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● 交通アクセス

白金キャンパス 品川駅から
［JR 山手線・京浜東北線・東海道線・横須賀線・東海道新幹線／京浜急行線］
高輪口より都営バス「目黒駅前」行き乗車「明治学院前」下車
※徒歩の場合は約17分

目黒駅から
［JR 山手線／東急目黒線／東京メトロ南北線／都営地下鉄三田線］
東口より都営バス「大井競馬場前」行き乗車「明治学院前」下車
※徒歩の場合は約20分

白金台駅から
［東京メトロ南北線／都営地下鉄三田線］2番出口より徒歩約7分

都営バス 約6分

JR東海道線 約27分

江ノ電バス 約7分

横浜キャンパス

白金キャンパス

品川駅

戸塚駅

キャンパス間のアクセス

白金キャンパス　〒108-8636　東京都港区白金台1-2-37 TEL 03-5421-5111（代表）

横浜キャンパス　〒244-8539　神奈川県横浜市戸塚区上倉田町1518 TEL 045-863-2007

明治学院大学ホームページ https://www.meijigakuin.ac.jp/

経済学部オリジナルホームページ https://econ.meijigakuin.ac.jp/

入試についてのお問合せは「入学インフォメーション」へ
TEL 03-5421-5151 （月～金曜日の午前9時～午後4時、土曜日は正午まで。ただし、祝日は除きます。）

白金キャンパス白金キャンパス

横浜キャンパス横浜キャンパス

meiji gakuin university the faculty of economics
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横浜キャンパス 戸塚駅から
［JR 東海道線・横須賀線・湘南新宿ライン／横浜市営地下鉄ブルーライン]
橋上改札階段下または地下改札5番出口から、東口バスターミナル8番乗場にて
江ノ電バス「明治学院大学南門」行き乗車「明治学院大学正門」または「明治学院大学南門」下車（乗車約7分）

この印刷物は、「FSユースマット紙」を使用しています。本用紙の作成にかかる費用の一部は、
東日本大震災遺児の心のケア活動、教育支援のための募金として役立てられます。

21-07

白金高輪駅から
［東京メトロ南北線／都営地下鉄三田線］
1番出口（目黒駅側／エレベーター有）より徒歩約7分

高輪台駅から
［都営地下鉄浅草線］A2番出口より徒歩約7分

高輪ゲートウェイ駅から
［JR 山手線・京浜東北線] 徒歩約13分
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実践的かつ時代に応える

教育プログラムで、

協調性に富んだ人材を育みます。

明治学院の有する歴史と伝統は、キャンパスに独特の雰囲気をもたらします。

白金キャンパスは、国の重要文化財にも指定された歴史的建造物があり、落ち着いた雰囲気に満ちています。

横浜キャンパスは、自然豊かな緑に囲まれ、国際的でモダンな空気に包まれています。

このパンフレットでは、経済学部ではどのような人材を育てたいと考えているのか、

現役生だけでなく、卒業生にも登場してもらうことで、

キャリア・パスとしての明治学院大学経済学部を理解していただければと考えています。

Introduction

社会人になった卒業生から、講義をしっかり聞いておけばよかった、今からでも学びなおしたい、といった声がしばしば届き

ます。それは、社会人になって様々な経済問題に直面し、経済学部の学びの重要性に気付かされるからだと思います。

経済問題の内容は、ネットで検索すれば理解できるかもしれません。しかし、例えばマイナス金利政策の内容はわかっても、

それが日本経済にとってよいことなのかはネット検索ではわからないでしょう。ネットには様々な意見が溢れており、どれが正

しい意見なのかを判断するのは難しいからです。そして、このような判断を自分でできるようにするためには、経済学や経営

学、そして分析方法などを学び、それらをベースに判断していく練習が必要なのです。皆さんが卒業したときには、金利が

マイナスからプラスに転じて、マイナス金利政策そのものの知識はもう役にたたないかもしれません。しかし、経済学部で

養ったその判断力は、金利がプラスになってもあてはめることができるでしょう。

明治学院大学経済学部では、経済学の基本であるミクロ経済学・マクロ経済学をしっかり身に着けたうえで、それぞれの

学科の特色ある勉強をします。経済学科は、将来の希望職種に応じたポリシー・アナリシスコース、企業・制度デザインコー

ス、グローバル・スタディーズコースの３コース制を用意しています。経営学科では、学術的理論を企業実務につなげるディ

スカッション型授業の充実に力を注いでいます。国際経営学科では、グローバル人材を育てるために、2年次秋学期にカリ

キュラム留学を体験します。

社会に出る前にじっくりと経済学・経営学と向き合い、社会に出てから実際の経済や経営に直面したときの思考のベース

を形成して欲しいと考えています。

商品やサービスの生産活動、市場を介した生産
物の交換活動とその消費活動という、巨大な経
済活動の上に成り立つ現代社会。経済学科では、
こうした現代社会の経済システムを理解し、諸
問題に向き合い、その対処法を主体的に選択で
きる社会人養成をめざします。

economics経済学科

Business Administration経営学科

international Business国際経営学科

Navigator

木澤 達英 

企業の現場で活躍できる人材をめざし、「経営学
分野」「マーケティング（商学）分野」「会計学分
野」をバランスよく効果的に学んでいく経営学
科。演習や隣接科目、資格取得講座での学びも
活かして、高い専門性を持ちながらも、広い視
野から企業活動を捉える能力を身につけます。

刻々と変動する経済環境の中で、言語や価値観、
政治体制の違いを乗り越えて展開される国際ビ
ジネス。国際経営学科では、このダイナミズムの
中で活躍する力を身につけるため、企業の諸問題
をグローバルな市場環境の中で理解する学力、国
際的コミュニケーション能力を養います。

経済社会へ繋がる一歩は、ここからです。

経済学部長　佐々木 百合

出 身高 校 ： 明治学院東村山高校
ゼミの専攻 ： 比較経済思想史
就職内定先 ： ホンダ開発株式会社

Navigator

出 身高 校 ： 明治学院高校
ゼミの専攻 ： マーケティング
就職内定先 ： 株式会社みずほ
　　　　　　フィナンシャルグループ

Navigator

出 身高 校 ： 埼玉県立蕨高校
ゼミの専攻 ： ファイナンス
就職内定先 ： 三菱UFJモルガン・
　　　　　　スタンレー証券株式会社

経済学科案内役

経営学科案内役

国際経営学科案内役

各学科紹介

経済学科4年生

鈴木 のん 経営学科4年生

中矢 めぐみ 国際経営学科4年生



自分の興味に

合わせて
じっくり考えを

深めていきます。

3、4年次の研究の
礎となる
科目です。

主な演習（ゼミナール）テーマ 主な演習（ゼミナール）テーマ 主な演習（ゼミナール）テーマ

実践教育
Practical education

経済学科

経営学科

国際経営学科

教養と経済学の基礎を習得
経済学のはじめの一歩であるミクロ経済学とマクロ経済学を全員が学びます。さ
らに少人数で英語のスキルを磨く「英語コミュニケ̶ション」、先生を囲んで学ぶ
「基礎演習」や「現代社会と経済」などを受講することで、一方的に講義を受ける
のではなく、自発的に学習に参加する喜びを感じてもらうことを目指しています。

教養と企業活動の基本を学ぶ
経営学入門、マーケティング入門、会計学入門の3講義を通じて、企業活動を社
会科学的に理解するための基礎力を養い、経営学科で学ぶことの意義を考えま
す。またコミュニケーションのための語学学習に加え、表計算ソフトによるデー
タ処理、発表・討論のためのプレゼンテーション技術を習得します。

経済学・経営学を初めにバランス良く学習
ビジネスや経済に関する基礎科目を修得し幅広い考え方を習得します。また、15
名前後の「基礎演習」では、専門分野に関する調査・報告の方法を身につけます。
留学準備のための「preparation for study abroad」、グローバルコミュニケーショ
ン能力を高めるための英語クラスが設けられています。

入学直後の少人数教育として「基礎演習」（1年次）を設
置しています。文献調査、レジュメ作成、プレゼンテー
ション、ディスカッションなど、大学での学びのスキル
を習得します。(経済学科・国際経営学科)

経 済 学部
the faculty of

economics

economics

Business
Administration

international
Business

経済学科

●国と地方政府の財政活動についての研究
●金融・国際金融に関する課題研究
●労働経済学（日本型人事制度とワークライフバランス施策）
●情報経済学・金融システム論
●ミクロ経済学をゲーム理論的観点から学ぶ
●日本経済の実証分析
●開発経済学の理論・政策
●グローバリゼーション（人＆金融＆情報）研究
●ヨーロッパの歴史・文化・経済に関する研究　など

●企業と情報（経営戦略の視点から）
●組織行動論、経営組織論
●企業経営の過去・現在・未来
●コンテンツ・ビジネスと法
●消費者行動とマーケティング戦略
●市場戦略、消費文化、ブランド・マネジメント
●情報技術とマーケティング戦略
●企業の会計システム
●税のスペシャリストをめざす　など

●国際経営論、異文化マネジメント、中国、台湾などの
華人経済圏における企業の経営

●異文化経営における人間の心理と行動について
●日本企業の企業戦略 ●経営組織論・経営戦略論
●国際商取引論と実証的ビジネススキル
●応用ミクロ経済理論 ●計量経済学・データ分析
●イタリア文化史 ●企業ファイナンス・インベストメント
●金融経済の理論と実証 ●企業の財務報告とその分析
 ●企業会計 ●Leadership in Literature ●Public Speaking　など

economics 経営学科 Business
Administration 国際経営学科 international

Business

01

この講義ではデータの集め方およびデータを処理し分
析する方法について習得します。また、データを用いて、
会計ファイナンス、経営、各国のマクロ経済の動向を分
析します。（国際経営学科）   経済学科でも「経済情報処理」
が開講されています。

3年次にはゼミナール（略称、ゼミ）が始まります。ゼミでは、10名程度に履修者が教員とと
もに議論・調査・研究を行い、関心のある特定分野について掘り下げます。2年かけて取組ん
だ課題を、個人研究の成果として卒業論文にまとめ、4年次の秋学期に発表会で報告します。

主に1年次の学生を対象とした「ワークショップ1」では、少人数のグループワークを
通じて、ディスカッションやプレゼンテーションの技術を磨いていきます。チーム一
丸となって実際の企業情報を収集し、講義で習ったばかりの知識を使ってデータを分
析して、その結果を他のグループの前で発表します。受講生相互の討論や教員との対
話を通じて、高校までとは違う、大学での学びを実感することになります。（経営学科）

少人数にフォーカスした教育で、
『対人力』を高める。

初
年
次
教
育

ゼミナール（3年次～）
研究テーマを絞りながら専門分野を追求し、卒業論文の完成を目指す。

ワークショップ1
グループワークでプレゼン能力を強化

データ分析入門
データ分析で経済・経営を理解

基礎演習
社会で活かせる力の基礎

経済学科では、「現代経済特講1(金融の基礎知識とデリバティブ)」を開講しています。金融庁、日本銀行、民間
の金融関係団体で組織する「金融経済教育推進会議」 による連携講座です。社会人にとって必要な金融知識の
ほか、金融各業界の現状と課題やその業務内容、デリバティブ取引の概要など実践的・発展的な内容も扱うオ
ムニバス形式の授業です。また経営学科では、「経営学特講」を開講しています。経営者の視点、会計士の視点、
投資家の視点、実務家の視点、非営利の視点といった様々な角度から、第一線で活躍する専門家・企業家の方に、
現代企業の実態・今後あるべき姿について講義していただきます。いずれの講義も経済学部生は受講できます。

特別講義
現代企業の実態を解き明かす。
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英語を通じて

自分の可能性
の

幅を広げる
語学教育

Language Education経済学部英語プログラム責任者
井川ジェニファー准教授
松園保則准教授

聞く、読む、話す、書く　４つの力で世界とつながる国際人に
ビジネス、日常、アカデミックなど、多岐にわたる分野に触れながら、英語における4つのスキル（リスニング、
スピーキング、リーディング、ライティング）の土台を固めることを目指します。1年生対象の科目として、ブリ
ティッシュ・カウンシルと共同開発した「英語コミュニケーション」や “English for Business Communication *”、
EdulinX社と共同開発した“e-learning”（TOEIC対策＆アカデミック英語学習の組み合わせ）、ビジネス環境
を想定した「ビジネス英語」があります。

ドイツ語は、広大なロシアを除くとヨーロッパ最大
の言語人口を持っています。その数は英語よりも多
いのです。加えてドイツはフランスと並んで政治的、
経済的にEUの柱となっている国です。文化的には
音楽、文学、哲学は言うまでもなく、近年は多くの
日本人選手も活躍しているドイツ・サッカーの人気
も高まっています。グリム童話に描かれた豊かな自
然や中世の古城に憧れる人もあるでしょう。ドイツ
語を学んでドイツの文化を実感してみませんか。

ビジネスや経済に焦点を合わせて、4つのスキルを確実に向上させることを目標とし、さらに、経済にまつわる
様々な内容を英語で学びます。科目別で見ると、“English for Business Communication*”や「ビジネス英語」
では、ビジネス環境で必須な語彙・文法力を鍛え、Emailやレポートの作成、プレゼンテーションも行います。さらに、
経済に関する様々な話題に触れる「経済英語」、日本経済・企業の歴史や現状を把握する “Business in Japan”、
海外の最新の経済事情や問題を扱う「経済事情（英語）」や「外国書購読」、これらは全て英語で授業を行います。

ビジネスや経済に焦点を合わせて、高度な受信力と発信力を身につけることを目指し、さらに、専攻に関する内容
を英語で深く学びます。科目別で見ると“English for Business Communication*”では、ビジネスや経済関連の教
材を用いて内容理解力の向上を図るとともに、要約、分析、批評、討論の方法を学び、ライティングやプレゼンテー
ションを多く行います。さらに、「国際経営学特講」では、担当教員の専門領域に関するトピック（Development 
Economics, English Critical Reading and Thinking Skills, Intercultural Studiesなど）について、英語で学びます。

● 4年間の共通語学教育

ドイツ語 German

言語の種類 初習外国語：フランス語・ドイツ語・スペイン語・中国語・韓国語・ロシア語　　選択科目：アラビア語・タイ語・イタリア語・ギリシャ語・ラテン語

英語は国際人にとってツールとなるもので、経済学部
生向けの英語プログラムでは、学生の皆さんがその
ツールを上達させることを主な目的としています。
私達の英語の授業では、リスニング（聞く）、スピー
キング（話す）、リーディング（読む）、ライティング
（書く）、これら4つの主要な言語スキルをバランスよ
く向上させることを目的とし、同等に重要とみなし
ている4つの各スキルに対して時間を均等に費やし
ます。このことで、言語受信（リスニングとリーディ
ング）と言語発信（スピーキングとライティング）の
両方を上達させることができます。仲間たちと会話
をする、アカデミックな話題に関する講義を聞く、
ニュースを読む、メールを作成する、などを全て英語
でできるような学習を行います。
4つの主要な言語スキルに焦点を当てた学習は 、学
生のモチベーションや言語の上達に対して良い影響
を与えます。私達の願いは、学生たちが自信のあるス
キルだけを使うのではなく、あまり得意としないスキ
ルを受け入れて、そのスキルを向上させることです。
このことで、自分自身で気付いて振り返りながら学び、

言語学習に対して前向きな姿勢が持てるようになり、
最終的には、英語の主要なスキルが全てバランスよく
身についた人材へと成長することができます。
私達のカリキュラムの目的を維持する助けになるよ
うに、広範囲に及ぶ英語の教材を使って革新的な学
習活動を行っています。教科書は総合的なもので、
学生たちが将来就く仕事の中で実際に使われて役に
立つ言語や内容に触れることができます。学生たち
の好奇心や分析的な思考を刺激することを目指して
これらの教材を使用ししています。教科書の中では、
新しく、そして考えさせられるようなトピックが登
場します。これらのトピックは、英語力を伸ばす練
習をしながら世界について学ぶことができ、結果的
に国際人になれるよう導いてくれます。こうしたト
ピックについて学び、考え、コミュニケーションをと
ることで、経済学部生たちが、卒業後に企業に就職し
て社会に貢献できる人材になってもらいたいと願っ
ています。
クラスは20名程度と比較的少人数で、非常にインタ
ラクティブな授業を行っています。学生同士のペア

やグループ、そして担当教員とコミュニケーション
をとる時間は十分にあります。リスニング＆スピー
キングクラスを例に挙げると、授業の中でパート
ナーを頻繁に変えますが、このことで、複数の意見が
聞ける機会が持てるだけではなく、自分の意見を述
べる機会も多くなります。人と繰り返しやり取りを
行う演習が、リスニング力とスピーキング力の向上
に繋がります。躊躇することなく自信をもって英語
で意見交換できるように、演習の際には準備する時
間を学生たちに与えます。さらに私達は、自主的に
学ぶ人材になるための確実な方法を提示すること
で、学生たちが言語習得における苦労や難題を自ら
対処して克服できる能力を育てることを目指してい
ます。
私達の革新的で将来を見据えた授業を通じて、世界
と繋がる英語というツールが使える国際人になるこ
とができます。学生の皆さんが、英語を通じて他の
国や文化を学ぶことはもちろん、分析的な思考や表
現力を伸ばしてほしいと願っています。

English is a tool for global citizens , and the 
ma i n  goa l  o f  t he  Eng l i sh  cu r r icu lum for  
Faculty of Economics students is for students 
to develop that tool.
In our Engl ish classes , we a im to develop 
the four ma in l anguage sk i l l s  ‒ l i sten ing ,  
speak ing , read ing , wr it ing ‒ in a ba lanced 
way,  devot i ng equa l  t ime to each equa l ly 
important ski l l . This a l lows our students to 
become bet ter at both language recept ion 
（ l i s t e n i n g  a n d  r e a d i n g） a nd  l a n g u a g e  
production （speaking and writing）. Therefore, 
our students will be prepared to, for example, 
have casua l conversat ions with col leagues , 
listen to lectures on academic topics, read the 
news, and write emails, all in English.
This focus on the four main language skil ls 
h a s  p o s i t i v e  e f f e c t s  f o r  b o t h  s t u d e n t  
mot ivat ion and language development .  We 
want students to use not only the ski l ls they 
a re  con fident  i n ,  but  a l s o  recog n i z e  a nd  
improve sk i l ls that might not be so strong . 
Th is helps students become sel f -aware and 
re flec t i ve  l e a r ner s  a nd  cont r i bu t e s  t o  a  

positive attitude toward language learning. In 
the end, this system can lead to English users 
with a good balance of all the main skills.
To help support our curr icu lum goa ls , we 
use comprehensive English teaching materials 
a n d  i n n o v a t i v e  a c t i v i t i e s .  T h e  c o u r s e  
textbooks are integrative and expose students 
to language and content that is accessible and 
u s e f u l  f o r  t h e i r  c a r e e r s .  We  u s e  t h e s e  
materia ls to st imulate student curiosity and 
critical thinking. The textbooks cover several 
new and thought -provok ing top ics .  These 
topics allow students to learn about the world 
whi le practicing their Engl ish abi l it ies , thus 
leading them to be international cit izens . By 
learning, thinking, and communicating about 
s uch  t o p i c s ,  s t udent s  i n  t h e  Facu l t y  o f  
Economics wil l be in good posit ions to enter 
the work force and contribute to society.
C l a s s e s  a re  r e l a t i ve l y  sma l l ,  ab ou t  2 0  
students ,  and h igh ly i nteract ive .  There is 
plenty of t ime for communicat ion between 
students in pairs , small groups , and with the 
instructor. In l istening and speaking classes , 

for  i nst a nce ,  s t udent s  f requent ly  change 
partners , which means they not on ly get to 
l isten to several students’ opinions , but they 
also get many opportunities to express their 
own op i n i ons .  Th i s  k i nd  o f  repeat ed  but  
engag i ng pract ice  le ads  t o  l i s t en i ng  a nd 
speaking fluency. Students are allowed time to 
prepare so that they will be less hesitant and 
more con fident to sha re t he i r  op i n ions i n 
Eng l i s h .  Moreover ,  we  s t r ive  t o  deve l op  
students’ abi l ity to manage and overcome 
language difficulties themselves and situations 
themselves by providing reliable strategies to 
become independent learners.
Through our progressive and forward-looking 
courses, students are able to become international 
cit izens ready to use the tool of Engl ish to 
connect with the world. We hope they not only 
lea rn about  ot her count r ie s  a nd cu lt u res 
through Engl ish , but a lso develop their own 
critical thinking and expressive skills. 

英語だけにとらわれない、多彩に学べる語学教育

国際的な教育で語学力を身につけ、
『グローバル』に成長する。

中国語 Chinese

イタリア語を全く知らない学生でも学べるよう
に、最初の段階から学習します。ひとりで予習・
復習できるようにCD付の教科書を用い、授業で
は文法などのポイントを説明します。
また、授業では、“Buon giorno!” の挨拶から始ま
り、発音練習、簡単な会話を行います。学生がイ
タリア語を楽しく学び、簡単な会話ができ、文章
を読み書きできるようになることが授業の到達目
標です。

イタリア語 Italian

3・4
年
次

2
年
次

1
年
次

＊ English for Business Communicationは国際経営学科生に特化した科目です。

経 済 学部
the faculty of

economics 02

吉田 真准教授 手塚 奈々子教授

街角で中国語の放送や中国語の表記に触れる機会
が増える中、中国語を学べば、中国大陸だけではな
く、台湾、香港、シンガポールなどでも通じます。
学部科目の「経済事情」でもリアルな中国事情が紹
介されています。さらに、中国・台湾へのフィール
ド・スタディや短期長期の留学など語学力を生か
すプログラムも充実しています。中国との経済的
関係が緊密な今、中国語の実力を身につければ卒
業後の進路選択においても役立つことでしょう。

洪 潔清准教授

05 06



他国の経済を、
自分の目で見る！

なかなかできない

体験です。

海外がより身近に

なって、視野が
広がりました！

国際教育
International education

短期から長期までの留学で、
『行動力』を身につける。

海外へのフィールドスタディ
現地のフィールドは、「生きた教科書」。海外での課題を実践的に理解する。

グローバル人材に不可欠なグローバル・コミュニケーション力とグローバル体験の2つを
強化するために、留学先では語学研修はもとより経済学やビジネスの勉強、市場調査を行
います。国際経営学科では2年次秋学期に、最長半年間の留学を通じて、豊かな経験を積ん
でいます。留学プログラムで選べる国や地域はヨーロッパ、北米、オセアニア、アジアと
様々です。留学期間も3ヵ月から半年間と様々です。あなたにぴったりの留学先がきっと
見つかります。経営学科と経済学科も協定校などを利用した長期留学ができます。

留学プログラム

ヨーロッパ Europe

オセアニア Oceania

アジア Asia

北アメリカ North america

アジアから欧米まで広がる留学先

現地での外国語交流による専門分野の学び。

経済 学部
the faculty of

economics 03

グローバルな人材を養成するために、様々な国際交流プログラムを提供。フィールドスタ
ディは、イタリア、ドイツ、アメリカ、中国、台湾などを訪れ、現地のフィールドを「生きた
教科書」として捉え、世界ではどのような経済的な問題があり、その解決のためにどのよう
な政策、工夫が為されているのかを現地の人々を交えて意見交換をしたり、聞き取り調査
を行ったりし、問題を実践的に理解するための実習講義です。現場での体験と議論を通し
て、問題をじかに感じ、自らの力で解決策を探ります。他大学の経済学部にはない、明治学
院大学の教育理念、そして学科の実践志向を体現化した授業です。

海外フィールドスタディは、国際経営学科の学生だけでなく、経済学部の
他学科の学生にも門戸が開かれています。台湾への渡航前に「事前研究」
にあたる講義に参加し、台湾や華人圏の経済事情などを学びます。授業時
間は、参加者がテーマを決定、プレゼンテーションを行い、他のメンバー
を交えて質疑応答を行います。台湾での滞在期間は約2週間、費用は20
万円程度です。現地では日系企業や商業施設の訪問、本学協定校との交流
など、台湾社会や経済、日台ビジネス事情の現場を確認します。在学中の
台湾など、アジアでの滞在経験は、就職活動で話題になることが多いこと
から、後輩にお勧めであると多くの先輩から聞いています。

台湾でのフィールドスタディ

講義では、北イタリアの各都市・その独特な知的文化を学び、現地調査のた
めに準備します。現地滞在では、各都市でイタリア人の司祭や教授達との交
流、教会や美術館等への訪問により北イタリアの代表的文化を体験します。ナ
マのイタリア文化を、イタリアの人 と々の出会いそして文化遺産訪問によって具
体的に体験し、現代のありかたと共に西洋文化の基を知ることが目的です。

イタリアでのフィールドスタディCase 

Case 

01

02

❶ オックスフォード大学ハートフォードカレッジ（イギリス・オックスフォード市）
University of Oxford, Hertford College

❷ダブリンシティ大学（アイルランド・ダブリン市）
Dublin City University

❸ザグレブ経済経営大学（クロアチア・ザグレブ市）
Zagreb School of Economics and Management

❹ガリシア大学（スペイン・ラ＝コルーニャ県）
Centro de Estudios Superiores Universitarios de Galicia(CESUGA)

❺ブリティッシュ・コロンビア大学（カナダ・ブリティッシュコロンビア州）
University of British Columbia

❻プリンス・エドワード・アイランド大学（カナダ・プリンスエドワード島）
University of Prince Edward Island

❼ミネソタ州立大学マンケート校（アメリカ・ミネソタ州）
Minnesota State University, Mankato

❽カリフォルニア大学リバーサイド校（アメリカ・カリフォルニア州）
University of California, Riverside

※上記提携先は変更になる場合があります。

❾モナッシュカレッジ（オーストラリア ヴィクトリア州）
Monash College

10西オーストラリア大学 （オーストラリア 西オーストラリア州）
University of Western Australia

11ヴィクトリア大学ウェリントン校（ニュージーランド・ウェリントン市）
Victoria University of Wellington

12東呉大学（台湾・台北市）
Soochow University

13国民経済大学（ベトナム・ハノイ市）
National Economics University

●❶

●❸
●❹

●❷ ●❺
●❻

●❼

●❽

●11

●12
●13

●❾
●10
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Department of

● 経済学科の特色

経済学科では学生の関心や適性に応じた3コースから、経済学を学べるようなカ
リキュラムを用意しています。

1年次から少人数の経済学入門教育、統計学及びPCを駆使したデータ分析力とIT
の表現力の教育を重点に置きます。社会参加実習、インターンシップ、事例研究、
フィールドスタディなどの現場を視点とした問題意識形成と仮説検証の科目も充
実しています。

グローバルな人材を養成するため、様々な国際交流プログラムを提供しています。
英語や中国語の習得をサポートする学習システムも充実しています。これらのプ
ログラム、システムは実習、演習、フィールドスタディなどと連携しており、グ
ローバルな環境で行動かつ発信できる能力を習得できます。

理論や実証分析の着実な習熟と公共政
策を学びます。

ポリシー・アナリシス・コース

現実の企業や組織の成り立ちを通じて
経済の仕組みを理解します。

企業・制度デザイン・コース

グローバル経済が展開している多様な地
域・時代のダイナミズムを学びます。

グローバル・スタディーズ・コース

● 4年間のプロセス

1年次では、教養科目とともに、ミクロ経済
学、マクロ経済学の入門科目を学びます。ま
た、情報処理能力を身につけるためのコン
ピュータ関連の講義、データの理解や実証
分析に欠かせない統計学、理論やデータを
扱うための数学、さらにはコミュニケーショ
ン能力を高めるための語学科目を修得しま
す。加えて「基礎演習」および「現代社会と
経済」などの少人数科目によって経済学の
基礎を培います。

行動経済学

行動経済学は、経済学と心理学が融合して生まれた分野で
す。従来の経済学は、合理的な人の意思決定を分析してきま
した。これに対して、行動経済学は非合理的な人の意思決定
を分析します。言い換えると、従来の経済学はダイエットに
失敗しない人の意思決定を分析してきましたが、行動経済学
はダイエットに失敗する人の意思決定を分析します。行動経
済学は、実験（PCを使った簡単な意思決定ゲーム）を行う点
にも特徴があります。実験によって、非合理的な人間のバイ
アス（パターンがある失敗のこと）を明らかにします。バイ
アスを知ることで、より良い意思決定のヒントを学びます。 

入門計量経済学

今や、文系の学生にもデータ分析のスキルは必要とされてきてい
ます。この講義では、統計学の基礎から統計分析で主要な分析方
法である回帰分析の基礎を学習します。大きな特徴は、事前に
Youtubeにアップロードされた短い予習ビデオを見てもらい、教
室ではパソコン（Excelや統計分析ソフトEViews）を用いた演習
を行うという、「反転授業」を組み合わせた「アクティブ・ラーニ
ング」の形式が用いられていることです。また、各クラス2名の
ティーチング・アシスタントが講義中に質問を受けつけているた
め、わからないところがあっても、その日のうちに理解できるよ
うになります。

企業と組織の経済学

ミクロ経済学は完全競争市場の分析から始まり、
市場全体の取引の結果を解明していきます。この
とき、分析を簡単化するために、個々の企業は利
益を最大化するだけの単純な経済主体として扱わ
れます。しかし、現実の企業は、経営者や従業員の
思惑が交錯する複雑な組織・制度から成り立って
います。企業と組織の経済学では、ミクロ経済学
やゲーム理論を応用して組織・制度を分析し、よ
り効率的な組織・制度をデザインする方法を学習
します。

教養と経済学の基礎を習得

1年次

3つのコースから選択し、経済学の基礎知識を専門
性のあるものへと跳躍させる力を培います。マク
ロ、ミクロの理論と実証分析を着実に習得し、公務
員試験や税理士を目指したり、高度化した金融経
済の理解を深め、フィナンシャルプランナーなど
を目指したり、企業や組織の機能を市場経済との
関連で学び、経済学的理解に基づく経営能力の下
地をつくります。または、法と経済の関連を学び、
ロースクールやビジネススクールへの進学を考慮
したり、事例研究やフィールドスタディを通して、
国際的な場での分析力・行動力を養います。

3つの経済学コースから選択
基礎科目を修得

2年次

コースごとの専門領域に沿って更に専門
性の高い経済学の専門科目を履修し、経
済学の専門知識を特化させるようにしま
す。3年次からはゼミナールを選択し、
テーマに沿った課題研究を深めながら、
インターンシップなどの社会参加科目を
通して自らの進路のデザインを明確にし
ます。大学院に進学し研究を深めたい学
生には、3年次で終了できる飛び級制度
の利用を薦めます。

専門領域科目を修得
ゼミに所属し、テーマ研究を始める

卒業研究を中心に研究成果を
卒業論文に仕上げる

3年次

「卒業論文」はゼミナールの教員の指導の
下で執筆します。まず各自が教員と相談
してテーマを決めます。そして、ゼミの
時間や個別の相談での進捗状況報告を
ペースメーカーにして、研究プロジェク
トを進めます。これまでの勉強の集大成
としての卒業論文を作成する過程は、こ
れから社会人として活躍する前の、最後
で最高の修練の機会となります。卒論発
表会では、幅広い研究テーマの成果が発
表されます。

4年次

3コース制による経済学の習得 事例・実習・現地調査を用いた実践的教育手法

国際的な人材養成のプログラム

新しい時代を切り開き
キャリアに直結する実践的学び

 Economics

世界を動かす経済の仕組みを理解し、
分析できる人に。

PICK UP              科目紹介

社会人として、生活者として誰もが行う経済取引。この経済取引を担
う市場メカニズムを分析するのが経済学です。市場経済の理論と実証、
インフラ建設にかかわる公共政策、高度化した金融システム、情報の
行き交う複雑な企業と組織、経済環境をとりまく制度や法律、グロー

バル化した経済問題、多様な地域・時代の変容。これら経済の諸相を
理解し、分析でき、社会をデザインする能力を有する人材が、これから
必要とされています。経済学科でその力を養い、豊かなキャリアと充
実した人生の実現を目指しましょう。
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Economics 経済学科Economics

［経済学科編］

Talking

慶應義塾大学大学院博士課程（経済学研究科）修了。専門分野は経
済学史、経済思想史。交換理論の展開、自主的秩序の思想史、経済学
の知識と政策形成の関係が主な研究テーマ。ゼミナールで扱うのは
経済学史、経済思想史。

経済学科

中野 聡子教授

明治学院高校卒。明治学院大学に進んだ理由の一つは、教会のパイ
プオルガンを弾く機会があったからという、音楽好きな側面も。パイ
プオルガンは申し込み制で、学生ならば誰でも弾くことができるの
で、在学中は贅沢な時間を楽しむ予定だとか。

明治学院大学　経済学科3年

田尻 真悠さん

Professor

Student

●中野　二人とも経済学部を選んだわけだけ
れども、大学の勉強ってどんな風にイメージし
ていましたか？
●木澤　僕は大学進学時には消費について勉
強したいと思っていました。世の中の基本は
「売る、買う」です。経済を勉強すれば、卒業後
に役立つのではないかと考えていました。
●田尻　私は社会学部か経済学部にするかで
悩んでいました。将来は会社に就職したいと
思っていたので、経済学部に行けば会社のこと
がよくわかるのではないかと思って。
●中野　カリキュラム上、２年生になるとコー
スを選択するシステムになっているけれど、二
人は現実の経済やグローバルな経済の発展を
学ぶ世界経済コースを選びましたね。この選択
に関しては？
●田尻　私たちの世代は、資格取得や公務員試
験受験を中心に考える公共政策コースとの２コー

ス選択でしたが、世界経済コースはフィールドス
タディ、事例研究、社会参加実習など、体験型が
多くて、そこに魅力を感じました。ミクロやマクロ
経済などの経済学を深めていくなら公共政策
コースがよかったのかもしれませんでしたが、中
国やアメリカをはじめとした、たくさんの国の経
済が勉強できるので世界経済コースにしました。
●木澤　公務員になるか、一般企業へ就職する
か将来の進路によってですよね。僕は世界経済
コースを選びつつ、その後の選択肢が残るよう
な授業の選び方というのも意識し、最終的に企
業への就職を決めました。

●中野　３年になってこのゼミに来たわけだ
けれども、週１回、２年間続くゼミで過ごした
時間はどうでした？
●木澤　『市場を作る』というアメリカの研究者
が初心者向けに書いた翻訳テキスト、非常に難
しかったです。１ページに20行くらいの文章が
あって、これを１行ずつ解説していかなければ
ならないのですが、経済取引をする市場につい
ての説明で、どの経済の考え方、ロジックで説
明できるかが書かれてあるものでした。
●中野　書いてあること自体は難しくないけれ
ど、私が「これってどういうこと？」と質問した
ら、きちんと説明できないといけないからね。
●田尻　表面的に言葉でわかったつもりに

なっただけでは答えられなくて。深いところま
でわかっていなかったということがわかって
きました。ゼミに入った動機が経済学を基礎か
ら深めていこうということだったのですが、ゼ
ミに入る前はインターネットで調べる方法し
か考えていませんでした。今は本を読んで、自
分なりにわからないキーワードをピックアッ
プし、そこから本の索引などで他の文献を調べ
てみたりしています。知りたいものが絞られる
と、足りない部分がわかってきて、専門性の高
い論文や文献に当たってみたり。でも読めない
とか、そういうこともあります（笑）。
●中野　自分から食らいついていく気持ちが
沸いてくればいいと思って刺激をするんです
けれども、人によって刺激の与え方も変えよう
と思っています。強く言いすぎると逆効果にな
る人もいますから。でもゼミでレポーターを務
めると、皆だんだんと変わっていきますね。

●中野　自分から知りたい、わかりたいという
気持ちを軸に卒業論文を書いて欲しいと思って
います。木澤君はいい論文を書いたんですよ。
●木澤　ヴェブレンという経済学者と19世紀
のアメリカについてです。19世紀アメリカは
繁栄しましたが、反面、お金第一という時代で
もありました。ヴェブレンはアメリカ人の消費
者行動に対し、根源的な欲望のあり方を問題視

社会と直結している経済
卒業後を意識した選択

ゼミで深く掘り下げていくことで
知識が自分自身のものとなる

４年間の集大成としての卒業論文
自分らしい視点を大切に

しました。彼の考え方はアメリカの現実社会に
影響を受けたのでは、という内容です。
●中野　アメリカの最初の通販システムが、そ
の思想家の考え方に影響を及ぼしたのでは、と
いう考え方は、経済の専門家はあまり考えない
ことです。彼の論文を参考にしましたと断って、
私がきちんとした論文にしなければいけません
ね。経済にはいろんな見方があります。こうい
う素直な気持ちで考えると見つけられるポイン
トもあって、その視点が会社で働いたり、社会
で活動していく時に役立つことが経済学部で学
んだ成果ではないかとも考えているんです。

●中野　いろんなモデルや数式、PCの使い方
など、テクニカルな知識も積み重ねていかなけ
ればなりませんけれど、人と人とで交わす議論
というのが知識の一番大事なところ。頭をまず
動かし、口を動かし、友達と関わりながら勉強

することで、少しずつ「考える種」ができれば
いいと思っています。ゼミならではの人間関
係ってありますか？
●木澤　大学って自由だから、この勉強がした
い、このスポーツが好き、趣味が同じという仲
間がいて、サークルだとかに行けばそこで仲良
くなれるんですけど、ゼミは趣味も性格もバラ
バラな人たちの集まり。でも一緒にいなければ
いけないので、そこで配慮したり、協調性を身
につけたり、時にはライバルとして張り合った
りすることができました。僕らの代13人は、
いろんな思いを持って中野ゼミに入りました
が、２年間誰も辞めず、卒業論文も全員書き終
えました。就職活動を終えると、皆が本気で愚
痴を言い合える仲になりました。最初、この人
とは二人きりで絶対出かけることなんてない
だろうと思っていた人とだって、今では仲良く
飲みに行ったりしています。
●中野　見ていると、比較的少人数で歴史の長
いクリスチャン系大学のせいか、日本型の猛烈
な組織というより、人と人とのつながりがネッ
トワークとして広がっている印象を受けます。
●田尻　自ら動く人が多くて、ボランティアも
盛んです。アットホームで落ち着いた雰囲気の
せいか、誰とでも話せる空気感があります。
●中野　強い責任感や倫理観を重視する校風
ですよね。そういった４年間の学生生活の中
で、就職活動で役に立ったことはありますか？
●木澤　４年間がんばったことというのは研
究でしたから、そこを強みとしてアピールしま

した。幅広く学んだ経済の教養のおかげでSPI
総合検査の出題に答えられましたし、逗子小学
校ふれあいスクールでの社会参加実習では「誰
かのために」する活動の素晴らしさを体験しま
したから、そういった部分を企業面接時に話し
たりしました。卒業後、保険業界に入ることに
なりましたが、この会社を選んだ決め手は、実
は社風です。大企業だと聞かれることも型通り
のような気がしていたのですが、入社する会社
はそうではなく、「僕自身」の話を聞いてくれ
ました。保険という仕事に携わるからには、人
を人としてみてくれることも大切だと思った
のです。
●中野　一生働く会社だから、組織のあり方が自
分の生き方と重なることは大切ですね。同じ女性
として、女子学生には力強くなって欲しいと思って
いるんです。社会に出れば、女性の持っているプ
ラス、マイナス面がいろんな意味で強く働きます。
それを乗り越えてがんばって欲しいな、と。
●田尻　はい。とりあえず４年間の集大成であ
る卒業論文に向かってがんばりたいと思います。

話すこと、関わることで生まれる
人と人とのつながりと考える種

議論や対話を通じて経済学のロジックを自分のも  のとする。［経済学科］Economics

教員 4年生
（ナビゲーター 木澤さん）

3年生



Department of

良識あるビジネスパーソンに
なるための学び

Business Administration

● 経営学科の特色

● 4年間のプロセス

専門科目を修得するための助走段階として、
経営学、マーケティング（商学）、会計学の
入門的な導入科目群や経済学と企業法の基
本を学びます。同時に少人数クラスの講義
として、プレゼンテーションやディスカッ
ションに取り組むワークショップ、表計算
ソフトに習熟するデータ処理論、ネイティ
ブによるビジネス英語が準備されています。
そのほか簿記などの資格取得支援講座の受
講も可能です。

マーケティング・コミュニケーション

一般には広告宣伝としてとらえられているマー
ケティング・コミュニケーションについて、総合
的かつ実践的に学ぶ科目です。広告業務だけにと
どまらず、社内外への広報活動などを含む、企業
全体のコミュニケーション戦略が対象となりま
す。事例分析やディスカッションなどのアクショ
ン・ラーニングの要素が取り入れられて、実際に
存在するブランドや製品の新しい戦略プランに
ついて、学生自らの立案によるプレゼンテーショ
ンも行われます。

ビジネスのための法律

経営学科なのに法律の勉強？ 経営戦
略・マーケティングなどの企業の意思決
定、決算情報の開示、CSR（企業の社会的
責任）やコンプライアンス（法令遵守）活
動といった具体的な事業展開には、実の
ところ会社法をはじめとする法律が影響
しています。1年次からビジネスに関す
る法律を学ぶことで、受講生の企業経営
理解はより現実的なものへと近づいてい
きます。

経営学特講

志をもった「良識あるビジネスパーソン」に成長するに
は、ビジネスの最先端の現実を理解する必要があります。
特に経営者の視点、会計士の視点、投資家の視点、実務
家の視点、非営利の視点といった様々な角度から企業活
動を観察することが肝要です。そのため実務経験のある
専任教員に加え、第一線で活躍する専門家・企業家によ
る講義が多数準備されています。現場の生の声を聞き、
学生、教員、経営者ゲストが一緒に議論を交わすことを
通じて、就職活動に先駆けて、等身大のビジネスの姿を
体感してください。

入門科目と少人数教育で
学びの基礎をつくる

1年次

他学科より一足早く白金キャンパスに移り、専
門科目の中核となる経営学原理、経営組織論、
マーケティング、財務会計論などの基幹科目群
を軸に学びを本格化させます。同一科目が複数
開講されるので、1クラス当たりの履修者数は
抑えられ、参加型授業が展開されます。グルー
プ討論が実施されるとともに、教員との活発な
対話も 生まれます。そして秋には、専攻分野を
深めるためのゼミナール（演習）の募集や就職を
意識したインターンシップ（講義）が始まります。 

専門科目における
少人数クラス編成

2年次

3年次からは学びの専門性が高まります。ゼミナール（演習）では、
自ら選んだ専攻分野を、専任教員の指導のもと、10人程度の履修
者と共に深く学んでいき、興味のあるテーマを選定して卒業論文
を完成させます。同時に学生各々の関心にしたがって、経営管理
論、消費者行動論、マーケティング・コミュニケーションといっ
た専門性の高い応用科目群を選択的に学習します。また3年次の
夏には国内外でのインターンシップ（実習）の履修も可能です。
そのため経営学科の多くの学生が、自ら積み上げた体系的な知
識、問題発見力、情報分析力、プレゼンテーション能力をアピー
ルして、4 年次の早い段階で卒業後の進路を確定させていきます。

ゼミナール、応用科目群で学びを深める

3・4年次

理論と実務を結ぶ少人数授業で、
自ら問題を発見し解決できる人に。

PICK UP              科目紹介

自ら問題を発見し解決できるビジネスパーソンを育成するためのカ
リキュラムが充実しています。経営学科の学生は皆、経営学、マーケ
ティング（商学）、会計学の3分野について、腰を落ち着けてしっかり
と学びます。しかも公認会計士、金融機関やメーカーでの実務経験後
に博士号を取得した多数の専任教員が在籍しており、優良企業の寄付
講座をはじめとする特別講義では実務家による実践的授業も行われ

ます。また1年次のはじめからディスカッションやプレゼンテーショ
ンを経験し、3年次には自ら選んだ専門分野を深く学び、卒業論文を
作成していく「ゼミナール（演習）」に参加します。様々な実践的講義
や少人数教育を4年間継続して受けた学生は、現代社会に必要とされ
る高いコミュニケーション能力を備えた人材へと自己成長していく
ことになります。 

経営学科では、国内外を問わず、企業の経営に関わることのできる人
物を目標にして、経営学、マーケティング（商学）、会計学の3分野を
バランスよく体系的に学んでいきます。そして「学術理論と企業実務
の橋渡し」、「少人数でのディスカッション」を重視した講義を通じて、

自ら問題を発見し、解決できる人材へと成長していきます。高いコ
ミュニケーション能力をそなえ、志を強く持った「良識あるビジネス
パーソン」を目指して、実りの多い学生生活を送ってください。
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経営学科Business Administration

［経営学科編］

Talking

学習院大学大学院博士課程後期課程修了。経営学博士。マーケティ
ング、マーケティングサイエンス、消費者行動を専門とし、クチコミ、
IT製品の普及と採用、ブランドを研究テーマとしている。

経営学科

斉藤 嘉一教授

東海第四高校卒（現校名：東海札幌高校）。会社経営者の祖父の影響
とITツールの爆発的普及に興味を抱き、経営学科を志望。身近な消
費事例や企業活動に興味があり、卒業論文のテーマをLINEスタンプ
に定め、鋭意研究中。

明治学院大学　経営学科3年

富山 裕瑚さん

Professor

Student

●斉藤　二人は「ゼミ」でマーケティングと消
費者行動を学んでいるわけだけど、なぜマーケ
ティングを学ぼうと思った？
●富山　1年生の時、企業の実例をふんだんに
盛り込んだ「マーケティング入門」を学んで面白
いなと思って。もともと実例を扱って研究してい
くことに興味があって、マーケティングかなと。
●鈴木　私は2年の時、「ワークショップ」（1
年生、2年生向けのゼミという位置付けの20
人規模の授業）を取っていて、自分たちで事例
を調べていくことが楽しいと感じていました。
3年でゼミを選ぶ時、公開ゼミで先輩方が読者
モデルの服がなぜよく売れるのかを発表して
いるのを見て、自分で調べられるっていいなと
思い、ここに決めました。
●富山　僕が3年生の時は、鈴木先輩はダッ
フィー（ディズニーキャラクター）をテーマに
した発表をしていましたよね。身近なことを
テーマにしていて、親近感が湧きました。
●斉藤　ワークショップはグループで1つの
テーマに取り組むことが多いけど、卒業論文は
一人ひとり別々のテーマ。うちのゼミも各々が
好きなテーマで研究を進めて、卒業論文に仕上
げていくという形式だね。マーケティングは一
言で言えば「売れる仕組み」。難しく聞こえるけ
れど、「消費者が買ってくれる仕組み」と考えれ
ばそう難しくない。みんなは卒論で、消費者が

買うメカニズムを解き明かそうとしているわけ
です。消費者が買うメカニズムを解明して、こ
れをベースに売れる仕組みを作り出せるエキス
パートになって欲しいと思っています。ところ
で、なぜ研究テーマにダッフィーを選んだの？
●鈴木　東京駅でぬいぐるみをツリーの前に
置いて、自分を入れずに写真を撮っている人を
見かけたのがきっかけです。それからそのファ
ンに注目していくうち、どういう心理で行動し
ているんだろうと考え始め、消費者心理を研究
すればマーケティングに使えるのかも、と思っ
てテーマにしました。

●斉藤　どんなことがわかった？
●鈴木　皆と同じものが買いたい、同じものを
持っていたいという心理と、ペットやぬいぐる
みなどに持つ愛着のために、ダッフィーは人気
があるのかなと思っていたんですけれど、分析
したら予想どおりの結果は出ませんでした。そ
の代わり、分析結果からは、自分で作った服を
着せたり、その写真を撮ってSNSにあげたり、
独自性を発揮できるからダッフィーは人気が
あるということがわかりました。
●富山　確かに、SNSでいろんなダッフィーの
写真を見ます。僕はSNSに興味があって、
LINE スタンプをテーマに定めているんです
が、ここに至るまで何度かテーマを変更しまし

た。入学当初はスマートフォンとガラパゴス携
帯の人気の差や、ファーストリテイリングがユ
ニクロと GU のように価格帯の異なる二つの
ブランドを展開しているのはなぜかといった
ことにも興味がありました。いろいろ考えて 
LINE をテーマにしようと決めたのですが、さ
らにLINEスタンプに絞りました。
●斉藤　テーマが決まるまで苦労する人も多
いよね。深掘りするテーマを自分で設定するの
は、ほとんどの人にとって初めての経験だから、
テーマを探すのは結構難しいかもしれない。
●鈴木　他のゼミ生の意見は大切だと思いま
す。自分とは全く違う意見が出るので。ゼミの
友達とのディスカッションを通じて、テーマが
変わっていく人も結構います。
●斉藤　きみたちが自分で研究テーマを決め
ることはとても重要。これから社会に出て行け
ば、問題を自分で発見し、解決することを要求
される機会は多いと思う。与えられた問題を解
決する力はもちろん大事ですが、解決すべき問
題を発見する力もそれと同じくらい重要です。

●斉藤　経営学科の学生を見てて思うんだけ
ど、同じゼミでない学生同士が集まっても、す
ぐ打ち解けて真面目な話ができるよね。去年の
「マーケティングリサーチ」の授業で、受講生
に新聞協会とのコラボレーションのリサーチ

実例を扱うマーケティングに魅力
先輩の発表を聞いてゼミを選択

テーマ選びは自分で決定
問題解決能力を育む

経営学の理論を応用
経営学科の友達同士での学び

プロジェクトに取り組んでもらったときもそ
うでした。所属ゼミが違う学生たちでグループ
を組んだので、しっかりした成果物が出てくる
か少し心配していたんですが、真剣に、楽しく、
いい雰囲気でグループワークをしている。どう
して仲がいいの？
●富山　経営学科の学生の人数は 200 人程度
で、他のマンモス大学に比べたら少ないです
し、授業も2年からの選択科目では30～40人
と小規模。グループワークをする授業も多く
て、アットホームな雰囲気です。そうなるとあ
る程度どういう人かわかってきます。200人全
員と友達ではないけれど、少なくとも友達の友
達という間柄というか、そんなに遠くない感じ
がします。
●鈴木　顔見知りの人は多いですね。200 人の
ゆるい結びつき、というか。私たちの学年は、2
～3年の授業で仲良くなったので、就活もひと
段落ついた4年次の白金祭（大学祭）では、経
営学科の友達と牛串を売りました！ サークル
での参加はよくある話だけれど、学科での参加
は初めてだって驚かれました（笑）。ちゃんと
利益を考えようっていうところから入って、い
ろんな味から選べるようにしたり、きちんとシ
フトを組んだり。外交的な人は呼び込み、そう
じゃない人は焼く係など、個人の適正を考えて
役割分担してみたり。経営学を活かした結果、
1日目の売上が約50団体のうち3位につけま
した。
●斉藤　学んだことが活かせたわけだ。経営学

科の学生たちで白金祭に参加したとは、本当に
仲がいいよね。

●富山　ゼミで研究をやってて思うんですが、
先生、曖昧なことを聞いてもほぼ返してくれな
いんですよ。でも、それがいいことなんだって
気づきました。最初は何もわからないので、
ネットで調べたりもしましたが、それを禁止さ
れたんです。書籍と論文からしか情報を得るな
と。それから、消費者が買うときのこころの動
きを、自分でじっくり考えろと言われました。
そうなったとき、曖昧ではなく、具体的な疑問
が出てきて「ここがわからないんです」と質問
したら、答えてくれるようになりました。
●斉藤　1年生、2年生のときに学んだ経営学、
マーケティング、会計学の知識を使いながら、
自分の興味のあることを深く掘るのが経営学
科のゼミ。うちのゼミだったら、自分でテーマ
を決めて、仮説を立て、データをとって分析し
て確かめる。データ収集や分析のことなど2年
生までに学んでいないことは教えますが、それ
以外はゼミに関してはアドバイザーだと思っ
ています。具体的な疑問を投げてくれれば、ア
ドバイスは惜しみませんし、私も一緒になって
考えます。私の方からあれこれ具体的に指示し
ちゃえばお互い楽だけど、やっていて楽しくな
いでしょう？

●鈴木　大変なところもあるけど、自分で考え
て研究を進めていくのは楽しいし、やりがいも
あります。
●斉藤　将来、組織の中で仕事をしていくと
き、まずは指示されたことをしっかりやること
が大事になると思います。でも、何十年か先、
もしかしたら近い将来、経験を積んで責任ある
立場になっていくと、誰も指示してくれなくな
ります。そのときのために、今から自分で考え
て問題解決する訓練をしていかないと。 
●富山　就職活動に取り掛かって思ったんです
けれど、グループで問題を解くという課題が出
された場合、ゼミで学んだ、まずは仮説を立てて
そこから論理的に組み立てていくやり方が役に
立ちます。現状分析の後、論理を積み重ねてしま
う人が多い。僕もゼミに入る前はそうでした。
●斉藤　頭のいい人って不思議なことに、最小
限の手持ちの材料を使って、ぱんと飛んだ発想
をするんだよね。最初に仮説を立ててしまうこ
とは、それに似ています。
●富山　正解かどうか関係なく、まずは仮説を
立てて、それから足りないところを埋めていく
やり方だと、どこが足りないかも見えてきます。
●斉藤　卒業後、経営者になるか、組織の中での
責任者になるかはわかりませんが、隠れている
重要な問題を見つけ出し、へこたれずに解決し
ていく力が必要とされるでしょう。経営学、マー
ケティング、会計学は、人を、企業を、大きく言
えば世の中を動かすための学問ですから、その
ための考え方を学んでいって欲しいですね。

ゼミで学ぶのは問題解決力
方法論は将来役に立つ

ゼミナールを通じて自分で考える力と突破力を得る。［経営学  科］Business Administration

教員 4年生
（ナビゲーター 鈴木さん）

3年生



● 国際経営学科の特色
世界経済のボーダレス化が急速にすすむなか、企業や組織ではこれま
で以上に国際的に活躍できる人材が求められています。国際経営学科
では、新しい時代の要請にこたえて、企業の諸問題をグローバルな市
場環境のもとで正しく理解できる基礎学力を養うとともに、それをビ
ジネスに活かす国際的なコミュニケーション能力を高めることを教育
目標としています。 この目標を達成するために、企業の分析に不可欠

な企業調査を行い、調査結果の報告方法について学べる授業に加えて、
国際経営に関する専門的なカリキュラム（Management & Strategy，
Accounting & Finance, Trade & Industryの各分野)を提供するとと
もに、コミュニケーショ ン能力を高めるのに不可欠な専門外国語や基
礎演習などの演習科目をもうけています。

● 4年間のプロセス

１年次では、基礎学力を身につける
ことができるよう、基礎科目群とし 
て、「ビジネス入門」「アカウンティン
グ入門」「貿易入門」「経済学概論」「ビ
ジネスのための法律」「ファイナンス
入門」を配置しています。 同時に、英
語コミュニケーションを高め、国際
ビジネス社会で活躍できるよう専門
外国語群として開講される「English 
for Business Communication」を
3 年次まで履修します。

基礎演習

１年次に全員が履修しなければならない少人数
での演習科目です。グループ研究を通じて様々な
国の企業のグローバル活動について研究成果を
発表し、各クラスで活発なディスカッションを行
います。1年次から自己表現能力やコミュニケー
ション能力を養います。基礎演習では担任制を導
入しています。

ケーススタディ

国内外の様々な企業の研究を行います。具体的な
企業の会計情報や企業戦略を捉えながら、企業の
分析方法を習得します。これまでに、老舗企業と
して和菓子業界や酒造業界などを分析対象とし、
実際にカルビーの取締役の方や老舗の有名な日
本酒会社の代表取締役の方をお招きし、経営戦略
を学びました。

Business in Japan 

日本の企業について英語で学びます。日本の優良
企業、企業形態、管理スタイルといった基本的な
ことやグローバル戦略なども学びます。講義を受
けるだけでなく、自分たちで調査分析して発表も
行います。こうして、英語で日本のビジネスのこ
とを説明できるようになります。

基礎科目群と
専門外国語群を履修

1年次

2 年次および3年次では、より高い専 門 
知 識 を 習得 す る た め に、 Management 
& Strategy、 Accounting & Finance、
Trade & Industry のそれぞれの科目群
の基礎科目から応用科目までを配置し
ています。また、2年次秋学期には全員
留学を通じて、国際ビジネスを体感しま
す。3 年次では卒業進路に応じてコース
を選択し、将来のキャリアに活かしてい
きます。

基礎科目から
応用科目までを配置

2年次

3 年次では卒業進路の方針や留学先で発見した自分の関心に応じて
Management & Strategy、 Accounting & Finance、Trade & Industry のコー
スを選択し、将来のキャリアに活かします。主体的に企業のグローバル活動に
ついて研究・発表し、自己表現力を高めるために、3 年次および 4 年次に
Business Communication & Researchとして「演習」科目を配置するととも
に、1 年次から積み重ねてきた英語コミュニケーション能力の向上をはかりつ
つ、海外での様々な実習プログラムの経験を通じ、国際ビジネスの現場で活躍
できる人材へと成長します。また、2年間の演習に所属すると卒業論文の執筆
を行うことになります。卒業論文では、4年間の学習の集大成として、自分自
身の専門知識を総動員して未解決の問題に取り組み、新たな発見をすることに
なります。

海外での学びをキャリアにつなげる

3・4年次

刻々と変化するマーケットをつかみ、
世界を相手にするマネジャーに。

PICK UP              科目紹介

Department of

国際ビジネスを体感する
ダイナミックな学び

International Business

グローバルな企業や市場で活躍する人物を目標に、語学教育と専門知識
の習得を目指します。2年次秋学期における全員留学では、高い語学力
を身につけるだけでなく、海外の経済、現地企業、市場の動向を考える
機会となります。また、1年次から4年次まで英語で専門分野を学習す

る機会もあります。入門から応用まで経営学・経済学・会計学・ファイ
ナンスをバランスよく学び、自分自身の専門分野を修得することで、
様々な国でのビジネスにチャレンジできるようになります。

17 18
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International Business 国際経営学科

教員 4年生
（ナビゲーター 中矢さん）

3年生

［国際経営学科編］

［国際経営学科］

Talking

大阪大学大学院経済学研究科博士後期課程修了。博士（経済学）。
専門分野は金融システム論、資産価格理論。銀行および資産市場が
経済成長と社会厚生に及ぼす影響、不完全・非完備市場下における
資産価格の形成メカニズムについて研究している。

国際経営学科

大野 弘明教授

明治学院高校卒。株価に興味があり、卒業論文では株式市場のモ
メンタム・リバーサル現象という既存のファイナンス理論では説明
できない株価の変則的な振る舞いをデータから検証している。

明治学院大学　国際経営学科3年

栗原 彰平さん

Professor

Student

●大野　国際経営学科を選んだ理由は？ 
●栗原　卒業後は企業で働くのならば、企業
のこと、社会のことを勉強しておいたほうが
いいと考え、経済学部には入ろうと決めまし
た。また、現代社会においてグローバル化が
進んでいますから、国際的な視点でビジネス
を捉えることができる国際経営学科がいいな
と思いました。 
●中矢　私は大学受験時、数学で受験していま
した。数学が得意だったのと、受験勉強で英語
の成績が伸びてきたので、せっかくだから英語
と数学、両方使って専門的な学問を学びたいと
思い経済学部を選びました。実際、入学してか
ら、経済の基礎的な学習で関数や数列が出てき
たりしたので、楽しく学べました。もちろん数
学を使わずにも学べる専門分野もたくさんあ
りましたので、数学が苦手な人でも楽しく学べ
ると思います。

●大野　入学式前から事前研修が始まりまし
たね。 
●栗原　知らない者同士が集められ、課題を与
えられ、プレゼンを行うというものでした。毎
年、内容は違うのですか？ 

●大野　入学前研修のテーマは毎年変わりま
す。今年のテーマはインバウンドでした。どう
すれば外国人観光客を呼び込むことができるの
か、海外から訪れた方々にとって観光しやすい
かなど、実地で実践的な学びを行います。 
●栗原　最初から強制的に少人数のグループに
分かれ、一緒に行動するので、確実に仲良くな
れます（笑）。このおかげでいろんな授業に行き
やすくなったし、少人数制で密度の濃い授業
も、友達がいることで発言しやすかったです。 
●中矢　横のつながりとともに、縦のつながり
としてメンター（上級生アドバイザー）制度が
ありますね。まだ何もわからないで不安を抱え
ている1年生にどうやって大学のことを伝えよ
うか考えることで、4年間を俯瞰して捉えるこ
とができました。同じメンター同士でも話し
合ったり、私たちにもいい経験になりました。
頼りにされると自信にもつながりますし。
●栗原　僕もメンターでしたが、縦と横の関係
のつながりを強化してくれますよね。
●大野　1年次の基礎演習の思い出を教えて下
さい。 
●中矢　高校生の時は個人同士のやりとりが
中心で周囲と議論しながら分析を進めるとい
うことはありませんでした。でも大学生になる
とグループでの活動が増えます。2年生になっ
て専門性が上がっても、みんなで議論しながら
学ぶ習慣ができました。 
●栗原　この体験で、学年が上がるごとに増え
ていくクループワークに慣れました。役割分担

をし、各自研究した後、まとめてプレゼンする
というステップは何かと役に立ちます。 

●大野　専門分野の基礎が形作られたのは、い
つ頃からですか？ 
●栗原　1年は必修の入門科目がメインで、た
とえば会計入門、貿易入門、経済学概論、ファ
イナンス入門などを学び、経済・経営分野を幅
広く捉えることができるようになりました。
●大野　なぜファイナンスにしたのですか？ 
●栗原　株に興味があって、お金の流れについ
て学びたかったんです。株価は企業が発信する
ニュースやそれに対する投資家の評価で変動
します。投資家の評価が入る株価という指標に
興味がありました。 
●中矢　2年でファイナンス入門をとって、金
融市場の仕組みに感動を覚えたというか、学問
として新鮮に感じました。先生のファイナンス

グローバルな経済活動を
解き明かしたいという動機

横と縦のつながりを作る
入学前事前研修とメンター制度

専門知識を育てながら
英語を学習していくプログラム

４年間で育成する対人力と行動力
全員留学をビジネスにつなげて

入門の授業も面白かったんです。 
●大野　2015年度入学生から全員留学になっ
たので、英語教育の強化も行っています。ビジ
ネスや経済を英語で学ぶ講義もあります。 
●中矢　1年の時から国際経営は英語の授業数
が多かったですね。2年に上がってからはビジ
ネス英語の授業数が増え、プレゼン、ディス
カッション、グループワークが増えました。1
年はインプットの講義、2年はアウトプットの
講義が増えました。授業は 20人程度と少人数
でした。
●栗原　個人的に印象深かったのが、会計学な
どの基礎を学ぶ授業で重要なキーワードの横
に必ず英単語が記されていたことです。米国企
業の会計情報を分析した時、なんとなく覚えて
いた英単語が役に立ちました。すでに単語がわ
かっているので、数字を把握しやすいんです。
最初は面倒でしたが、小さな積み重ねが大切な
んだと実感しました。 

●大野　全員留学が導入され、北米、ヨーロッ
パ、オセアニア、アジアなどから留学先を選ぶ
ことができます。期間は3ヵ月から半年間と
留学先によって異なります。中矢さんは
University of Oxford（Hertford College）や
University of Washingtonで1年以上学びまし
たが、考え方は変わりましたか？

●中矢　3年次に1年間アメリカのUniversity 
of  Washingtonで学んだのですが、前半は英語
学習中心に、後半はマーケティングなど専門的
なビジネスの内容を学びました。日本で学んだ
1、2年次は、自分ではがんばっていたつもりで
したが、アメリカで学ぶ大学生たちは高い目標
を持っていることに衝撃を受けました。同じ大
学生なのだから、自分も同じように高い目標を
持って一生懸命やっていこうという気持ちに
なり、日本に帰ってきた4年次も意欲的に単位
を取ったりして、未知の専門分野に挑戦し続け
ました。 
●大野　卒業論文はがんばりましたね。 
●中矢　途上国における貧困層へ向けた小口
融資（マイクロファイナンス）について、IMF、
OECD、アジア開発銀行などのデータベースの
整理から始まり、分析、仮説を立て検証を1年
かけてやりました。
●大野　マイクロファイナンスという金融技
術が普及することで途上国の貧富格差、不平
等、経済成長に与える影響を丁寧に分析しまし
たね。
●中矢　1年かけて向き合うものなので、私の
中でも愛着が強くなったテーマです。これにつ
ながることを社会でやっていきたいという気
持ちも強くなりました。
●栗原　僕らの学年では全員留学の試験運用
という形でクロアチア、ベトナムに行った同級
生が沢山います。留学先は英語圏に限っていな
いのですね。

●大野　語学力の向上だけではなく、国際経営
学科ではビジネスの視点を育んでもらいたい
ので、留学先は英語圏に限っていません。経済
が著しく発展している国にはビジネスチャン
スがたくさんありますから、これからのキャリ
アに活かせる発見があるはずです。
●中矢　英語はツールですね。データ分析に欠
かせない情報収集でも、有力な情報源は英語で
書かれたものが多いですから、英語はとても役
に立つツールです。
●大野　国際経営学科は将来のキャリア、や
りたいこと、自分自身の得意なことを踏まえ
て専門を選べます。そのための手段としての
英語力はかなり磨かれます。これから入学す
る人たちにもお二人のように高度な専門性と
英語力を身につけ、国際社会で活躍してもら
えることを期待しています。　

語学力と専門知識を磨いて世界   を体感できる全員留学へ。International Business
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B館B館
健康支援センター健康支援センター

ブラウン館ブラウン館

明治学院横浜チャペル明治学院横浜チャペル

E館E館体育館体育館

和弓場和弓場テニスコートテニスコート

ゴルフ練習場ゴルフ練習場

ヘボンフィールドヘボンフィールド

D館D館

❸❹❸❹

❷❷

❶❶

❺❺

アーチェリー場アーチェリー場

明

学
生イチオシ

Pick Up

MG
Café

大学内とは
思えない、

おしゃれな内装が
自慢！

1 2年次
YOKOHAMA
CAMPUS

横浜キャンパス

YOKOHAMA

創設者ヘボン夫妻が英学塾を起こした地としてゆかりの深い横浜。

戸塚区の緑豊かな丘陵地に広がる開放的なロケーションの横浜キャンパスで、

1・2年生が学びます。

❶10号館1Fラウンジ
❷インターナショナルラウンジ（8号館）
❸カフェテリア（C館）
❹MG Café（C館）
❺クララ・ラウンジ（5号館）

経済学部でのキャンパスライフがスタートすると、1・2年次から「海
外へのフィールドスタディ」や「社会参加実習」など、魅力的なプロ
グラムが満載。積極的に参加し、多くの経験を重ねることで、経済学
部での日々が輝いていきます。Campus Life

1 2年次

横浜校舎図書館は2015年3月にリニューアルオープンしました。新たにで
きたアクティブコモンズ・ラボでは、グループによる共同研究や議論が行
えます。また「相談デスク」では、大学院生からアドバイスを受けられます。

ヘボンフィールドは全天候型400mトラック、人工芝、スタンド、電光掲示板、各
種完備のスポーツ施設です。体育会各加盟部をはじめ、サークル、授業でも利用
されます。また個人でも申請を行えば昼休みや放課後、誰でも使用できます。

経済・経営関係の代表的な資格に、公認会計士、税理士、国税専門官が
あります。いずれも国家試験の中で難関の資格。経済学部では、これら
の資格試験合格を目指す学生をサポートするための資格取得支援講座
を設置しています。

ボランティア活動に参加することで単
位を取得できる実習科目。日常の学生生
活では体験できないコミュニケーショ
ンを通して、人や社会を知る貴重な機会
となります。

C館地下にあるMG Café。店内から屋外までウッド
デッキが配置されており、落ち着いた雰囲気のある
空間です。お昼休みや講義の合間に、お弁当を食べ
たりお茶したりと、友達と集まって一休みするため
の一押しスポットです。

戸塚まつりは、学生、教職員、地域が一体となって行う横浜キャンパスの
大学祭です。明学らしいテーマのもとに、持ち込み企画、模擬店、ステージ
パフォーマンス、フリーマーケットなどの各種イベントで盛り上がります。

図書館 資格取得支援講座

社会参加実習

ヘボンフィールド戸塚まつり
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東門

正門

明

学
生イチオシ

Pick Up

パレット
ゾーン白金

ヴォーリズ広場ヴォーリズ広場

パレットゾーン白金パレットゾーン白金

11号館11号館

10号館10号館

3号館3号館

2号館2号館

ヘボン館ヘボン館

ヘボン像ヘボン像

白金グラウンド白金グラウンド

明治学院高等学校明治学院高等学校

正門守衛所正門守衛所

明治学院白金チャペル明治学院白金チャペル

至高輪校舎
至桂坂校舎
至高輪校舎
至桂坂校舎

明治学院インブリー館明治学院インブリー館

明治学院
記念館
明治学院
記念館

（パイプオルガン）（パイプオルガン）

本館本館

本館入口本館入口

明るくて
気持ちいいから

空き時間に
つい来ちゃう！

3 4年次
SHIROKANE
CAMPUS

白金キャンパス

SHIROKANE

東京の都心の中でも閑静な住宅地として知られる港区・白金の丘に、

白金キャンパスが佇みます。

交通の利便性も高い都心でありながら落ち着いた環境の白金で、3・4年生が学びます。

ゼミ活動が始まる3年次。それぞれの目的意識も高まり、学びも、学
び以外の活動も、熱中して取り組む時間が増え、キャンパスライフは
より充実していきます。実社会の現場を経験する「インターンシップ」
から就職活動を経て、卒業後の道へと進んでいきます。Campus Life

3 4年次

社会人としての基礎力の養成や、キャリアデザインの意識づけを目的と
したプログラムです。2年次に、多彩な講師陣による実践的な講義を受
け、3年次に、実習として企業での就業体験を行います。

3年次からゼミに所属し、専攻分野の学びを深めます。各学科多彩なゼミが
揃い、学生の興味、関心に応えます。それぞれが意欲的、自主的にテーマに
向かい、ディスカッション、プレゼンテーションなどの活動を重ねていきます。

大学での学び、ゼミでの研究の集大成として卒業論文を作成します。そ
れぞれのテーマをそれぞれの視点で捉え、得た知識をさらに掘り下げ、
完成させていきます。

50年以上の歴史を持つ白金祭は、明学学生で組織される白金祭実行委員会
が企画・運営し、各サークルによる模擬店、学生企画のイベントなどが行われ
ます。受験生、保護者の方、地域の方にも楽しんでいただける学園祭です。

ヴォーリズ広場に存在感を示すパレットゾーン。
ダイニングラウンジやインナー広場などのくつろぎ
の空間と、アートホール、サークルルーム、アリー
ナなどの活動スペースもあり、学生の生活の拠点と
なっています。お茶のついでに卓球も楽しんでます。

インターンシップ白金祭 ゼミ活動 卒業論文
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Column

大学全体および学部全体で学生の就職活動をサポートします。キャリア教育プログラム

大学での学びを力に、社会へ羽ばたく
～経済学部のキャリア支援～

本誌に登場しているナビゲーター3人の就職活動のエピソードを特別公開!

経済学科
economics

経営学科
Business

Administration

金融業、グローバル企業、公務員など、各業界で
経済のプロフェッショナルとしてはばたく卒業生も多数。

経営学をはじめバランスよく学んだ学生に企業の需要は多く、
進路は、金融、ITなど様 な々業界に広がっている。

グローバル・マネジャー育成の教育を受けて、
国際ビジネスの現場で活躍する卒業生も多い。

国際経営学科
international

Business

UCLA留学について 佐々木 麻緒さん経済学科

ロサンゼルスは世界中の人々が居住する多文化社会
です。英語以外に、スペイン語やフランス語、中国
語など様々な言語が飛び交う国際色豊かな土地で、
アメリカだけではなく、世界中の異文化にふれる刺
激的な日々を送っていました。私はUCLAでジェン
ダー、社会的に形成される性差について主に学びま
した。アメリカでは私の留学中に全州で同性婚が合
法化され、LGBTについての議論が活発です。クラ
スや友人との意見交換は、トピックをより深く理解
することができ、とても楽しかったです。課外活動
ではダンスサークルに所属し、ショーケースに向け

て、放課後は友達と練習に明け暮れていました。ダ
ンスにも勉強にも熱心で、また自分の意見を積極的
にチームに対して発言しているチームメイトに刺激
され、初めは慣れない社会や言語に萎縮していまし
たが、振り付けや練習内容の提案、プロジェクト
チームを結成するなど、自ら行動をおこせるように
なりました。人々の個性を尊重するロサンゼルスで、
自分の好きなことに没頭し、思うままに表現してき
た留学生活は、“私らしさ”とはなにかを気付かせて
くれたかけがえのない時間でした。

ヘボン・キャリアデザイン・
プログラム

キャリアデザインに関するプログラム

1年次から「ヘボン・キャリアデザイン・プログ
ラム」により、職業につながる科目を体系的に学
ぶことができます。主体的な姿勢で、社会との接
点を持ちながら、体験を通して学ぶ科目で構成
されています。少人数での議論も行われます。こ
れらの科目で、「主体性と協調性、コミュニケー
ション力」「論理的思考と表現力」「社会的課題の
発見・解決能力及び職業意識」を習得できます。

就活ステップアップ
講座

少人数制の就職活動支援講座

「自己分析と業界・企業研究」「エントリーシー
ト」「グループディスカッション」「面接」「就職
活動マナー」の5つをテーマに行う、キャリア
センター主催の就職活動支援講座です。企業人
事経験者、キャリアカウンセラーなどが講師を
担当。講座終了後は担当講師が模擬面接を実施
し、個別指導も行っています。受講生の就職率
はほぼ100％です。

キャリアカウンセラー
による相談体制

キャリアカウンセリングの体制

キャリアセンターに、キャリアカウンセラー
有資格者の専門的相談員が配置され、就職・
進路に関する相談、応募書類のチェック、面
接トレーニングなどを行っています。特に就
職活動中の学生の支援を強化し、年間のべ数
千件にのぼる電話での「声かけ」支援、スタッ
フによる就職先紹介なども行っています。

Career Support 01

サークルを続けながら
就職を意識

就職内定者業種別比率

就職内定者業種別比率

将来を見据えて
経済学科を選択

3年生の企業実習で
　　　　就職を意識

社会人として欠か
せない知識である
経済学を学ぶため
に選択！

インターン講
座の延長で企
業実習に参加。
他学生の意識
の高さに触発
された！

就活していくなかで、
志望業界が絞り込まれる

就活中に金融
業界への関心
が強まり、そ
の中で保険分
野を志望する
ように。

ゼミでの学びや
経験を就活に活かす

今の会社に出会い、
面接に臨む

卒論の話やゼ
ミで得た知識
を面接で活か
し、学生生活と
就活が結びつ
き良い結果が
出た。

「公共政策論」
をもとにした、
10年後の日本
についての質
問の回答が好
印象に！

内定をいただくことに！

興味を持って
いた保険関係
の職に就くこ
とに！社風も魅
力的でした。 

国際研修プログラム
で留学を意識する

ついに長期留学！

イギリスに行き、海外に目が向く
ように。長期留学も意識し始めた。

3年次、1年間ア
メリカの大学で
学ぶ。ボストン
キャリアフォー
ラムで内定もも
らった。

ゼミでは対人力がアップ！

少人数のため一
人ひとりの発言
機会が多い。プ
レゼンなどによ
り人に伝える力
がついた。

卒論執筆で継続する
ことを学んだ

学んできた内容が活かせる
ファイナンス業界に絞る！

9ヵ月間の情
報収集、分析、
執筆…長期の
計画を進める
のは大変だけ
ど将来役に立
つスキルに。

コンサルタント
業界を受けて
いた時期を経
て、ずっと学ん
できた金融業
界にシフト。

証券会社の内定を
もらうことができた!

ファイナンスに関
わる会社に決ま
り、営業職に。大学
で学んだことを活
かしつつお客様と
接していきます。

ゼミでアピール
ポイントを発見!

サークルでダンス
に熱中していた私。
3年になると就職に
も目が向き始める。

ゼミでは、データ
の統計分析に力
を入れ、情報処理
能力がアピール
ポイントに。

志望業界を決定

自分の行動がお
客様の信頼に直
結する仕事に魅
力を感じるよう
になり、銀行を
志望。

周りの応援が力に ようやく面接に挑む！

友達や先生に
相談したり、
キャリアセン
ターでエント
リーシートの
添削をしても
らった。

3月に解禁され、8
月に面接。モチ
ベーションが下が
ることもあったけ
ど、周りの支えで
乗り切れた。

第一志望の銀行から
内定をもらった！

無事、志望通りの会
社から内定をもら
う。今までの苦労
が、大きな喜びに変
わった。

就職内定者業種別比率

オス
スメ

！

オス
スメ

！
オス

スメ
！

経済学科の
就活STORY

木澤さんの場合

01. 02. 03.

04. 05. 06.

国際経営学科の
就活STORY

中矢さんの場合

01. 02. 03.

04. 05. 06.

経営学科の
就活STORY

鈴木さんの場合

01. 02. 03.

04. 05. 06.■ 情報通信・マスコミ・
　 コンサルティング
■ 卸売・小売
■ サービス
■ 金融・保険
■ 不動産・物品賃貸 
■ 製造
■ 運輸・郵便
■ 建設・ライフライン 
■ 公務員
■ 医療・福祉
■ 教育・学習支援

26.7％

16.9％

13.7％

12.0％

9.4％

8.5％

4.3％
3.2％
2.7％

1.5％ 1.0％

■ 情報通信・マスコミ・
　 コンサルティング
■ 卸売・小売
■ サービス
■ 金融・保険
■ 運輸・郵便
■ 製造
■ 不動産・物品賃貸
■ 医療・福祉
■ 建設・ライフライン 
■ 公務員
■ 教育・学習支援

26.0％

20.0％

17.8％

11.4％

7.8％

7.8％

5.1％

1.7％
0.2％1.7％
0.5％

■ 情報通信・マスコミ・
　 コンサルティング
■ 金融・保険
■ 卸売・小売
■ サービス
■ 不動産・物品賃貸
■ 製造
■ 公務員
■ 建設・ライフライン
■ 運輸・郵便
■ 医療・福祉  
■ 教育・学習支援
■ 農林水産業・鉱業

27.5％

18.4％

14.2％

13.1％

6.7％

6.3％

4.1％
4.0％
3.4％

0.9％
1.1％ 0.2％
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● 株式会社スミテックス・インターナショナル（住友商事グループ）

溝口 りん子さん

海外赴任を目指し、できる努力を続けています。
2006年に新設された国際経営学科の1期生です。海外に興味があり、「国際」

がついた学科を受けた結果、入学したという軽い経緯ですが、シドニー大

学への短期留学や海外の企業を見て回るケーススタディ授業などを通じ

て、海外との距離をより近く感じ、外国と関わる仕事に就きたいと思って

いました。同時に服の販売のアルバイトに打ち込んでいたので、繊維専門

の商社とその周辺に絞って就職活動をしました。リーマンショック後の大

変な就職難の時代で、進路を絞りすぎて苦労が倍増したのだと後で気づき

ましたが、なんとか希望分野の今の会社に決まり、総務人事の仕事につい

て７年目となりました。

人事に配属されたのは、自分としては「まさか！」という気持ちだったので

すが、周囲は納得したようです。一般職で入社しましたが、４年目で私自身

の希望と会社からの許可が出たので、総合職に変わり、そこから仕事の幅

が広がりました。繊維専門商社なので、中国、香港、ベトナムに拠点があり

ます。現地の人事制度改定や駐在員の相談などで、海外出張に行かせても

らえています。せっかく人事の仕事をしているので、社会保険労務士の資

格を取ろうと勉強もしています。中堅社員を２年ほど駐在させて実地経験

を積ませようという制度もあるので、行かせてもらえるよう立候補してい

ます。 

高校では全く勉強しませんでしたが、大学に入ってから第二外国語として

のフランス語の他、韓国語やスペイン語など４カ国語の授業を受けたり、

単位をたくさん修得してみたりしました。仲良くなったタイからの留学生

と一緒に受けた授業や旅行も楽しい経験でした。国際経営学科で学んだ友

人たちの進路は様々ですが、皆、好奇心旺盛で行動力ある人たちばかり。就

職活動では色々ありましたが、海外と関わり合う仕事ができています。海

外赴任を目指し、実現まで努力し続けたいと思っています。

経済学部国際経営学科出身

社会で輝く明治学院大学
卒業生のエピソードを知る

海
外
を
身
近
に
感
じ
る
授
業
の
お
か
げ
で

外
国
と
関
わ
り
合
う
仕
事
に
携
わ
る
こ
と
が
で
き
た
。

ゼ
ミ
で
特
殊
な
専
門
分
野
を
研
究
し
た
こ
と
が
縁
で

税
理
士
へ
の
道
が
開
け
た
。留

学
で
学
ん
だ
開
発
学
が
活
か
せ
る

新
興
国
に
関
わ
る
仕
事
が
夢
。

論
文
を
書
く
こ
と
の
面
白
さ
を
学
ん
だ
こ
と
が

研
究
者
と
い
う
職
務
に
活
か
さ
れ
て
い
る
。

● 名城大学情報学部 准教授 博士（経済学）

宮本 由紀さん

疑問を大切に。そして悩み、考えることを恐れずに！
明治学院大学で大学院の修士課程、大阪大学で博士課程後、現在は名城大

学で子育て支援政策に関する研究をしています。ニュースで見た少子化対

策としての子育て支援政策に素朴な疑問を覚え、同じ研究者である夫とと

もに論文を書いています。具体的には出生率を効率的に上げるためには児

童手当のように直接手当を支給するような政策と保育園などのインフラを

整備するような政策の、どちらにより予算を配分すればいいのか分析しま

した。その結果、それは地方自治体によって異なることが分かりました。

従って、子育て支援政策は全国一律に政策を行うよりも、予算をそれぞれ

の地方自治体に配分し、地方自治体が地域にあった政策を行う方が出生率

に対する効果が大きいという結論に達しました。

こんな風に研究テーマは、自分の身近にある素朴な疑問から始まります。

具体的なイメージと好奇心がわくものを探求していきたい。学生時代から

ずっと思ってやってきました。 

大学時代に最も大切だと教えられたのは、疑問を大切にすること。当時は

言われてもあまりピンときていませんでしたが、もう少し勉強してみたい

と大学院に進んでから、その教えが身にしみました。実は明治学院大学に

入る前まで、私は勉強が嫌いでした。おまけに経済学は固くて小難しいオ

ジサンの学問というイメージがありました（笑）。もっと勉強してみたいな

と大学院へ進学しましたが、優秀な人たちばかりに囲まれて随分悩みまし

た。けれども指導教官の高橋青天先生に論文を書く面白さを教えていただ

き、前に進むことができました。普通２年で終える修士課程を４年かけた

ため、よく考える時間があったのも良かったと思います。

若いうちは失敗を恐れずに、いろいろチャレンジすればいいと思います。

取り返しのつかないような失敗なんてそうそうないです。失敗したらその

失敗を次につなげればいい。そうすれば道は必ず開けると思います。

経済学部経済学科・大学院出身

● トヨタ自動車株式会社

石田 千尋さん

留学前の親身なサポートに感謝しています。
小学校の「総合の時間」で、ユニセフの募金活動やアフガニスタンの学校と

絵の交換をしたことがきっかけで、国際協力に興味を抱きました。中学・

高校はソフトテニス部の活動に熱中して忘れていましたが、国際社会を経

済という視点で見ることができると思い、この学科を選びました。

海外留学は大学入学時から決めていて、そのための授業選択をしていまし

た。英語の勉強はカッコイイところでしたいという、ふわっとした動機で

アメリカ・カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)を留学先に選んだ

のですが、規定の点数が取れなくて、泣きながら国際交流センターの方に

相談しました。「まだチャンスがあるから」と背中を押してくれたおかげで、

ギリギリで合格点に達することができました。他にも、国際学部で英語の

みで行われる帰国子女のための授業を聴講させてもらったり、関係者の皆

様にはとてもお世話になりました。きめ細かく相談に乗ってくれ、学部を

超えて配慮していただけるのは、明学だからこそと思っています。

そうして留学したUCLAで開発学を知り、面白い学問で深めたいと思いま

した。その後学んだ、開発学に強いイギリス・サセックス大学での修士過

程では、保健・栄養にフォーカスを当て、アフリカのHIV政策について分

析を行いました。大学院入学前にケニアに３ヵ月滞在し、新興国の現状を

体験することで、知識の補強や勘違いしていた部分の修正をしたつもりで

す。今年度からトヨタ自動車に入社し、配属を待っている身ですが、自分

が研究した新興国に、製品を通じて関わることができればいいと思ってい

ます。

経済学には様々な方向性があります。NGO（非政府組織）や国際ボランティ

アへの参加など、こういった分野に強い明学の「資産」をたくさん使って、

皆さんも自分の目標を実現してください。

経済学部経済学科出身

● 太陽グラントソントン税理士法人 マネージャー 税理士

飯泉 有香さん

語学を入り口に、専門知識と世界を広げて。
叔父が税理士であることから、税理士の仕事は身近に感じていました。会

計の勉強をしようと商学科( 現・経営学科)に入り、OB税理士が講師を務

める資格取得支援講座に参加して簿記の資格を取得したことがきっかけ

で、在学中、簿記専門学校に通って税理士を目指しました。

ゼミでの卒論テーマが縁となり、専門分野である大手の会計事務所の移転

価格コンサルティング部門に入社。４年目で、改めて税理士の申告業務に

従事したいと考え、会社を移りました。

この会社で入社２年目にカナダ・バンクーバーへ英語留学、アメリカ・ロ

サンゼルスの会計事務所でのインターン経験を経て、現在は管理職として、

外資系企業及び日本企業の税務申告、国際税務のコンサルティング業務に

就いています。昨今、国際的な税務相談が増え、外部研修の講師や執筆を頼

まれる機会も多くなりました。

もともと語学が好きで、在学中２年次に英語を学ぶため、イギリス・ノー

リッジに夏休み期間中短期留学しました。話すのは苦手でしたので英語に

触れるいい機会だったと思います。社会人になってからの語学留学を計画

していた時、ある方から「英語は日本で学べる」と言われました。確かにそ

の通りなのですが、留学の経験は語学学習だけではないと私は考えていま

す。新しい世界、出会い、環境含めた包括的な経験が、後の自分の財産にな

ります。正直なところ、会話は入り口にすぎません。仕事の英語は、実務を

通して獲得していくものだとインターン時代に学びました。また十分な知

識があれば、つたない英語でも説得力が生まれます。

目標があればその分早く達成できると思いますが、私はその時々、頂ける

仕事を経験に活かしていくタイプでした。けれども、好奇心とやってみよ

うという気持ちを持ち続けていれば道はつながっていくと思います。

経済学部商学科（現・経営学科）出身
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インターンシップ制度
学生が一定期間企業などで就業体験するインターンシッ
プ。実社会の現場でしか感じることのできない貴重な経験
を通して、社会人としての基礎力、キャリアデザインへの意
識を高めることを目的としたプログラムです。インターン
シップのプロセスは、２年次秋学期の「講義」と３年次春
学期の「実習」があります。3年次春学期のガイダンスを経
て夏季休暇期間中の就業体験に臨み、実習後にレポート
を提出して、単位認定となります。

1960年代から交換留学を実施してき
た明治学院大学は、留学に関しては先
進的な取組を実施してきました。その
ため外部業者に委託するのではなく、
独自に留学先を開拓してきました。現
在、世界18の国と地域における40校
の大学と交換協定を結んでいます。大
学のヴィジョンでもグローバル化は大
きな柱となっていることから、これから
も積極的に協定校を拡大させていきま
す。協定留学制度は、明治学院に学費
を納めて先方の学費が除され、1年間
留学するというものです。留学先では
自分の専門に合わせた授業を受けら
れ、そこで取得した単位を帰国後に明
治学院大学の単位に読み替える単位互
換もできるので、4年間での卒業も可
能です。これは長期留学制度と呼ばれ
ます。この他に、夏休みなどの期間を
活用して、1ヶ月勉強する短期留学制
度もあり、留学制度は充実しています。

経済学部のインターンシップの特色は、大学教員の教育・指
導とともに、インターンシップコーディネーターによるキャリ
アサポート、先輩学生のアドバイス、これら学部が持つ力を
結集・融合している点です。「学部」として提携先企業を持っ
ていることも強みですね。また2012年度より海外（台湾）で
のインターンシップも開始しましたので海外志向の学生の意
欲にも応えています。インターンシップは「卒業後の就職のた
め」というより、「自分のキャリアを考える」ことが目的です。「進
学」や「将来は起業」という道もあるかもしれない。まずその
意識をもつこと。それに向けてどのような準備をしたら良い
かを考えるきっかけにしてほしいですね。

実社会の現場で「学び」、
学生と社会のギャップを埋める

飛び入学制度
本学部学科で３年間学び、優秀な成績を修めた学生
は、大学を３年間で卒業して大学院に進める飛び級
制度を設置しています。この制度の適用者は、口述
試験のみ、つまり面接だけで大学院に入学すること
が可能です。

通常は大学の卒業資格を持った方のみの進学になりますが、い
くつかの条件を満たしている場合、4年生を飛ばして進学するこ
とができます。5年で大学院修士課程を修了した学生は、企業か
らも高い評価を受け、就職活動でも大きな武器になります。

早期のステップアップを実現する

Student’s Voice

私は大学３年生の夏に、prepared slidesという
企業の仲介により、シンガポールにあるIT系企
業で3週間のインターンシップに参加しました。
普段の事務的な仕事から、IoT製品を日本市場に
参入させるための提案、営業まで幅広く経験した
ことにより、語学の壁を自力で乗り越え、社員と
信頼関係を築き、最新技術にも触れることができ
ました。これらにより、就職活動において会社を
選ぶ判断基準ができ、大きな自信になりました。

黒岩 薫さん
経済学科

インターンシップでは企業の現場で職業体験を行
うため、机に向かう勉強からは知ることのできない 
“未知の領域”に足を踏み入れることになります。
インターンシップに参加してみると、将来の自分が
働いているイメージができるようになり、頭の中で
想像していたことと現実とのギャップが埋まってい
きました。就職活動を終えた今、社会人になるため
の第一歩として、「働く」ことを具体的にイメージす
ることは、とても大切なことだと実感しています。

垣内 裕貴さん
経済学科

私は3年のときに、4社のインターンシップに参
加しました。インターンシップに参加するのに
も、ESや面接が必要な企業がほとんどなので、
練習にもなりましたし、インターンシップを経て
企業への理解度がグッと深まりました。第一志
望の企業のインターンシップには何度も参加
し、人事の方にも顔を覚えていただいていたの
で、選考もスムーズに進めることができました。

中島 由葵さん
国際経営学科

明治学院大学の理念のもと、学生の活動を支えています。

協定先は、アメリカではカリフォルニ
ア大学、ロチェスター大学、ヨーロッ
パではイギリスのマンチェスター大学、
フランスのエクス政治学院、ドイツの
ハンブルク大学、そしてアジアでは韓
国の延世大学、タイのタマサート大学
など、その国のトップ校です。いずれ
も個人で留学しようとすれば難しい学
校ばかりです。そういう意味で、この
協定留学制度は自分のキャリアを充実
させる絶好のチャンスです。皆さんが
挑戦して下さることを期待しています。

（神田良　経済学部教授）

国際センター

明治学院大学ボランティアセンターは
阪神淡路大震災をきっかけに、全国に
先駆けて1998年に誕生しました。学生
の皆さんがボランティア活動を通して
学びを深められるように様々な支援を
しています。
「1 Day for Others」は大学の教育理念
「Do for Others（他者への貢献）」を気
軽に実践できる本学を代表するプログ
ラムです。キャンパスを飛び出して、
NPO、NGO、企業、コミュニティ施設
などで1日ボランティアやインターンを
してみようという活動で、60を超える現
場に700名以上が参加、ボランティア活

動のきっかけとなるとともに、リーダー
シップやコミュニケーション力などを身
につけるチャンスにもなっています。
2016年度からは「明治学院大学 教育
連携・ボランティア・サティフィケイト・
プログラム」がスタートしました。「ボ
ランティア実践」と「大学の授業」をつ
なぎ、双方での学びを深化させること
で、より教育理念 “Do for Others”を
具現化していく力を養います。
ボランティアセンターはあなたの学び
の場を提供しています。センターでお
待ちしています！

ボランティアセンター https://www.meijigakuin.ac.jp/volunteer/

キャリア形成につながる
制度と科目

資格取得支援講座
経済学・経営学分野の代表的な資格として、簿記検定・FP（ファイナンシャル・プランナー）・秘書検定などがあります。これらの資格を

取得することによって、会社の経理業務や管理業務、金融機関における金融商品の営業などの業務における必要な知識を習得できるととも

に、資格の取得が、就職活動においても、企業へのアピールポイントとなります。明治学院大学経済学部では、これらの資格を取得したいと

考える学生をサポートするために、課外講座を開講しています。開講講座は、日商簿記検定3級及び2級対策講座、ファイナンシャル・プラ

ンナー3級及び2級対策講座、秘書検定2級及び準1級対策講座となります。多くの学生の参加及び資格の取得を期待しています。

国家試験や資格取得を徹底サポート

国際センター、ボランティアセンターのご紹介

Student’s Voice

飛び入学制度には、二つの利点があると思いま
す。一つ目は、無駄な期間をおかないというこ
とです。単位をとりきり学部4年次を迎えるよ
りも、4年次をカットしそのまま大学院で一歩
進んだ学問を学ぶことはより効率的で充実した
学生生活に繋がると思います。二つ目は、環境
が変わらないことです。よく知っている校舎、
受講したことのある教授陣。本大学院への進学
であれば環境の変化に戸惑うことなくすんなり
と研究に打ち込むことができるのではないかと
思います。ぜひ、今後の選択肢の一つとして考
えてみてください。

大坪 ピョートル 寛彰さん
大学院
経済学研究科
博士課程

私は、税理士資格を効率的に取得するため、大
学院に進学しました。修士論文を書き、審査に
通ると、試験科目が一部免除されるからです。
しかし実際に進学すると、他にも大きなメリッ
トがあることに気がつきました。学部時代以上
に先生との距離が近くなったのです。何か疑問
を抱えると、すぐに質問できますし、新たに興
味がわいたり、やりたい研究テーマが浮かぶと、
親身になってサポートしてくれます。とてもす
ばらしい環境だと感じていますし、得意な人も
苦手な人も楽しく勉学に打ち込める場所だと思
います。

森 勇人さん
大学院
法と経営学研究科
修士課程

「早く社会で活躍したい」私が、なぜ大学院へ進
学したのか。それは「なぜ就職するのか」に向き
合い、「人の行動を変えるきっかけになりたい」
という思いに気づいたからです。さらに勉強を
深め、「発信者」としての可能性を広げるために
進学を決めました。しかも飛び入学には、環境
を変えずに効率的な学習ができるという利点が
あります。学部時代と同じ教授陣から指導をう
け、研究用のアンケート調査では学部4年生の
友人に協力してもらっています。将来の選択肢
を広げるきっかけに、この制度を利用してみて
はいかがでしょうか。

木下 麻鈴さん
大学院
法と経営学研究科
修士課程

経営学科  北浦貴士教授

4年次 大学院3年次2年次1年次

●飛び入学の流れ

黒瀬 久敏さん
経済学部非常勤講師
インターンシップ・
コーディネーター

西原 博之教授
国際経営学科
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マスク着用 手洗いと
手指消毒

密集、密閉、密接の
状況を避ける

体温測定
（学内にもセルフチェック装置あり）

エレベーターは
密集、密接を避ける

新型コロナウイルス感染症の
拡大予防対策、取り組みについて

明治学院大学 経済学部

本学では「教育の基本は対面授業である」と考えます。
安心して授業を受け、学生生活を送るために様々な対策を講じています。

2.学食での対策
 カウンターやレジでの間隔の確保、パーティションの設置など、各店舗で様々な対策を行っています。

3.窓口での対応
 アクリル板やビニールシートなどで飛沫防止を行い、勤務員は対応時にマスクを着用しています。

4.オンラインを活用した支援や説明会
 キャリア支援や国際交流支援など、オンラインを活用しながら相談を受け付け、説明会などを順次開催しています。

5.安全対策グッズを常備
 手洗い器を増設し、手指消毒液・非接触型体温計を各建物に設置しています。

6.相談窓口
 体調が悪い時、気持ちが辛い時は相談窓口へ

1.大学への入構に際してお願いしていること

2.適切な換気の徹底
 空調により1時間に2回以上換気しています。

1.ゆとりを持った教室使用
 間隔を十分に空けて着席できるよう、通常の教室定員のおよそ1/3で運用しています。

3.オフピーク通学の実施
 ラッシュアワーを避けるために、授業開始時間を繰り下げました。

4.ポートヘボンや明学アプリに関連情報を随時アップ
 大学からの様々な情報が集まるポータルサイトや時間割アプリで、学生生活に関する情報を得ることができます。

5.徹底した感染防止対策
 時間割変更などの工夫や、飛沫感染、接触感染の防止対策に取り組み、配慮が必要な人には対面授業の遠隔受講を認めています。

授業

学生生活

※2020年度秋学期実績。今後の状況によっては変更の可能性もあります。

経済学部国際経営学科の取り組みについて
新型コロナウィルスの世界的な感染拡大に伴い、2021年度秋学期に
予定されていたカリキュラム留学は中止ならびに延期となりました。
2021年度は夏季休暇期間を活用し、本学科生に対してオンラインに
よる提携先大学への留学を選択できるようにします。クラスの少人数

化や授業時間数の拡大、現地学生との交流を明学生用にカスタマイ
ズするなどオンラインでも満足度の高い留学を目指します。2022年
度のカリキュラム留学は実施の方向で進めています。

授業形態について
本学では manaba（LMS：学習管理システム）を中心に、必要に応じ
て Microsoft Teams と Zoom のビデオ会議システムを活用して

〈遠隔授業(オンデマンド/同時配信)〉 と〈対面授業(同時配信併用)〉
が実施されています。

新型コロナウイルス感染症に関する特設ぺージ

https://www.meijigakuin.ac.jp/covid-19/

受験生の皆様向けのご案内も掲載しています。

対面授業（同時配信併用）
教室で従来の授業をしながら、

同時に Zoom、Teams 等で配信をします。

遠隔授業（オンデマンド：動画配信）
教員が用意した動画を配信することで、
学生はいつでも学習することができます。

遠隔授業（同時配信）
Zoom、Teams 等で

リアルタイムに配信をします。

遠隔授業（オンデマンド：資料配信）
manaba やOneDrive で

資料（音声付 PowerPoint、PDF 資料等）を配信し、
それを基に学習します。


