英語資格がない学生は、PEを履修し、各学

部・学科で決まった時期までに単位を修得しないと進級できません。入試においては、選抜区

分によって出願時に英語資格の提出が必要な特別選抜がありますので、詳細は入学者選抜要項

等で確認してください。

6 共通
指定校推薦などの資格取得の要項に英検2級と書いてありますが、2級の中で何点以上など

の条件はありますか？

出願に必要な英語資格の基準は、学部および選抜区分により異なりますので、入学者選抜要項

等で確認してください。

7 共通
一般選抜のA方式で受験をした場合、A方式が受からなくてもB方式が受かっていたら合格

とみなされますでしょうか。

一般選抜でＡ方式・Ｂ方式それぞれの定める大学入学共通テストの指定教科・科目を両方式と

も満たしている場合、両方式の審査対象となります。また、合格はどちらか一方の方式のみで

す。（なお、一般選抜でA方式・B方式があるのは、国際教養学部、国際商学部、理学部の前

期日程のみです）

8 共通 入試の時間割がもしわかっていたら教えていただきたいです。
各選抜区分の学生募集要項で確認してください。

なお、一般選抜の学生募集要項は11月下旬公開予定です。

9 共通

2023年度の公募制学校推薦を受験する為、大学HPに公開されている2022年度版の志願理

由書を用いて練習しているのですが、志願理由書の質問内容などが、実施年度によってガ

ラッと変わることはありますか？

大幅に変わる場合は、事前に予告することが多いですが、必ず受験する年度の学生募集要項を

確認し、正しいもので提出してください。

10 共通 小論文の解説を、大学の施設で閲覧できるようなのですが、印刷は可能でしょうか。
本学では模範解答を公開しておりません。市販されている問題集の模範解答例はご覧いただけ

ます。なお、印刷できません。

11 共通
一般選抜の場合、履修していない科目の受験は可能ですか？また、A方式B方式の合格のし

やすさに違いはありますか？

大学入学共通テストや個別学力検査において、高等学校等で履修していない科目でも受験可能

です。ただし、大学入学共通テストの『簿記・会計』『情報関係基礎』を選択解答できる者

は、高等学校または中等教育学校において、これらの科目を履修した者および文部科学省の指

定を受けた専修学校高等課程の学科を修了（見込み）の者に限ります。また、出願時に方式の

選択は不要です。それぞれの方式で合格者平均点が異なるため、一概にはお答えできません

が、両方式の対象となるよう受験した方が、チャンスが広がると言えます。

12 共通
B方式を受験しようと考えているのですが、共通テストの科目ごとの平均点から得点調整を

行うなど、科目ごとの差がないようにする取り組みなどは行ったりしていますか？
本学では得点調整を行っていません。

13 共通

オープンキャンパスの事ではないのですが、市立大学はその市に在住している受験生の方

が有利との話しを聞いたことがありますが、やはり市内の高校生を積極的に受け入れる傾

向にあるのでしょうか？

志願者・合格者・入学者のうち、市内在住者の割合は高いですが、居住地は選抜において一切

関係ありません。入学時に納入する金額が市内在住者は割引になります。
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14 共通
オンライン授業の場合は、自分のPCを使用するのでしょうか？それとも貸与などはあるの

でしょうか？

貸与はないので、ご自身のPCを準備する必要があります。PCの推奨スペック等は入学手続書

類でお知らせしています。

15 共通 他の学部の方との交流はあるのか。
全学部共通で必修の授業（PEや教養ゼミ）や共通教養の授業、または、部活動やサークル活動

で交流を持つことができます。

16 共通 総合型選抜について詳しく知りたいです。

以下のWebページもしくは、インスタグラムでも情報発信していますので確認してください。

（総合型Webページ）https://www.yokohama-

cu.ac.jp/admissions/admissions/special_selection/sougou/index.html

（アドミッションズセンター　インスタグラム）

https://www.instagram.com/ycu_admi2055/

17 共通
一般選抜で行きたいのですが必要な勉強時間量や、共通テストはA方式ではなくB方式でも

可能ですか？

勉強時間は個人差があると思いますが、平日は帰宅後から寝るまで、休日も部活が終わってか

らなど、長時間勉強している方が多い傾向にあります。

詳しくは、以下のWebサイトに学生のCampus Life や受験体験の記事がありますのでぜひご覧

ください。

https://www.yokohama-cu.ac.jp/admissions/yokoshiri/index.html

また、大学入学共通テストは本学が指定している科目を満たしていれば、どちらの方式でも受

験可能です。なお、必要科目を満たしているかどうかは、大学側が自動集計するため、出願時

に方式を選択する必要はありません。

18 共通 英検はどの級を取っていれば理想ですか？

特別選抜で受験する場合は、学部および選抜区分ごとに、提出が必要な英語資格の基準がある

ので、詳細は入学者選抜要項等で確認してください。高い級・スコアを保有していると加点し

ている選抜もあるので、少しでも高いスコア・級を保有しておくとよいと思いますが、総合判

定結果によっては、不合格となることもあります。

一般選抜においては、出願時に英語資格の提出は不要ですが、入学後の英語教育を見通して、

高等学校卒業程度の英検2級相当の英語力があることが望ましいです。

19 共通
今回の講演を聞いて英語の重要性がわかったのですが、資格で言うとどの程度の英語の実

力があれば講義についていけますか？
入学時までに高等学校卒業程度の英検2級相当の英語力があることが望ましいです。

20 共通 説明に使用されていたスライド等の資料は後ほど公開して頂けますか？
アーカイブサイトをOPENしておりますので、是非ご覧ください。https://www.yokohama-

cu.ac.jp/admissions/news/2022/onlineoc2022_settingup.html

21 共通
寮生活をしている人はいるのか(いるならどのくらいいるのか)英語の2次試験ではどのよう

な対策をすれば良いのか

本学には寮はありませんので、アパートなどで一人暮らしをしている学生が多いと思います。

一般選抜英語の2次試験対策ですが、語彙数が多いので速読（や英訳、和訳）の練習が必要で

す。

過去の入試問題は以下より確認してください。

https://www.yokohama-cu.ac.jp/admissions/admissions/kakomon/index.html
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22 共通
Q&AコーナーでPractical Englishが免除される基準があると聞きました。英検とTOEICの免

除基準を教えてください。

以下のWebページより、「英語教育に関するご案内」に詳細を記載していますので参考にして

ください。（入学手続書類に同封されます）なお、掲載されているものは、2022（令和4）年

度の入学者対象の内容ですのでご注意ください。

https://www.yokohama-cu.ac.jp/academics/core/prep/index.html

23 共通 実際に施設を見て回ることが可能な時はありますか？

現在は、キャンパス見学申込書をご記入いただければ、年末年始（12/28～1/3）や入試実施

日（大学入学共通テストや2次試験等）、毎年11月中旬の停電日等を除き、自由に金沢八景

キャンパス内を見学できます。

学術情報センター（図書館）、生協食堂や売店（原則 平日昼営業）もご利用いただけます。

ただし、それ以外の建物・教室内等への立ち入りはご遠慮ください。

詳細は以下の「キャンパス見学」のページでご確認ください。

https://www.yokohama-cu.ac.jp/admissions/event/index.html#03_campus

その他、学園祭の実施については、Webサイトでご確認ください。

24 共通

開始時間の最初に、zoomの設定に時間を取られてしまい、最初の数分が視聴出来なかった

のですが、インスタグラムではすべてのプログラムが再視聴できるのでしょうか？　よろ

しくお願いいたします。

一部を除き、アーカイブサイトにて公開しております。

https://www.yokohama-cu.ac.jp/admissions/news/2022/onlineoc2022_settingup.html

25 共通 オススメの本を教えてください
早期合格者向けの入学前教育に課題図書があるので、そちらを参考にしてください。

https://www.yokohama-cu.ac.jp/academics/core/prep/index.html

26 国際教養
国際教学部では英語の授業は週何コマぐらいあるのでしょうか。また英語で行われる授業

などありますか？

全学部共通の必修科目であるPE（Practical English）は、週３回、オールイングリッシュです

が、必修以外にも英語の授業を履修すればさらに多くなります。また、PE以外にもオールイン

グリッシュの英語の授業はあります。

※教養学系に進まれた場合は、初習外国語も必修です。

27 国際教養 国際教養学部で、英語の教員免許は取得できますか。
教職課程の所定の科目を履修し、実習等を行えば、中学校および高等学校教諭一種教員免許状

（英語）の取得が可能です。

28
国際教養・

国際商
国際商学部と国際教養学部は同時に受験することは可能でしょうか 同一日程で実施する入試は、複数学部への出願はできません。

29
国際教養・

国際商

1次試験を受けて、国際教養学部と国際商学部の2つの学部を志願することは可能ですか。2

次試験の日程は確認したところ同日でしたが、可能であるかお聞きしたいです。
同一日程で実施する入試は、複数学部への出願はできません。

30 国際教養学部 国際教養学部は女子のほうが多いとうかがっていますが何か理由があるのでしょうか?
性別は選抜および合否に一切関係ありませんが、国際教養学部で学ぶ内容が女性の方がより興

味を示す傾向にあるようです。
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31 国際教養学部

他の国際系の学部を持つ大学と明らかに違うポイント、アピールできると感じるポイント

は何か。自分は英語の先生になることを志しているが、今回のオープンキャンパスを参考

にすると、都市関係の学習の方により力を入れているように感じるが、そういった英語力

の増強に焦点を置いている生徒に有益な点はどこか。

アピールポイントを一つ挙げるとすれば、やはり、少人数教育による教員との距離の近さで

す。それ以外の特徴は、是非アーカイブ動画でご確認ください。

また、国際教養学部には国際英語プログラムがあり、英語および英語関連科目の学修を通し

て、高い思考力・英語運用能力と課題解決に向けた実践力を身に付けることができます。な

お、教職課程履修者は、このプログラムの修了が必須です。

32 データサイエンス
データサイエンス学部に行きたいのですが、知識がほとんどなく入学してから理解できる

のか分からないです
入学時点では、そこまで構える必要はないと思います。

33 データサイエンス

データサイエンス学部の総合選抜型についてです。1次もしくは2次審査の点数が同点と

なった場合、優先される事項はありますか？また、文系の学生のプレゼンにはどのような

ものがありましたか？

同点の場合、同じ判定となるため、判定結果が異なることはありません（同順位として扱いま

す）。

また、プレゼン内容は、アドミッションズセンターのインスタグラムのアカウントで合格者対

談の動画がありますので参考にしてください。

（アドミッションズセンター　インスタグラム）

https://www.instagram.com/ycu_admi2055/

34 理
高一なのですが、理系の大学に進むにはやはり数学が得意じゃないといけないのでしょう

か。また、大学院に行かないで研究系の会社に就く人、教職免許を取る方はいますか？

理系の学部の入試においては、数学が必須科目となる大学が大多数だと思いますし、大学の授

業でも数学の知識は必要ですので、今のうちから基礎固めをしておくとよいと思います。ま

た、進学せずに研究職になる方や教員になる方ももちろんいます。詳しい進路先は、大学案内

等で確認してください。

35 理 理学部ではどのような資格が取れるのか知りたい
教職課程を履修し、実習等を行えば、中学校および高等学校教諭一種教員免許状（理科）が取

得できます。

36 理
理学部の概要説明会で、英語が大切だとおっしゃっていましたが、英検やTOEICなどの資

格は大体どのレベルまで取得しておくべきですか。
No.18、19を参照してください。

37 理

先程質問できなかったことを伺いたいと思います。理学部の一般選抜が大きく変わります

が、大問の数も大きく減るのでしょうか？また、理学部の理科の試験について、Webサイ

トに90分間と書いてあったのですが2科目合わせて90分という意味ではなく、それぞれが

90分の計180分のテストとなっているのでしょうか？部活動についてのことなのですが、理

学部の人でも福浦キャンパスの医学部の部活に入ることは可能なのでしょうか？

理学部一般選抜前期日程（方式共通）の個別学力検査の試験時間は以下の通りです。

外国語：90分

数学：120分

理科（２科目選択）180分

詳細は、入学者選抜要項、もしくは11月下旬に公開予定の一般選抜学生募集要項で確認してく

ださい。

また、部活動について、異なるキャンパスでも入部可能です。

38 理
理学部の英語の二次試験については、医学部の過去問を参考に取り組むで良いのでしょう

か？

サンプル問題を公開していますので、参考にしてください。

https://www.yokohama-

cu.ac.jp/admissions/admissions/general_selection/2023teisei_EnglishSample.pdf

39 理・データサイエンス
質問コーナーで聞きそびれた内容です。理学部の留学は必修ですか。データサイエンス学

部の留学はありますか。また、必修ですか。よろしくお願いいたします。

どの学部も留学は必須ではありません。

本学の留学については、大学案内や以下のWebページから確認してください。

https://www.yokohama-cu.ac.jp/ytog/index.html

40 理 大学院にはいかずそのまま就職するという人は年間で何人くらいですか？ 理学部では、毎年3～4割の学生が進学せずに就職しています。
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41 国際教養

オープンキャンパスがなくても大学へ見学に行って良いですか。A方式にもB方式にも当て

はまるものを受験した場合、B方式では点数が高いものから順に採用されますか。国際教養

学部のことなのですが、自分が選んだ初習外国語が人気だった場合、その授業をとれない

ことはありますか。

キャンパス見学については、No.23をご参照ください。

一般選抜前期日程（国際教養学部・国際商学部・理学部）Ａ方式・Ｂ方式それぞれの定める大

学入学共通テスト科目を両方式とも満たしている場合、両方式の審査の対象となります。合否

判定は、方式ごとに合計得点の高い者から順に合格とします。ただし、両方式とも合格対象と

なった場合は、どちらか一方の方式の合格者として発表されます。

講義の定員をオーバーした場合、抽選により履修者を決めることがあります。抽選から外れて

しまった場合、希望の授業をとれないことがあります。

42 共通 国際教養学部のどのくらいの割合の学生が海外からの留学生でしょうか。
今年は、8名の学生が外国人特別選抜で入学しました。また、交換留学生の受け入れを再開

し、後期には、欧米アジア各国から25名を受け入れています。

43 共通
時間の都合上質問できなかったのでここで失礼します。空港関係に興味があるのですが、

空港関係に進む学生はいらっしゃいますか？

新型コロナウイルス感染症の影響により、航空業界は、2020、2021年度は新採用募集を停止

していたため進路実績がありませんが、コロナ禍前は例年、複数の学生が航空業界に進んでい

ました。また採用再開した今年度は、既に内々定報告を複数件受けています。

比較的、国際教養学部出身者が多く進んでいますが、国際商学部や理学部から航空業界に進ま

れた方もいます。

44 共通 スポーツの分野に就いた卒業生はいますか？

スポーツにかかわる業界や職種は多岐に及んでおり、プロの選手に限らず、スポーツ経験を問

わない業界・職種として球団運営やスポーツ用品メーカー、スポーツイベント企画など、幅広

い分野で卒業生が活躍しています。プロ野球選手になった卒業生もいます。

45 国際商

大学ではマーケティングを中心に学びたいと考えているのですが、将来就きたい職業は決

まっていないので不安です。その点で、インターンシップや就職支援のサービスはどのよ

うに行われるのか教えていただきたいです。また、どこの地域に就職する人が多いのか知

りたいです。

キャリア支援センターでは、入学時より在学生一人ひとりに応じた様々な進路選択のサポート

を行っています。専門のキャリアコンサルタントによる「キャリア・進路相談」や、学年や専

攻等に合わせた「キャリア・就職イベント（対面・オンライン）」、国内外の多様なインター

ンシッププログラムの紹介、進路選択に役立つ「書籍等の貸出・閲覧」「OB・OG検索」等、

いずれも在学生であれば、どなたでも利用可能です。

インターンシップについては、本学学生の参加枠が設けられたプログラムもあります。またコ

ロナ禍においても国内外ともにオンライン形式でのプログラムを提供しました。

国内外に幅広いエリアに就職していますが、特に首都圏の企業・団体等が多い傾向です。企業

の多くが集積している東京に次いで神奈川県・横浜市内で活躍している卒業生も多くいらっ

しゃいます。

46 共通
過去に国連などの方面に進んだ方はいらっしゃいますか。

アジアアメリカヨーロッパ以外の地方への留学のサポートは何かありますか。

世界保健機関(WHO)や国際協力機構（JICA）などの国際機関に就職した卒業生がいます。

また、国連食糧農業機関（FAO）駐日連絡事務所やJICA横浜、国際農業開発基金（IFAD

）日本連絡事務所など、横浜国際協力センター（みなとみらい）内にある国際機関でのイン

ターンシップを経験している学生もいます。

また、オセアニア・アフリカ地方への本学留学プログラムはございません。
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47 国際商
公認会計士の勉強をしながらでもグローバル人材としての能力を十分に身につけることは

可能ですか。

可能です。公認会計士試験に関係する科目も整備されている他、試験のみならず学術的な研究

を専門にしている先生からは会計学に関する概念的なスキルも教授されます。英語科目と合わ

せれば、グローバルに活躍できるスキルが身につくと思います。

48 国際商 国際商学部で起業を目指すならどのような会社が向いていますか？

どのような会社かという問いに答えるのは難しいですが、経営に関する実践的かつ理論的な科

目が充実している本学部の講義を主体的に学べば、自ずと見えてくるのではないかと思いま

す。

49 国際商 起業する際に国際商学部で学んだことはどのように役立ちますか？

起業に限らず、「経営する」ということは、お金、人、モノ、情報などの経営資源を効率的・

効果的かつ時間軸の面からもバランスよく運用していくことが求められます。本学部ではこれ

らを実践的・学術的に学ぶことのできる講義が用意されているため、起業の際にも役立つこと

と思います。

50 国際商 普段の生活で経営学、経済学、会計学などの学習が役立つ場面はありますか。

たくさんあります。部活やサークル、アルバイトなどではメンバーにやる気を持って行動して

もらう必要があると思いますが、このことは経営学における人的資源管理の理論が役に立ちま

す。経済学におけるインセンティブ設計の理論でも説明できたりします。またこうした組織の

活動にはお金が必要ですが、そのお金をどのように管理するかは会計学の知識が役に立つこと

でしょう。このように考えれば私たちの普段の生活にも関わっていることが分かるかと思いま

す。

51 国際商

国際商学部では一年生の時に経営学、経済学どちらも学ぶと聞きましたが、他大学の商学

部で行っているような商学部の授業はありますか？もしあればどのような授業や勉強をし

ているのか知りたいです。

１年次には必修科目の経営管理論のほか、経営学入門・簿記入門・経済学入門などの入門科目

を主に履修します。各科目の授業内容は本学Webサイトに掲載されているシラバス

（https://www.yokohama-cu.ac.jp/citizens/syllabus/syllabus.html）から確認することもで

きますので、参考にしてください。

52 国際教養学部

２つ質問したいことがあります。1つ目は国際教養学部の４つのクラスターについてです。

私は「人間」のクラスターを選択したいと思っているのですが、「人間」のクラスターを

選択したとしても「文化」や「社会」のクラスターの科目は選択可能なのかが気になりま

した。2つ目は初習外国語についてです。外国語の授業には、教養基礎と教養実践があるよ

うですが、４年間かけて同時進行でこの２つのことを学ぶのでしょうか。それとも、教養

基礎2年、教養実践2年のように分けて学ぶのでしょうか。

「人間科学」クラスターを選択した場合でも、「国際文化」や「国際社会」クラスターの科目

を履修することは可能です。初習外国語は、教養基礎Ⅰ→教養基礎Ⅱ→教養実践→専門外国語

の順に、段階的に履修をすることを推奨しています。

53 国際商
マーケティング論と会計学を学びたいと思っているのですが、この2つを同時に学ぶことは

できるのか教えて頂きたいです。

専門科目の中からマーケティング論や会計学関係の科目（公会計論、会計学原論、国際会計

論、管理会計論等）を選択して履修することは可能です。ただし、国際商学部では２年次後期

にゼミに配属されますが、マーケティング論・会計学両方のゼミに所属することはできませ

ん。

54 国際教養

現在ある公開用のシラバスに書いてある内容は、現役の大学生が受けている授業の内容で

すか。現在パンフレットに載っている国際教養学部の授業を検索したところ、その科目の

コースのところに国際総合科学部と書いてあるのもあったので、国際総合科学部と書かれ

ているその科目は現在も教養学部で受けられるか気になりました。

講義によっては、一部学科等の所属名称が更新されていない場合がありますが、公開用のシラ

バス（https://www.yokohama-cu.ac.jp/citizens/syllabus/syllabus.html）は現役の大学生が

受けている最新の講義のシラバスが掲載されています。
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55 国際商

国際商学部について3つほど質問させてください。

・第二外国語授業の有無について

・実践的な学びの中で英語での会話があるかどうか

・コンピューターやAIに関しての講座やゼミ、特別授業などはあるか

・第二外国語授業の有無

→国際商学部では必修科目ではありません。選択科目として履修することは可能です。

・実践的な学びの中で英語での会話があるかどうか

→国際商学部においては、専門科目において英語で行われる科目があります。

・コンピューターやAIに関しての講座やゼミ、特別授業などはあるか

→主に１年次で履修する共通教養科目において、「情報リテラシー」などのコンピューター関

係の科目があります。

56 国際教養

Q.国家公務員一般職（大卒）の試験の中で、専門科目というのがあります。その対策とし

て、政治学、憲法、民法Ⅰ、民法Ⅱ、ミクロ経済、マクロ経済、社会学、行政学を学びた

いと思ってるのですが、国際教養学部か国際商学部に入った時に、この８つを学ぶことは

可能ですか？Q.教員を目指していなくても国際教養学部に入っても良いですか？

共通教養科目として、政治学入門、日本国憲法、民法入門、社会学入門などを履修することが

できます。また、国際商学部においては専門科目として民法・物権、民法・債権、ミクロ経済

学、マクロ経済学、国際教養学部においては専門科目として社会学などが開講されています。

ただし、大学の授業は公務員試験に特化したものではありませんので、公務員を目指している

学生の中には外部の公務員講座なども活用している学生もいるようです。国際教養学部は、教

員免許取得を目標とした学部ではないため、教員を目指していない方も入学可能です。

57 国際教養 国際教養学部教養学系のゼミではどのようなことをしていますか。

国際教養学部の学部リーフレット（https://www.yokohama-

cu.ac.jp/admissions/admissions/documents/pdf/2023_YCU_kokusai_kyoyo_tsunagari.pdf

）に教員紹介が掲載されています。ご自身の興味のあるテーマを研究されている先生を調べて

いただき、シラバス検索（https://www.yokohama-cu.ac.jp/citizens/syllabus/syllabus.html

（※））をしてみてください。なお、「演習」と記載されているものが、ゼミの授業になりま

す。

※担当教員名等で検索を行ってください。

58 国際商 公認会計士になるために、取っておいた方がいい科目はなんですか？

公認会計士の受験科目と同じ名称の講義科目（短答式試験では「財務会計論」、「管理会計

論」、「監査論」及び「企業法」の4科目、論文式試験では上記に加え、選択科目（「経営

学」、「経済学」、「民法」、「統計学」のうち、受験者があらかじめ選択する１科目）は、

いずれも国際商学部で開講されています。(※「企業法」とは、「会社法」、「金融商品取引

法」などです。)ただし、これらの講義は公認会計士受験のため（受験対策のため）に開講し

ているのではなく、国際商学部のカリキュラムポリシーに沿った授業内容となっています。ま

た、「簿記入門」では日商簿記検定3級を、「商業簿記Ⅰ・Ⅱ」、「工業簿記」、「原価計算

論」では日商簿記検定2級を想定した講義内容となっています。したがいまして、公認会計士

の前提となる、簿記の授業を履修し、公認会計士受験科目と同じ名前の科目については履修す

ることをお勧めします。

59 共通 TOEFL500点が取れずに留年してしまう人はどのぐらいいますか？

年度によって異なりますが、学年全体約1,000人のうちの2～3% 程度です。一方で、本学では4

月に実施されるTOEFL試験や入学前にTOEFL500点相当のスコアを取り、入学直後から

Advanced Practical Englishなどステップアップの科目へ進む新入生の割合が年々増加してい

ます。英語学習は継続が何より大事ですので、大学入学をゴールとせず、継続して取り組むこ

とをお勧めします。

60 理
自分はまだどんな研究をしたいのかが分からず、どの研究室に入りたいのかがわからない

のですが、どの研究室に入るかというのはいつ頃決めればいいのでしょうか。

研究室配属は３年次の後期に行われます。２年次後期及び３年次前期の演習等で研究室配属に

ついても、指示、指導があると思います。
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61 データサイエンス 情報工学について学ぶことはできますか。

2023年度開講予定の科目は「YCU大学案内2023」に記載されております。興味のある科目に

ついては、入学前にポータルシステムからシラバスを参照（https://www.yokohama-

cu.ac.jp/citizens/syllabus/syllabus.html）することもできます。

62 データサイエンス
プログラミングを学ぶ際にどのような観点で学習していきますか。将来の選択肢の幅広さ

ということでしょうか。

Python言語を学びデータを計算機で処理する基本技術から企業や官公庁と連携したPBL

（Project Based Learning、課題解決型学習）へと繋げていきます。近年連携している企業に

ついては大学ホームページの「データサイエンスセミナー」をご参照ください。

63 理
腸内細菌について興味があるのですが、それについて研究されている教授はいらっしゃい

ますか。
各教員の研究内容については、大学Webサイトにてご検索ください。

64
国際教養・

国際商

国際教養と国際商学で留学のしやすさ・実際の留学率・留学の定員の差などはあります

か？

いずれの学部にも特に定員は設定しておらず、留学率にも差はありません。長期留学プログラ

ムの場合、留学先にっては国際商学部のみを対象とした協定校もあります。詳しくは留学パン

フレット（2022年度時点）をご参照ください。

https://www.yokohama-cu.ac.jp/ytog/global/overseas_study/dr3e64000001lmr2-

att/a1649124047091.pdf

65 共通
留学について、コロナウィルス等で留学できない場合はどのような代替をしていた(今後同

じような場合が起きた際の代替)について教えていただきたいです。
長期・短期ともにオンライン留学という選択肢をご用意しています。

66 共通 留学先にはどのような国がありますか。オーストラリアは留学先に入っていますか？

留学パンフレット（2022年度時点）をご参照ください。

https://www.yokohama-cu.ac.jp/ytog/global/overseas_study/dr3e64000001lmr2-

att/a1649124047091.pdf

なお、オーストラリアは本学留学プログラムの渡航先には含まれていません。

67 国際教養
国際教養学部で、中高の英語教諭の免許を取ることと留学することをすべて実現すること

は可能ですか？また、できる場合、4年間で卒業することは現実的と言えますか？

留学時期や期間により４年間での卒業が難しい場合もありますが、中高の教員免許を同時に取

得することは可能です。

※未回答の質問は、アドミッションズセンターへ直接問い合わせてください。（TEL：045-787-2055　平日8：30～17：15※土日祝・年末年始等を除く）


