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CHANGE!

Open Campus
TAMA UNIVERSITY

自分の可能性と出会い、新しい一歩を踏み出すチャンス！

開催イベント　 模擬授業体験、個別相談、在校生との交流、キャンパスツアー、志望理由書作成講座、
模擬面接、AO入試対策セミナー、その他イベント盛りだくさん ！

多摩キャンパス（経営情報学部）／湘南キャンパス（グローバルスタディーズ学部）

5/29 SUN  6/19 SUN  7/10 SUN  7/24 SUN

8/7 SUN  8/28 SUN  9/25 SUN  10/30 SUN

11/12 SAT  13 SUN  学園祭同時開催 11/27 SUN 

実学に基づいた経営学を学びたいと思い多摩大学に興味を持ちました。父の会社を兄が継いで
いることもあり、経営が身近だったうえに、将来は会社を手伝いたいと考えていたからです。そこ
で3年生の夏にオープンキャンパスに参加することにしました。AO入試対策セミナーでは、志望
理由書作成講座や模擬面接などもあり、先生方が親切に指導してくれました。以前から多摩大学
では先生と学生との距離が近いと聞いていましたが、それを実感。オープンキャンパスで仲良く
なった先生の指導もあってAO入試に合格し、春から入学することになりました。

オープンキャンパスで先生との距離の近さを実感。
丁寧なAO入試対策で無事に合格できました
高島 奈那  経営情報学部 新1年 ／ 湘南工科大学附属高等学校出身

将来はテーマパークの運営に関わりたいと漠然と考えていました。多摩大学のオープンキャンパ
スに参加したことで、その夢が明確になり、学びたいことも見えてきました。オープンキャンパス
ではさまざまな体験プログラムが用意されていて、なかでも実際にテーマパーク見学後にグルー
プ発表などを行うプログラムがあり、びっくりしました。一足早くゼミを味わうことができました。
また在校生との交流セミナーもあり、気になっていたことを解決することができました。オープン
キャンパスでは聞きたいことや確認したいことを用意してから参加した方がいいですよ。

オープンキャンパスで疑問を解決しよう。
在校生との交流で一足早く大学生活を体感
西尾 秀平  経営情報学部 新1年 ／ 向上高等学校出身

日本文化を世界に紹介したいという夢を持っていたので、グローバルスタディーズ学部に興味を
持ちました。多摩大学に通っている兄の薦めもあってオープンキャンパスに参加したのですが、
模擬授業では、学生の数は20人程度で、高校の授業より少ないことに驚きました。先生との距離
も近く、気軽に質問できる雰囲気が気に入りました。それでも英語だけでの授業についていける
か不安もあり、在学生との交流会で質問したところ「私も不安だったけど大丈夫」の一言で悩みは
解消しました。結局オープンキャンパスには3回参加。行くたびに多摩大学が好きになりました。

オープンキャンパスには3回参加。
行くたびに多摩大学が好きになりました
原 佳子  グローバルスタディーズ学部 新1年 ／ 神奈川県立横須賀明光高等学校出身
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CHANGE!
1年次からスタートする“ゼ   ミ”を通して「働く」ことの本質が明確に！
自発的に活動し成長を感じ   る毎日私のSTEP UP!

濱島 健吾
経営情報学部 3年 ／ 日本工業大学駒場高等学校出身

学部や年次が異なる仲間と学ぶインターゼミに参加、地方創生の
ためにフィールドワークとしての共同研究をしている。さらに産・
官・学の連携で行われる「多摩未来奨学生プロジェクト」では多摩
地域活性化のために他大学の学生とともにさまざまな地域活動も
行っている。

陸上一筋の人生から180度方向転換
新しい自分と出会う

小学4年から高校まで陸上一筋だった私は、陸上以外のことを
考える余裕などなく、つねに走り続けてきました。しかし、進路を考
えたとき、初めて私の足が止まったのです。このまま陸上を続けられ
る大学に進むべきか、まったく新しい道を目指して大学を選ぶべき
なのか。そんなときに出会ったのが多摩大学でした。通っていた学
習塾の進路担当のチューターの先生からの紹介で、少人数制でゼミ
を中心に授業が行われる大学であることを知りました。しかも産業
界で活躍した著名な先生方が揃っていると聞き、期待は高まるばか
り。元々、商社マンに漠然と憧れていた私にとって、実学志向の多摩
大学にとても魅力を感じました。まさに新しい自分と出会えた瞬間
でした。

さまざまな活動を通して
「働く」ということが明確になっていく

他大学の学生との交流を持ちたいという想いから、「多摩未来奨
学金」にも参加することになりました。多摩地区の産・官・学の連携で
行われる「プロジェクト参加型」奨学金です。まだスタートしたばかり
で、多摩地域12大学の学生22人が集まり、「多摩未来奨学生プロジ
ェクト」というグループワークを通して多摩を活性化するために活動
しています。ここでの活動を将来的にはインターゼミと融合できた
ら素晴らしいと考えています。多摩大学に入ってからさまざまなゼミ
やプロジェクトに参加しながら、年齢も肩書もまったく違う人々と一緒
に活動をしていくうちに、自然と「働く」ということが明確に見えてき

ました。その一方でさまざまな
仕事に興味が広がってきたの
も事実です。今年はいよいよ
就職活動本番の年です。これ
までの漠然とした憧れだけで
はなく「働く」ということの本質
を見つめながら将来を決めて
いきたいと考えています。

入学前の私 私を変えた出会い

「志」を持って学ぶ毎日

陸上一筋に歩んできた小学校から高校時代

多摩地区の産・官・学の連携で行われる「プロジェクト参加型」奨学金交付式

一人ひとりのアクティブ・ラーニング

さまざまな人との関わりから
興味の幅が広がっていく

実際に多摩大学に入学してみると、想像していた以上に魅力的な授
業やゼミが揃っていることに驚きました。なかでも「海外活動英語コミ
ュニケーション」の講義には刺激を受けています。各界で活躍されてい
る方々を毎回ゲストに迎え、それぞれの企業でどのように英語が活用
されているのかなどが紹介されます。質疑応答もあり、知りたいことを
積極的に聞くことができる中身の濃い授業です。毎回、講義を通して興
味の幅が広がっていく自分を実感しています。
多摩大学では、1年次からゼミが行われ、2年次からの「ホームゼミ」

や「インターゼミ」、「プロジェクトゼミ」など、実社会で活躍している先
生方によるさまざまなゼミが行われます。なかでも寺島学長による
「インターゼミ」は入学前から入りたいと考えていました。大学院から
学部の学生まで、学部も年次も違う学生が集まり、さらに社会人や教
授も交じって行われるゼミです。4つのテーマごとに班が分けられ、私
は「地方創生」班に所属しています。実際にフィールドワークとして調
査対象地へと出かけ、その地域で働いている方々からワークライフバ
ランスについて取材し、レポートにまとめていきます。取材で教えて
いただくことは、やはり現場ならではのお話でとても勉強になります。
また、ゼミ内にはさまざまなバックボーンの方がいるので、大学の授
業とはまた違う発想が飛び出してきて、とても新鮮ですね。論文の書
き方やアポイントの取り方などでアドバイスをいただくこともあり、一
足早く社会人として必要な素養を学ぶ場にもなっています。

多摩大学で新しい自分に出会えた

社会人や教授も交じって行われるインターゼミ
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CHANGE!

「志」を持ち、社会に挑戦する

在学時の私 これからの自分

さまざまな経験を通してアジアでのグローバルビジネスに興味が　  広がる

三代 ひろな
株式会社ファンケル ／ 経営情報学部 2016年卒 ／ 東京都立神代高等学校出身

多摩大学でのインターゼミやホームゼミを通してアジアのグローバ
ルビジネスに興味を持つようになる。アジアでもファンケルの化粧品
は人気で、いつかはインドネシアなど成長著しいアジア市場への積極
的な進出に関わる仕事をしたいと考えている。

入学時の私たち

木谷　私は音楽ビジネスに興味があり、音楽系の学校を考えていた
のですが、高校の先生から、まずは経営から学んだ方がいいというア
ドバイスをいただいたので、経営系の学部を探すようになりました。
月岡　私の場合、将来の目標が決まっていませんでした。多摩大学を知
ったのも友人が受験することを聞き、漠然と調べたのがきっかけです。
でもホームページや大学案内を見て、少人数制でゼミを基本に授業が
行われることを知り、ここで学んでみたいと思うようになりました。
木谷　いくつかの経営系の大学を調べていくうちに、多摩大学は
エンターテイメント系の授業やゼミが充実していることを知り、一気
に興味がわきました。さらに高校で行われた多摩大学の先生によ
る説明会に参加し、その時にふれた先生の人柄にも惹かれました。

月岡 美笛（写真左）
経営情報学部 2年 ／ 東久留米総合高等学校出身

木谷 花子（写真右）
経営情報学部 2年 ／ クラーク記念国際高等学校出身

月岡　実際に入学してか
らも先生も学生もいい人
が多くてホッとしました。
木谷　同じ学年なら顔と
名前がほとんど一致する
のがいいですね。
月岡　私たちが仲良くな
ったのは、プレゼミで一緒
のグループになってから。みんな仲が良くて一緒に学んでいこうと
いう雰囲気が好きです。
木谷　先生との距離が近いのもいいと思います。プレゼミや語学の
授業は少人数なのでわからないことも気軽に先生に聞けます。
月岡　施設もきれいで、とくにパウダールームは快適。女子にやさ
しい大学って感じです。
木谷　食堂も居心地が良くて、授業のない時は友人と一緒に雑談
をしていることも多いです。そして、2年次からのホームゼミでは大
森ゼミに入りました。心理学を応用して、幅広く人間の行動全般に
ついて学んでいきます。将来は音楽ライブの企画や運営の仕事に

私たちを変えた出会い 就きたいと考えているので、このゼミで学んだことが生かせると思
います。
月岡　私は、中小企業や地域産業活性化について学ぶ奥山ゼミに所
属しています。多摩大学で学んでいくうちに、日本に基盤を置いて
世界で事業を展開している中小企業に興味がわいてきています。
木谷　「ゼミ力の多摩大」といわれるだけあって授業はゼミ中心で
す。先輩とのつながりも強く、先日もOBが一緒に参加する合宿があ
りました。発表では先輩からの厳しい質問に苦労しましたが、その
分、絆も深まったと思います。

月岡　私は今度、カナダに短期留学することになりました。現地では
ホームステイをしながらカナダとつながりのある日本企業について
勉強してこようと思っています。
木谷　私たちは遊びではいつも一緒ですが、勉強では別。ゼミも目
指す方向も違います。
月岡　志は人それぞれですが、そのひとつひとつの想いをかなえて
くれる、それが多摩大学だと思います。

これからの私たち

変化の中で自分と向き合う

仲のいい友人同士でも目標は人それぞれ。
自分の想いを大切に進んでいきます

一人ひとりのアクティブ・ラーニング

生のホームゼミでアジアビジネスについて学び、文献調査だけでは
なく実際に香港や台湾など現地へも調査に出かけました。さらにイン
ターゼミではアジア班に所属し、社会人や大学院生と一緒に朝鮮通
信使や琉球のアジア交流などの研究に没頭。こうしていつしかアジア
ビジネスへの興味が広がっていきました。

学びを生かして、アジアへ進出したい

多摩大学では実業界で活躍している先生方が多く、しかも先生と学生
の距離が近いことから、より現実に即した相談などをすることができ
ます。さらにやりたいことをアピールすれば、たくさんのチャンスを与
えくれるのも多摩大学の強みではないでしょうか。私は、ホームゼミ
をはじめプロジェクトゼミ、インターゼミを通して、たくさんの先生や
社会人の方と親しくなることもでき、就職活動中もさまざまなアドバ
イスをいただくことができました。現在は化粧品・健康食品メーカーの
株式会社ファンケルに勤務しています。いつかは多摩大学での学びを
生かしながら、アジアに関われる仕事をしてみたいと考えています。

やりたいことをアピールすれば、
たくさんのチャンスを与えてくれる

多摩大学に入学したのは、いつか起業をしてみたいという夢があった
からです。しかしマスコミへの憧れも捨てきれないまま入学した私は、
自分の本当にやりたいことを見つけるため、いろんなことにチャレン
ジしてみました。1年次にはオーストラリアへの留学に参加。1年生は私
ひとりでしたが、積極的に先輩たちと話しました。すると、多摩大学に
は、やりたいことを実現するために相談にのってくれる先生やゼミを
はじめとした海外研修などの制度が整っていることを実感したのです。
それ以降は、よりアクティブになっていきました。2年次からは、金先 アジアビジネスの現地調査で訪れた香港と台湾
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CHANGE!
私のSTEP UP!

猪俣 菜那
グローバルスタディーズ学部 3年 ／ 新潟県立直江津高等学校出身

大学ではボランティアサークル「ザイオンズ・クラブ」に所属。世界
各地に家を建てる活動を行っている。アメリカにあるNGO団体の
日本支部学生支部のメンバーとして他大学の学生との交流も多
い。日本各地にも足を延ばし、ヒッチハイクで京都・大阪を旅するほ
どの行動派。

「志」を持って学ぶ毎日

岩手県大船渡市のクリスマスイベントに参加

一人ひとりのアクティブ・ラーニング

グローバルな視野を
少人数制の環境で身につけたい

子供のころから親の影響で海外ドラマを見たり、洋楽を聞くこと
が好きでした。さらに幼稚園のころから英会話学校に通っていたこ
ともあり、英語を生かして将来は外資系航空会社のフライトアテン
ダントになりたいという夢がありました。そのためにはさらに英語を
磨き、グローバルな視野を身につける必要があります。ですから大
学では英語を使って学びたいと考えました。留学も視野に入れてい
ましたが、まずは国内で学ぼうと学校を探していたところ出会ったの
が多摩大学でした。英語だけで行われる授業は私にとってとても魅
力的でした。さらに総合大学では授業も学生は百人単位ですが、多
摩大学なら20人もいません。その少人数制のため、より内容の濃い
学びが得られるだろうと感じたのも多摩大学を選んだ理由のひとつ
です。

サークル活動を経験することで
将来の選択肢が広がっていく

大学ではボランティアサークル「ザイオンズ・クラブ」に所属し、世
界各地に家を建てる活動を行っています。先日は、他大学のサーク
ルと一緒に2週間フィリピンに出かけ、家を必要としている人々のた
めに5世帯の住居を建築してきました。さらに東日本大震災で大き
な被害を受けた岩手県大船渡市では、「サンタがまちにやってくる」
というイベントに参加。サンタに扮して地元の子供たちにプレゼント
を届けました。多摩大学にはユニークな学生が多く、しかも社会意識
の高い学生が集まっていて、仲間同士で刺激し合いながら成長して

います。入学前の夢は外資系
航空会社のフライトアテンダ
ントになることでしたが、多摩
大学でのさまざまな学びや活
動を通して将来の選択肢が広
がってきました。

興味のあるもの、学びたいことを
掘り下げていくことができる

多摩大学は想像していた以上に先生と学生の距離が近く、一方的
に講義を聞いて終わりではなく、講義に参加しているという実感が
あります。1年次には、「AEP（英語集中教育）」でリーディング、ライ
ティング、リスニング、スピーキングの4つの基本を集中的に学んで
いきます。初めのころは、英語だけの授業に圧倒されますが、次第に
英語に対する自信がついてきます。2年次からは専門科目を履修し
ながら実践力を鍛えていきます。多摩大学には実務経験の豊富な先
生による授業が多く、どの授業を履修するかとても迷いました。なか
でも太田先生の「文化グローバリゼーション入門」では、“文化とは何
か”をテーマに、伝統的文化からポップカルチャー、サブカルチャー
までさまざまな側面から考察する授業で、私はグローバルに活躍す
る2人の女性アーティストに焦点を当て、なぜ世界的に人気がある
のかを探っていきました。また、張先生の「ホスピタリティ」では、世
界中で起きているニュースから興味のあるものを選び、それについ
てTED※のようなプレゼンテーションを行っています。多摩大学の学
びは、きっかけを先生からもらい、それをもとに興味のあるものをど
んどん掘り下げていくものだと思います。そこから興味を広げてい
くことがグローバルな感覚を持った学生が集まる、この学部ならで
はの特色だと思います。

好きな分野をどんどん掘り    下げていく。
そこから興味の幅が広がり、   将来の選択肢も増えていく

多摩大学で新しい自分に出会えた

得意な英語を生かすため、グローバルな視野を身につける毎日 ボランティアサークル「ザイオンズ・クラブ」に所属し、フィリピンで5世帯の住居建築に協力

※TED = Technology Entertainment Design
　ニューヨーク市に本部があり、カナダのバンクーバーで、毎年大規模な世界的講演会を主催している非営利団体。

入学前の私 私を変えた出会い
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CHANGE!

「志」を持ち、社会に挑戦する

験豊かな先生方による実践的な授業はとても興味深かったのを覚
えています。
2年の夏にはイングランドへ4週間の語学研修に参加しました。学
んだ1年間の成果を実際に試してみたいと思ったのです。現地では、
主にプレゼン形式で授業が行われ、好きなテーマを見つけて発表し
ていきました。この研修では説得力を持って伝えるためのテクニック
を学ぶことができました。さらにゼミでインドへ行く機会もあり、現
地大学生とディスカッションし、交流を深めました。多摩大学では授
業はもちろん、さまざまなプログラムを活用することで自然と国際
感覚を身につけていくことができます。
このような各人のレベルに合った授業と、語学研修での生きた学
びのおかげで、TOEIC®のテストスコアは400点以上アップし、就職
活動をする上でも頼もしい武器となりました。

ITを活用して、発展途上国に貢献したい

現在は、日本コンピュータ・ダイナミクス株式会社でシステムエンジ
ニアをしています。この業界に入ろうと思ったのはITの力で人々の
暮らしをもっと豊かにしたいから。大学時代に訪れたインドネシアや
インドなどでインフラ整備の重要性を知り、そのためにはITの役割
が大きいと感じました。この会社は、インフラ系に強く、独立系なの
ですべての工程に関わることができます。SEにとって全工程に関わ
れるということはとても魅力で、将来、プロジェクトリーダーになった
ときにもそのことが生かされると思っています。いつかは発展途上
国のためにITを活用したプロジェクトに参加してみたいですね。

在学時の私 これからの自分

実践経験の豊富な先生方に学び、研修を通して
自らの実践力へと変えていく

高校時代から英語は得意でしたが、入学し授業が始まるとそのハ
ードさには驚きました。各人の英語レベルに合わせた授業で、徹底
的に鍛えられました。例えばテーマに合わせてエッセイを書くという
授業では、構成を考え、1週間かけて題材を探し、提出後の添削が終
わると、またそれを反映させながら再提出するという流れです。この
授業を通じて自分の意見をきちんと盛り込んだ文章が書けるように
なりました。また島先生の「国際経営論」では実際に今起きているビ
ジネスの事例を取り上げ、ディスカッションしていきます。ビジネス経

ITは暮らしをきっと豊かにしてくれるはず。
いつかは発展途上国のためのプロジェクトに参加したい

石毛 裕介  日本コンピュータ・ダイナミクス株式会社
グローバルスタディーズ学部 2016年卒 ／ 千葉黎明高等学校出身

大学時代はボランティアサークル「ザイオンズ・クラブ」に所属し、イン
ドネシアでの住居建築活動に参加。そこでは治安の悪さからスタジア
ムでのサッカー観戦は成人に限られ、誰もが見られる環境ではないこ
とに驚く。ITの力でインフラを整備することで治安も良くなるはず。
いつかは子供たちも観戦できる環境を作るのが夢。

入学時の私たち
私たちを変えた出会い

これからの私たち
向上心の高い人が多いので刺激になる。
自分らしさを出して将来に備える

一人ひとりのアクティブ・ラーニング

森 舞子（写真左）
グローバルスタディーズ学部 2年 ／ 横浜市立金沢高等学校出身

福元 理紗（写真右）
グローバルスタディーズ学部 2年 ／ 神奈川県立鶴嶺高等学校出身

変化の中で自分と向き合う

福元　多摩大学を卒業した親戚が流暢に英語を話せるようになった
ことから、多摩大学に興味を持っていました。でも実際にはどんな大
学なのか気になりオープンキャンパスに参加。そこで受けたイメージ
はいまでも忘れられません。学部長をはじめとてもユニークな先生ば
かりということ。これなら私も変わることができると感じましたね。
森　私はもともと芸術系の大学に進学するか、それとも別の道に進
むか悩み、普通の大学に行くのなら、なるべく個性的で特徴のある
大学に入ろうと思いました。そして最終的に選んだのが多摩大学グ
ローバルスタディーズ学部でした。
福元　オープンキャンパスで受けた模擬授業は「中国史を絵で学ぶ」。
もちろん授業は英語で行われたのですが、これまでに受けたことの

ないインパクトがありました。もともと英語にも海外文化にも興味
があったのでこの授業は絶対に受けたいと思いました。
森　たしかに英語に特化した大学はとてもユニークです。日本に
いながら海外留学をしている感覚です。

福元　入学して一番感じたのは、キャンパスがコンパクトなのでみ
んなが仲が良いこと。私たちはサークルも授業も一緒じゃないけど
気づいたら友人になっていました。
森　授業も少人数だから、教授に気軽に質問できます。
福元　ほかの大学では教授に話しかけにくいとよく聞きますが、
うちの大学では逆に教授から話しかけてくる感じです。
森　授業はハードだけど身につくものは多いと思います。ある授業
では徹底的に英語の文献を読み込まされました。でもそのおかげで
１カ月後には読みこなせるようになりました。
福元　私も授業を英語で履修したおかげでTOEIC®でリスニングの
点数が伸びました。
森　英語の曲を聴いても、それまでと聞き方が違ったような気がします。

福元　映画でも字幕を見ながら「こんな訳し方もあるんだ」なんて
見方が変わってきました。

福元　学んでいくうちに英語はもちろんですがコミュニケーション
力というか自分の意見をはっきり言えるようになっていきますね。
森　私は、自分らしさを出せるようになった気がします。積極性を
生かして、私は在学中にこれまでなかったようなビジネスを興したい
と考えています。まだ具体的なプランは立っていませんが、その道
の第一人者になりたいと思います。
福元　私は、小さいときからバレエを続けているので、バレエと語学
を生かした留学が目標。多摩大学とまだ提携のないヨーロッパの学
校への留学でその先鞭をつけたいと思っています。
森　多摩大学は学生も先生も個性的な人が多いので、いろいろな
タイプの人たちと知り合うことができます。それが触発されます。
福元　たしかに向上心の高い人が多いので刺激になります。
森　その刺激から「いいな、やりたいな」ではなく、「やらなくちゃ！」と
感じるようになったのは多摩大学のおかげだと思います。
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多摩大学の最大の特色は、時代の最先端を走る産業界で活躍し
た人材の教壇への登用など、一貫して実践してきた「実学教育」に
あります。平成21（2009）年に、この実学教育をさらに深化させる
ために新しい時代の実学を「今を生きる時代についての認識を深
め、課題解決能力を高めること」と再定義し、大学の教育理念を改
めて「現代の志塾」と定めました。この「現代の志塾」という教育理
念に沿って、経営情報学部は産業社会の問題解決の最前線に立
つ志人材を育てることを志とし、少人数教育のゼミを中心に、教職
員一体となってアクティブ・ラーニングをとり入れた「手づくり感
あふれる教育」を実践しています。

「志塾」という絆を育む少人数教育によって、
最先端の「問題解決学」を身につけます。

アクティブ・ラーニングの多摩大

School of Management and Information Sciences

経営情報学部
● 経営情報学科　● 事業構想学科

産業社会の問題解決の最前線に立つ志人材へ

経営情報学部

最前線事例
問題解決学
産業社会論事業構想学科 経営情報学科

ビジネス
ICT

地域
ビジネス

グローバル
ビジネスグローバルな

視点を持った、
構想力豊かな
プロジェクトマネ
ジメント人材へ

顧客視点と
マーケティング
感覚を身につけた、
ビジネスICT
人材へ

久恒 啓一

多摩大学 副学長
経営情報学部 学部長

学部長

村山 貞幸 教授
【プロフィール】
慶應義塾大学経済学部卒。慶應義塾大学大学院経営
管理研究科修士課程修了。ＭＢＡ(経営学修士)。株式会
社電通などを経て、現在、多摩大学教授。

【担当科目】
マーケティング入門、実践的事業経営特講、リサーチ
入門、ホームゼミ など

PICK UP! 先生に聞く

経営情報学部のゼミ 1

出原 至道 教授
【プロフィール】
東京大学工学部都市工学科卒、東京大学大学院工学系
研究科都市工学専攻修士課程修了、同博士課程修了。
博士（工学）。多摩大学助手等を経て、現職。

【担当科目】 
IT活用法Ⅰ・Ⅱ、Webプログラミング、ホームゼミ  など

PICK UP! 先生に聞く

経営情報学部のゼミ 3

中村 その子 教授
【プロフィール】
青山学院大学文学部卒。青山学院大学大学院修士課
程修了。関東学院大学文学部非常勤講師を経て現職。
専攻は言語学。

【担当科目】
English ExpressionⅠ・Ⅱ、海外活動英語コミュニケー
ションⅠ・Ⅱ、Study Abroad Ⅰ～Ⅷ、ホームゼミ  など

PICK UP! 先生に聞く

経営情報学部のゼミ 2

社会性の高いビジネスで活躍する、
「ソーシャルイノベーター」を育む！

ノーベル賞をとること。その目標を学生たちと共有しています。学生たちがつくってい
く未来は、いまある社会問題をどうやって解決していくかが本当に問われる時代です。
紛争の背景にある貧困問題など、世界に必要なのは問題解決型のソーシャルビジネス。
それを生み出すことができれば、ノーベル平和賞は本当にもらえるのです。ゼミで続け
ている「日本大好きプロジェクト」も、通算で1,657回（年200回以上）を超え、文化庁に
認められました。毎年参加している社会人基礎力グランプリでも優勝を経験していま
す。自分のためより、人のために生きること。それは決して難しくはないのです。

多摩大くんが東大くんを逆転する、
「逆転の矢印」の図。この図を見
て、直感的にゼミ参加を希望する
学生も。本当に逆転はできます！

現在活動中の村山ゼミ「日本大好き
プロジェクト」の面々。トロフィーは、
社会人基礎力グランプリで、難関大
を抑えて優勝した時のものです。

東京ミッドタウンで開催される「和
紙キャンドルガーデン」は、すでに
６回目。企画から運営まで学生た
ちが手がけています。

何を学ぶ？何を学ぶ？

何を学ぶ？身につく力

社会性とは、社会を想う心、相
手のことを想う心のこと。競争
を中心とした偏差値偏重の教
育では身につかない「社会性」
を高め、突き抜けたプロフェッ
ショナルを育成します。

社会性

自由奔放に生きてきた多摩大
生の感性を刺激し、相手の気持
ちまで考えられる共感力を養い
ます。心が揺さぶられる命懸け
の経験を重視し、毎年、震災地
のヒアリングを行っています。

共感力

少人数教育だからこそ可能な、
各人の能力に合わせた個別研究テーマを設定！

多摩大学の経営情報学部は、マーケティングとITの２軸で学生たちの能力を高めて
います。情報系では、統計や分析を中心とした学びと、私の専門である開発系の学びを
中心にカリキュラムが組み立てられています。大きな志やアイディアは、技術を背景に
した開発のプロセスを経て、実社会へとサービスが展開されていきますが、その際に
開始のタイミングやサービスの内容を変更することは大いにあり得ます。現実社会の
中で行われている、泥臭いトライ＆エラーの繰り返しを、授業やゼミで擬似体験させ、
問題の本質を理解し、問いかける力と、改善する力を養います。

ロボコンでの実績は、本選出場１回、
書類通過１回。いずれもリーダーは
女性。他大学の理工系学部と対抗
できる「実装力」が証明されています。

年に２回行われている学内研究発
表会は、出原ゼミ生のプレゼン力と
質問力が問われる実践の場。とくに
質疑応答の時間は白熱します！

Laval Virtualはヨーロッパ最大級
のバーチャルリアリティの祭典。出
原ゼミが出展できるのは、開発力
が世界レベルであることの証です。

何を学ぶ？何を学ぶ？

何を学ぶ？身につく力
アイディアは、語っているだけ
では夢でしかありません。実際
に動かすこと、実現する能力は
とても大切です。IT関係では
それを実装と呼んでいます。
必要に応じて、現実に妥協できる
感性も磨きます。

実装力

情報技術の世界は日進月歩。
卒業後に新しい技術に接したと
しても、もう教えてくれる人は
誰もいません。新しい技術を
身につける力、自力で学び、
吸収していく力について教えて
います。

身に
つける力

集まった学生のベクトルによって、
内容が変わり続けるゼミと授業！

「何が出てくるかわからない！」。大学は、自分自身が感じている社会の不条理や疑問、あ
るいは興味がある事柄について、理論だけではなく、実践を通じて、解決のヒントを見
つけていく場です。ゼミとしてはテーマを、広告、宣伝、マーケティングと括っています
が、集まった学生たちがやってみたい事柄によって毎年変化し、広がり続けています。ど
うしたら、心に響く言葉や表現が身につくのか、またその手段や方法など、ゼミ活動を通
じて気づきを増やし、経験を積んでいく。学生たちが自分の力で、発信することが大切
です。その背中をほんの少しだけ押すこと。それを心がけています。

FM西東京「こだいらMIX」のラジオコー
ナー構成や、パーソナリティ・リポーター
などをゼミ生が担当しています。現場
での学びは、言葉力に磨きをかけます！

地域への情報発信もゼミの重要
なテーマです。アイデアを出し合っ
て、常に魅力的で斬新なPRの方法
を追求!

情報発信やPR活動は営利・非営利に関
係なく、私たちの社会を構成する大切な
要素。機関紙の記事からポスターデザ
インまで、幅広く制作を経験できます。

何を学ぶ？何を学ぶ？

何を学ぶ？身につく力
英語も日本語も、相手に何かを
伝えるためのツールです。その
ツールの特徴に気づき、そして
読み解き、実際に自分で使って
働きかけ、相手の意見を聞き、
行動に移していく。感性を磨き
ます。

言葉力

将来、自分が就く仕事や職場
において、沈黙したままでいる
ことはあり得ません。会話で伝
える、書いて伝える、あるいは
マークや図で伝えるなど、表現
や発信は大切です。その能力を
高めます。

発信力① 「高等学校教諭一種免許（情報）」が取得可
② 「高等学校教諭一種免許（数学）」が取得可
ただし②は①取得希望学生に限る
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少人数の双方向のゼミ形式がこの学部の基本的なカリキュラムのスタ
イル。このゼミの中で社会が抱えるいろいろな問題を取り上げて分析する
ことで、問題解決の方法を皆で探り、提案・実施できる力を養っていき
ます。そして、その考え方や知識をさらに広く学ぶために講義のカリキュ

ラムも用意されています。この講義の内容も断片的にものごとを考える
のではなく、それぞれの問題解決にはどんな知識や手法が有効かをセレ
クトできる力を養える編成になっています。

経
営
情
報
学
部

アクティブ・ラーニングの教育カリキュラム
問題解決力を養うための｢ゼミ中心｣というスタイル

◇特別選択必修科目　★必修科目
☆選択必修科目　◎選択必修科目（語学）　○選択科目

経営情報学部

1年次

2年次 3年次

4年間の学びの流れ

経
営
情
報
学
部 経

営
情
報
学
科

 問題解決学科目群
【事業構想学科専門科目】

★事業構想論　Ⅰ・Ⅱ
☆グローバルエコノミー　Ⅰ・Ⅱ
☆アメリカ経済論
☆ヨーロッパ経済論
☆経営学概論　Ⅰ・Ⅱ
☆ビジネス戦略　Ⅰ・Ⅱ
☆国際経営入門　Ⅰ・Ⅱ
☆消費心理
☆グローバルマーケティング　Ⅰ
☆ベンチャー企業論
☆NPO・NGO論
☆地域ビジネスプランニング
☆地域政策プランニング
☆初級簿記
☆簿記演習
☆中級簿記
☆財務会計　Ⅰ・Ⅱ

 問題解決学科目群
【経営情報学科専門科目】

★経営情報論　Ⅰ・Ⅱ
☆マーケティング・データ分析　Ⅰ・Ⅱ
☆マーケティングリサーチ
☆データサイエンス　Ⅰ・Ⅱ
☆ビジネス数学　Ⅰ・Ⅱ
☆ITマネジメント　Ⅰ・Ⅱ
☆ITアドミニストレータ
☆データフィケーション　Ⅰ・Ⅱ
☆Webデザイン　Ⅰ・Ⅱ
☆デザインワークショップ　Ⅰ・Ⅱ
☆クリエイティブデザイン　Ⅰ・Ⅱ
☆コンピュータサイエンス
☆システムデザイン
☆情報法
☆情報倫理　
☆初級簿記
☆簿記演習
☆中級簿記
☆財務会計　Ⅰ・Ⅱ

事
業
構
想
学
科

【事業構想学科専門科目】
☆グローバルエコノミー　Ⅲ・Ⅳ
☆アジア経済論　Ⅰ・Ⅱ
☆中国経済論
☆韓国経済論
☆日本経済史　Ⅰ・Ⅱ
☆エネルギー・環境論　Ⅰ・Ⅱ
☆日本経営史　Ⅰ・Ⅱ
☆経営組織　Ⅰ・Ⅱ
☆多国籍企業　Ⅰ・Ⅱ
☆グローバルマーケティング　Ⅱ
☆ブランドマネジメント
☆事業デザイン論　Ⅰ・Ⅱ
☆ビジネス戦略　Ⅰ・Ⅱ
☆国際公共政策
☆ビッグデータ活用法
☆地域産業論　Ⅰ・Ⅱ
☆地域観光論
☆現代メディア論　Ⅰ・Ⅱ
☆財務管理
☆原価分析
☆管理会計入門
☆問題解決学特講　Ⅰ〜Ⅲ　（冬期集中）

【経営情報学科専門科目】
☆マーケティングモデリング
☆データサイエンス　Ⅲ・Ⅳ
☆問題解決メソッド　Ⅰ〜Ⅲ
☆ビジネスソフトウェア活用
☆情報と職業
☆Webサービス開発
☆Webプログラミング
☆経営とセキュリティ
☆コンピュータネットワーク活用
☆ITデザイン　Ⅰ・Ⅱ
☆システム分析概論
☆財務管理
☆原価分析
☆管理会計入門
☆問題解決学特講　Ⅰ〜Ⅲ　（冬期集中）

【問題解決学科目群】
●演習科目
★ホームゼミ　Ⅰ
☆ホームゼミ　Ⅱ〜Ⅵ
☆インターゼミ　Ⅰ〜Ⅶ
○プロジェクトゼミ　Ⅰ〜Ⅻ

【産業社会科目群】
●教養
◇特別講座　Ⅰ・Ⅱ
☆ビジネスコミュニケーション　Ⅰ・Ⅱ
☆ビジネスコミュニケーション入門　Ⅰ
☆立志論　Ⅲ〜Ｖ
☆多摩学　Ⅱ
☆グローバルヒストリー　Ⅲ・Ⅳ
◎Practical English  Conversation　Ⅰ・Ⅱ
◎Basic Office English　Ⅰ・Ⅱ
◎海外活動英語コミュニケーション　Ⅰ・Ⅱ
◎TOEIC　Ⅰ・Ⅱ
◎韓国ビジネスコミュニケーション　Ⅰ・Ⅱ
◎中国ビジネスコミュニケーション　Ⅰ・Ⅱ
◎フランス語　Ⅰ・Ⅱ
◎ドイツ語　Ⅰ・Ⅱ
●ビジネス
○インターンシップ　Ⅰ
○キャリアデザイン　Ⅰ・Ⅱ
○女性のためのキャリアデザイン
○実践的事業経営特講
○ビジネス法
○社会心理
○スポーツと健康
○スポーツ　Ⅱ

○単位互換科目　Ⅰ〜Ⅴ
○Study Abroad　Ⅰ〜Ⅷ
○アクティブラーニング実践　Ⅰ〜Ⅷ

【教職専門科目群】
●教職に関する科目
★教育制度論
★特別活動
★教職課程総論
★生徒指導
★教育方法

【問題解決学科目群】
●演習科目
☆ホームゼミ　Ⅱ〜Ⅵ
☆インターゼミ　Ⅰ〜Ⅶ
○プロジェクトゼミ　Ⅰ〜Ⅻ

【産業社会科目群】
●教養
★立志特講　Ⅰ〜Ⅲ
　（冬期集中）

●ビジネス
☆ソーシャルメディア論
☆インターンシップ　Ⅱ
☆キャリアデザイン　Ⅲ・Ⅳ
☆教育心理学
☆教育相談
☆認知心理

○単位互換科目　Ⅰ〜Ⅴ
○Study Abroad　Ⅰ〜Ⅷ
○アクティブラーニング実践　Ⅰ〜Ⅷ

【教職専門科目群】
●教職に関する科目
★教育心理学
★教育相談
★情報科教育法　Ⅰ・Ⅱ
★教育原理

【問題解決学科目群】
●演習科目
☆ホームゼミ　Ⅱ〜Ⅵ
☆インターゼミ　Ⅰ〜Ⅶ

○プロジェクトゼミ　Ⅰ〜Ⅻ

【産業社会科目群】
●ビジネス
○社会調査士実習　Ⅰ・Ⅱ

○単位互換科目　Ⅰ〜Ⅴ
○Study Abroad　Ⅰ〜Ⅷ
○アクティブラーニング実践　Ⅰ〜Ⅷ

【教職専門科目群】
●教職に関する科目
★教育実習
★教育実践演習

授業にのめり込んだ経験が、夢の実現につながった
1年次に履修した「マーケティング入門」をきっかけ
に、マーケティングについて興味を持つようになり
ました。授業の中で特に印象に残っているのは、特
定の土地で、顧客のニーズに応えるカフェを建てる
という企画です。地価の調査や、メニュー作成、制
服作りまで、すべて自ら考え、答えを導き出さなけ
ればなりません。困難な課題でしたが、挑戦しがい

があり、授業にのめり込みました。
実践的な授業のおかげで、卒業後は第一志望の旅
行会社に就職することができました。ツーリズム産
業を通じてお客様一人ひとりのニーズに応える仕
事です。夢だった仕事ができる喜びと、プロフェッ
ショナルになるというプレッシャーを感じながら、
日々を充実して過ごしています。

先輩に聞く！  私の成長ストーリー

島津 陽行 （2016年卒業）

株式会社エイチ・アイ・エス勤務
神奈川県立伊勢原高等学校出身

【問題解決学科目群】
●演習科目
★プレゼミ　Ⅰ・Ⅱ
☆地域ビジネス入門（2015年入学生専用）
☆グローバルビジネス入門
☆インターゼミ　Ⅰ〜Ⅶ
○プロジェクトゼミ　Ⅰ〜Ⅻ

【産業社会科目群】
●教養
★問題解決学入門　Ⅰ・Ⅱ
☆文章伝達入門
☆立志論　Ⅰ・Ⅱ
☆ビジネス入門　Ⅰ・Ⅱ
☆ビジネス数学基礎
☆多摩学　Ⅰ
☆グローバルヒストリー　Ⅰ・Ⅱ
☆ITコミュニケーション入門
◎English Expression　Ⅰ・Ⅱ
◎韓国語　Ⅰ・Ⅱ
◎中国語　Ⅰ・Ⅱ
◎日本語講座 ： 留学生用
　(初級／中級Ⅰ・Ⅱ／上級) 

●ビジネス
○ミクロ経済学
○マクロ経済学
○経営基礎　Ⅰ・Ⅱ
○マーケティング入門
○マーケティングマネジメント論
○リサーチ入門
○キャリアデザイン入門
○ライフデザイン
○SNS社会論
○法学（憲法）
○IT活用法　Ⅰ・Ⅱ
○情報探索法
○コンピュータ概論
○ＡＰ数学
○数字力で語る
○スポーツ　Ⅰ
○自然科学概論　Ⅰ・Ⅱ
○余暇マネジメント　Ⅰ・Ⅱ

○単位互換科目　Ⅰ〜Ⅴ
○産業社会特講
○Study Abroad　Ⅰ〜Ⅷ
○アクティブラーニング実践　Ⅰ〜Ⅷ

【教職専門科目群】
●教職に関する科目
★教職概論
★教育史

想定される進路

グローバルビジネス
　◎ メーカー・サービス業
　◎ 商社や金融関連業
　◎ アジア系企業など外資系企業
　◎ 起業家
　◎ NGO　など
　就職先の例：
　ロッテ・三井住友銀行・アディダスジャパン・積水ハウス

地域ビジネス
　◎ 製造業の販売分野、流通、観光、まちづくり、
　　 サービス業など
　◎ 自治体職員や公的機関
　◎ NPO　など
　就職先の例：
　ユナイテッドアローズ・警視庁・防衛省・東急電鉄・多摩信用金庫

ビジネスICT
　◎ システムエンジニア･プログラマー
　◎ インターネットマーケティング業
　◎ ソーシャルメディアビジネス
　◎ ネットワークエンジニア　など

　就職先の例：
　楽天・日本IBM・高校職員・日本総合研究所

学習基盤となる力を
身につける／プレゼミ実施

「最先端の教育」 を通して 「最前線の経験」 を得る／ホームゼミ開始
リレー講座や特別講座を通して、専門性を深める

4 年次

さまざまな事例を通しての講義は
ビジネスを実感することができました

数多くの企業家の考え方に触れることで
経営の真髄を理解することができました

実践的な事例を交えながらの講義は
働くことの意味を教えてくれました

一見関係ないように見える心理学。
しかしそれが経営に重要なことを学びました

杉田先生の「ビジネス入門」では、さまざまな職業に就かれて
いる多摩大学ＯＢの方々も講師として教壇に立ち、仕事につ
いての話をしてくれました。大学生になってはじめての授業
でありながらビジネスについて考える機会になりました。

奥山先生の「中小企業論」では、町工場の技術がグローバル
に活かされていることを学びました。また久恒先生の「マネジ
メントデザイン論」では企業家のインタビュー記事を図解化
していくことで経営者の考え方を紐解いていきました。

趙先生の「立志論」ではドラッカーの著書を読み込むことで経営の基礎を学
びました。さらにそれを自分の興味があるものと結び付けていくことで、私
の持っていた仕事のイメージが変わり、働くことの本当の意味を考えられる
ようになりました。

大森先生の「教育心理学」と「認知心理」では、一見、経営とは無関係に思え
る人の気持ちや行動の仕組みを理解することで、的確な情報収集力や分析
力を身につけることができました。このことは就職先の人材会社でも活か
せそうです。

私の成長
ストーリー

田中 信吾
2016年卒業
東京都立芦花
高等学校出身

ゼミ

ゼミ

ゼミ

ゼミ
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※(株)：株式会社　（一財）：一般財団法人　（公財）：公益財団法人　（独）：独立行政法人　（社）：社団法人　（公社）：公益社団法人

経
営
情
報
学
部

経営情報学科
《ビジネスICT》

《グローバルビジネス》

《地域ビジネス》

事業構想学科

巴特尓　准教授 Baatar

【担当科目】
中国ビジネスコミュニケーションⅠ・Ⅱ、事業構想論Ⅰ・Ⅱ、中国経済論、
アジア経済論Ⅱ、グローバルビジネス入門、特別講座Ⅰ・Ⅱ、プレゼミ
Ⅰ・Ⅱ、ホームゼミ（中国・アジアビジネス）、インターゼミⅠ〜Ⅶ
職歴 ： （株）三井物産戦略研究所

松本 祐一　准教授 Matsumoto Yuichi

【担当科目】
NPO・NGO論、事業デザイン論Ⅰ、地域ビジネス入門、プレゼミⅠ・Ⅱ、
ホームゼミ（ソーシャルビジネス開発）
職歴 ： （株）シー・エンド・シー

中庭 光彦　教授 Nakaniwa Mitsuhiko

【担当科目】
事業構想論Ⅰ・Ⅱ、地域ビジネスプランニング、地域政策プランニン
グ、地域観光論、地域ビジネス入門、特別講座Ⅰ・Ⅱ、プレゼミⅠ・Ⅱ、
ホームゼミ（観光まちづくり）、インターゼミⅠ〜Ⅶ
職歴 ： 日本コンベンションサービス(株)

大森 映子　教授 Omori Eiko

【担当科目】
問題解決学入門Ⅱ、グローバルヒストリーⅠ・Ⅳ、多摩学Ⅱ、地域ビジネ
ス入門、プレゼミⅠ・Ⅱ、ホームゼミ
職歴 ： お茶の水女子大学大学院、湘南国際女子短期大学

出原 至道　教授 Idehara Norimichi

【担当科目】
IT活用法Ⅰ・Ⅱ、経営基礎Ⅱ、経営情報論Ⅱ、クリエイティブデザインⅡ、
Webサービス開発、プレゼミⅠ・Ⅱ、ホームゼミ（プログラミング）

増田 浩通　准教授 Masuda Hiroyuki

【担当科目】
経営情報論Ⅱ、問題解決メソッドⅠ・Ⅲ、ITデザインⅡ、特別講座Ⅰ・Ⅱ、プ
レゼミⅠ・Ⅱ、ホームゼミ（システムシュミレーション）
職歴 ： 東京理科大学、東京工業大学、千葉工業大学

中村 有一　教授 Nakamura Yuichi

【担当科目】
コンピュータ概論、データフィケーションⅠ、デザインワークショップⅠ、
コンピュータネットワーク活用、ホームゼミ（情報系全般）
職歴 ： 埼玉大学大学院、東京大学

常見 耕平　教授 Tsunemi Kohei

【担当科目】
経営基礎Ⅱ、経営学概論Ⅰ・Ⅱ、日本経済史Ⅰ・Ⅱ、日本経営史Ⅰ・Ⅱ、プレゼ
ミⅠ・Ⅱ、ホームゼミ
職歴 ： （株）地域経済研究所、富山女子短期大学

浜田 正幸　教授 Hamada Masayuki

【担当科目】
キャリア・デザイン入門、キャリア・デザインⅠ、インターンシップⅠ・Ⅱ、
消費心理、プレゼミⅠ・Ⅱ、ホームゼミ（組織マネジメント）
職歴 ： 本田技研工業（株）、（株）野村総合研究所、（株）ケアブレインズ

奥山 雅之　准教授 Okuyama Masayuki

【担当科目】
多摩学Ⅰ、事業構想論Ⅰ・Ⅱ、地域産業論Ⅰ・Ⅱ、地域ビジネス入門、アク
ティブラーニング実践、特別講座Ⅰ・Ⅱ、プレゼミⅠ・Ⅱ、ホームゼミ（地
域産業・中小企業）、インターゼミⅠ〜Ⅶ
職歴 ： 東京都庁

梅澤 佳子　教授 Umezawa Yoshiko

【担当科目】
ライフ・デザイン、スポーツⅠ、スポーツと健康、スポーツⅡ、地域ビ
ジネス入門、プレゼミⅠ・Ⅱ、ホームゼミ（生涯学習）
職歴 ： 湘南国際女子短期大学

中村 その子　教授 Nakamura Sonoko

【担当科目】
English ExpressionⅠ・Ⅱ、Practical English ConversationⅠ・
Ⅱ、海外活動英語コミュニケーションⅠ・Ⅱ、Study Abroad Ⅰ〜Ⅷ、グ
ローバルビジネス入門、プレゼミⅠ・Ⅱ、ホームゼミ（広報・PR）
職歴 ： 関東学院大学、神奈川大学、帝京大学大学院、（公社）国際日
本語普及協会

金子 邦博　教授 Kaneko Kunihiro

【担当科目】
問題解決学入門Ⅰ、立志特講Ⅰ〜Ⅲ、アクティブラーニング実践Ⅰ〜Ⅷ、
初級簿記、管理会計入門、問題解決学特講Ⅰ〜Ⅲ、ホームゼミ（ビジ
ネス会計）、ホームゼミ（立志セミナー）
職歴 ： （株）日本公会計総合研究所、神奈川県庁

下井 直毅　教授 Shimoi Naoki

【担当科目】
問題解決学入門Ⅱ、ミクロ経済学、グローバルエコノミーⅠ・Ⅱ・Ⅳ、アク
ティブラーニング実践、プレゼミⅠ・Ⅱ、ホームゼミ（日本経済全般）
職歴 ： 日本経済国際共同研究センター、（独）日本学術振興会、（公財）
総合研究開発機構（NIRA）、ビジネス・ブレークスルー大学大学院

石川 晴子　准教授 Ishikawa Haruko

【担当科目】
問題解決学入門Ⅱ、English ExpressionⅠ・Ⅱ、TOEICⅠ・Ⅱ、グロー
バルビジネス入門、プレゼミⅠ・Ⅱ、ホームゼミ（異文化コミュニケー
ション）
職歴 ： 関東学院大学、日本大学短期大学部

小林 英夫　教授 Kobayashi Hideo

【担当科目】
ビジネス入門Ⅰ、事業構想論Ⅰ・Ⅱ、ベンチャー企業論、経営組織Ⅰ・Ⅱ、プレ
ゼミⅠ・Ⅱ、ホームゼミ（組織行動論）
職歴 ： 日本アイ･ビー･エム（株）、イー・アクセス（株）、イー・モバイル（株）

中澤　弥　准教授 Nakazawa Wataru

【担当科目】
文章伝達入門、ビジネスコミュニケーション入門Ⅰ、グローバルヒス
トリーⅢ、地域ビジネス入門、特別講座Ⅰ・Ⅱ、プレゼミⅠ・Ⅱ、ホームゼミ

（メディア研究）、インターゼミⅠ〜Ⅶ
職歴 ： 湘南国際女子短期大学、早稲田大学

志賀 敏宏　教授 Shiga Toshihiro

【担当科目】
ITコミュニケーション入門、立志特講Ⅰ〜Ⅲ、アクティブラーニング実践Ⅰ〜Ⅷ、
ビジネス戦略Ⅰ・Ⅱ、問題解決学特講Ⅰ〜Ⅲ、経営情報論Ⅰ、特別講座Ⅰ・Ⅱ、プレゼミ
Ⅰ・Ⅱ、ホームゼミ（イノベーション）、産業社会特講（T-GROW）

職歴 ： （株）日立製作所、（株）三菱総合研究所

大森 拓哉　経営情報学科長・教授 Omori Takuya

【担当科目】
ビジネス数学基礎E・L、AP数学、教育心理学、教育相談、認知心理、
教育実習、教育実践演習、プレゼミⅠ・Ⅱ、ホームゼミ（心理情報）
職歴 ： 東京大学、専修大学、（独）大学入試センター

飯田 健雄　教授 Iida Takeo

【担当科目】
国際経営入門Ⅰ・Ⅱ、多国籍企業Ⅰ・Ⅱ、グローバルビジネス入門、プレゼ
ミⅠ・Ⅱ、ホームゼミ（ビジネス英語）
職歴 ： オーストラリア国立ラトルーブ大学、明治大学、青葉学園短期大学

【非常勤講師一覧】
石岡 克俊
泉澤 恭子
市川 やよい
伊藤 暢人

大風 薫
大澤 拓也
荻野 博司
梶原 裕

加藤 みゆき
河合 敦
橘川 幸夫
木村 知義
小祝 誉士夫
櫻井 博子

島田 由美子
住吉 美紀
関 英雄
高橋 佑輔
千原 則和
手塚 貞治

十市 勉
富田 直美
豊田 裕貴
中野 未知子
朴 浩烈
深沢 真太郎

深沢 弘美
福角 有紘
松山 伸一
峯岸 久枝
見山 謙一郎
森本 美行

安田 峰俊
ガイ ローズ
渡辺 智信
渡辺 幸裕
荒木 恵理子
田中 理

長谷部 佑真
広瀬 万里子
近藤 恵介
杉森 知也
下山 英子
荻阪 哲雄

諸橋 正幸

寺島 実郎　学長 ･ 教授
Terashima Jitsuro

【担当科目】
インターゼミⅠ〜Ⅶ、特別講座Ⅰ･Ⅱ
職歴 ： 三井物産（株）、（一財）日本総合研究所、早稲田大学大学院

久恒 啓一　副学長・学部長･教授
Hisatsune Keiichi

【担当科目】
ビジネスコミュニケーションⅠ、立志論Ⅳ、特別講座Ⅰ・Ⅱ、プレゼミⅠ・Ⅱ、ホー
ムゼミ、インターゼミⅠ〜Ⅶ
職歴 ： 日本航空（株）、宮城大学

さまざまな業界のビジネスの第一線を知るエキスパートが集結。
手づくり教育を大切に、学生と向き合います。

経営情報学部

教授陣紹介

今泉　忠　教授 Imaizumi Tadashi

【担当科目】
データサイエンスⅡ・Ⅲ、ビジネス数学Ⅱ、デザインワークショップⅡ、
プレゼミⅠ・Ⅱ、ホームゼミ（データサイエンス）
職歴 ： 立教大学、青山学院大学

清松 敏雄　准教授 Kiyomatsu Toshio

【担当科目】
問題解決学入門Ⅱ、ビジネス入門Ⅱ、財務会計Ⅰ・Ⅱ、財務管理、プレゼ
ミⅠ・Ⅱ、ホームゼミ（会計、簿記）
職歴 ： 青山監査法人、（株）ビジネストラスト、清松公認会計士事務所

久保田 貴文　准教授 Kubota Takafumi

【担当科目】
ビジネス数学基礎、ビジネス数学Ⅰ、データサイエンスⅣ、プレゼミⅠ・Ⅱ、
ホームゼミ（データサイエンス）、インターゼミⅠ〜Ⅶ
職歴 ： 岡山大学法学部、統計数理研究所リスク解析戦略研究センター

齋藤 S. 裕美　准教授 Saito S. Hiromi

【担当科目】
WebデザインⅠ、情報倫理、情報と職業、教育史、情報科教育法Ⅰ・Ⅱ、
プレゼミⅠ・Ⅱ、ホームゼミ（情報倫理）
職歴 ： （株）スバルコンピュータ、横浜簿記専門学校、湘南国際女子
短期大学

彩藤 ひろみ　教授 Saito Hiromi

【担当科目】
IT活用法Ⅱ、デザインワークショップⅠ、クリエイティブデザインⅠ・Ⅱ、
プレゼミⅠ・Ⅱ、ホームゼミ（3DCGデザイン）
職歴 ： 東京大学先端科学技術研究センター

佐藤 洋行　准教授 Sato Hiroyuki

【担当科目】
IT活用法Ⅰ、経営情報論Ⅰ、データサイエンスⅠ、ITマネジメントⅠ・Ⅱ、
データサイエンスⅣ、特別講座Ⅰ・Ⅱ、プレゼミⅠ・Ⅱ、ホームゼミ（デジタ
ルマーケティング）
職歴 ： （株）ブレインパッド、（株）Qubitalデータサイエンス

酒井 麻衣子　准教授 Sakai Maiko

【担当科目】
社会調査士実習Ⅰ・Ⅱ、マーケティング・データ分析Ⅰ・Ⅱ、マーケティング・
リサーチ、プレゼミⅠ・Ⅱ、ホームゼミ（マーケティング）
職歴 ： （株）三洋キャリア開発人材アセスメント研究所、エス・ピー･
エス・エス（株）、（株）ソフマップ等

良峯 徳和　教授 Yoshimine Norikazu

【担当科目】
問題解決学入門Ⅱ、ITコミュニケーション入門、ビジネス数学基礎、社会
心理、WebデザインⅡ、特別講座Ⅰ・Ⅱ、プレゼミⅠ・Ⅱ、ホームゼミ（脳科学）
職歴 ： 尚美学園短期大学、（独）日本学術振興会、放送大学、湘南
国際女子短期大学、東海大学

杉田 文章　事業構想学科長・教授 Sugita Fumiaki

【担当科目】
余暇マネジメントⅠ、経営基礎Ⅱ、余暇マネジメントⅡ、スポーツⅡ、プレ
ゼミⅠ・Ⅱ、ホームゼミ（レジャーマネジメント）
職歴 ： 東京職業訓練短期大学、帝京大学

栢原 伸也　教授 Kashihara Nobuya

【担当科目】
問題解決学入門Ⅱ、立志論Ⅰ、経営情報論Ⅰ、マーケティングモデリング、特別講
座Ⅰ・Ⅱ、プレゼミⅠ・Ⅱ、ホームゼミ（事業計画立案）
職歴 ： (株)ベネッセコーポレーション、青山学院大学大学院、学校法
人藤村学園学外理事（東京女子体育大学・短期大学）

金　美徳　教授 Kim Midok

【担当科目】
特別講座Ⅰ・Ⅱ、立志特講Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、アクティブラーニング実践Ⅰ〜Ⅷ、ア
ジア経済論Ⅰ、韓国経済論、グローバルビジネス入門、問題解決学特講
Ⅰ〜Ⅲ、プレゼミⅠ・Ⅱ、ホームゼミ（業界研究・起業）、インターゼミⅠ〜Ⅶ
職歴 ： （株）三井物産戦略研究所

椎木 哲太郎　教授 Shiigi Tetsutaro

【担当科目】
グローバルヒストリーⅡ、マクロ経済学、グローバルエコノミーⅢ、国
際公共政策、グローバルビジネス入門、プレゼミⅠ・Ⅱ、ホームゼミ

（社会経済と歴史）
職歴 ： 流通産業研究所、専修大学

Cho Woo-Jin趙　佑鎭　教授
【担当科目】
問題解決学入門Ⅱ、立志論Ⅲ、韓国語Ⅰ・Ⅱ、マーケティングマネジメント論、
グローバルビジネス入門、プレゼミⅠ・Ⅱ、ホームゼミ（経営・流通・近現代史）
職歴 ： （社）韓国人間開発研究院、（株）かながわサイエンスパーク、
青森公立大学

村山 貞幸　教授 Murayama Sadayuki

【担当科目】
マーケティング入門、リサーチ入門、実践的事業経営特講、プレゼミ
Ⅰ・Ⅱ、ホームゼミ（イベント企画・運営）
職歴 ： （株）電通

Higuchi Yuichi

【担当科目】
文章伝達入門、ビジネスコミュニケーションⅡ、プレゼミⅠ・Ⅱ、ホーム
ゼミ
職歴 ： 東進ハイスクール小論文講師、小論文指導ゼミナール白藍
塾塾長
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健全な学びを行うには、
心身ともに鍛えることが大切です。

経営情報学部

体育会・サークル紹介

　文化系サークル F.E.I.T（アナログゲーム）

ボードゲームやカードゲーム、TRPGといった直接相手と関わりを持って
遊ぶゲームを中心に、コミュニケーション力の向上や、思考遊戯による

「考える力」を身につけることを目的として活動しています。

　文化系サークル 音楽連合

音楽活動を通して交流を広げていくことを目的としています。先輩、後輩の繋がりを深めるため
にライブやサークル合宿などのイベントを行っています！ また、学内のイベント毎のライブや、ラ
イブハウスでのライブ、他大学と合同ライブを何度か行いました。初心者の方でも大歓迎です！

　運動系サークル アボガド（テニス）

先輩後輩関係なく、仲良く楽しいサークルです。テニス好きな人や、やってみたい人はぜひ遊び
に来てください！ 夏にあるビギナーズフレンドシップというテニスの大会で初心者や女子も気軽
に試合をすることができます。経験者・初心者問わずテニスに興味がある方はぜひアボガドへ！！

　運動系サークル TAMA-X（オールラウンドスポーツ）

ＴＡＭＡ-Ｘはオールラウンドスポーツサークル（球技）です。スポーツをでき
ない人もできる人も交ざりながらスポーツを楽しんでいます。夏はＢＢＱ
へ行ったり冬はみんなでスノボーしたりしています。

　運動系サークル バドワイザー（バドミントン）

バドワイザーは多摩大学唯一のバドミントンサークルです。ボーリング大会や
夏合宿。冬にはスノボー合宿を行うなどイベント盛り沢山です。ラケットの貸出
も行っているので初心者大歓迎です。皆で楽しくバドミントンをやりましょう！

　体育会 フットサル部（男子・女子）

設立5年目の体育会フットサル部。チームの方針は「オフ・ザ・ピッチ日本一」。ピッチ
外でも挨拶、時間を大切にして身だしなみにも気をつける。さらに応援してくれて
いる人への感謝の気持ちも忘れない。2015年度は、全日本大学フットサル大会第
3位、関東大学プレリーグ準優勝、東京都大学リーグ1部優勝(二連覇)でした。また、
U-18フットサル日本代表候補に部員1名が選出されました。フットサル日本女子代
表コーチも務める福角監督とフィジカルトレーナーの指導のもと、日々厳しい練習に
取り組んでいます。

●活動時間
主に火曜日

●活動場所
不定

●活動時間
毎日

●活動場所
113教室 (サークル室)

●活動時間
月・金曜日16時30分〜18時 
火曜日16時30分〜20時 

●活動場所
テニスコート、アリーナ

●活動時間
毎週月曜日（長期休み中は基本活動休止）

●活動場所
アリーナ

●活動時間
週5日
平日 朝7時00分〜8時45分が基本
土日 練習 or 練習試合 or 公式戦

●活動場所
アリーナ

経
営
情
報
学
部

　文化系サークル 科学技術部
●活動時間

毎週木曜日

●活動場所
4F食堂前

科学技術部はものづくり好きを始めとするいろんな人が集まるサークルです。模型･ジ
オラマ製作やペーパークラフト、3Dプリンターなどで色々なものを作っています。また
天体観測もしています。ちょっと覗きに来るだけ、試しに参加してみるのもOKですよ。

　文化系サークル Southern Cross（演劇）

●活動時間
メンバーの予定によって変わります

●活動場所
空いてる教室を使って練習してます

年3〜4回の公演に向けて基本緩く、たまにガチでやっています！ メンバー
のほんとんどが大学からはじめました。役者だけでなく音響や照明などの
裏方志望も大歓迎です！ 気になったらぜひぜひきてください！！

　文化系サークル 日本伝統文化研究会
●活動時間

火曜日

●活動場所
サークル室等

●活動時間
毎週金曜日16時20分〜20時00分

●活動場所
アリーナ

日本の伝統文化を楽しむサークルです。主に茶道や影絵、将棋などさまざ
まな日本伝統文化を体験します。日本伝統文化を楽しむとともに、礼儀や
マナーなども学ぶことができます。

目指せ！ 大学日本一！
【 昨年度実績 】

インカレ全国大会 第3位
関東大学プレリーグ 準優勝
東京都大学リーグ1部 優勝

　運動系サークル ゆるく格闘技サークル

格闘技ってゆるくできるって知ってました？ 私たち「ゆるかく」は 誓って厳しい練習なんてしま
せん！ キックボクシング、空手、柔道、合気道をゆるーく楽しく活動しています！ ゆるいことを誓
います。見に来るだけでも、お喋りだけでもOK!! 君も、手軽でゆるい格闘技をやってみよう！！

●活動時間
月曜と金曜の5限目

●活動場所
月曜日121教室、金曜日124教室

　運動系サークル CLUB TIMIS（テニス）

経験者は少なく初心者大歓迎のサークルです。スポーツが好きな方一緒にいい汗かきましょう♪ 
キャンプ、夏合宿で1週間テニス、冬合宿4日間スノボーとイベント盛りだくさんです！ サークルメ
ンバーも面白い人がたくさんいて毎回ワイワイしてます♪ 一緒に騒ぎたい人募集中で〜す！

●活動時間
毎週水曜日と木曜日16時20分〜18時

●活動場所
多摩大学テニスコート

　運動系サークル Task Force Tama（サバイバルゲーム）

Task Force Tamaです。このサークルでは、サバイバルゲームに関する
知識を身につけてもらい貸切ゲームに参加し、サバイバルゲームを楽しん
でもらいたく活動しています。

●活動時間
5限目(16:20)から

●活動場所
サークル室

  TOPICS

2017年4月より女子フットサル部始動！　只今、第1期生募集中！
男子フットサル部とともに「オフ・ザ・ピッチ日本一」のチームを共に作っていきましょう！
実技試験による特別給費生制度もあり！ 
男女ともプレーヤー・マネジメントスタッフを募集中！
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※(株)： 株式会社　（有）： 有限会社　（社）： 社団法人　（福）： 社会福祉法人　（一社）： 一般社団法人　（税）： 税理士法人　（相）： 相互会社　（医）： 医療法人

経営情報学部

キャリアサポート 実学重視の多摩大学では、学生一人ひとりの強みと適性を
把握し、少人数制を活かしたサポートを行っています。

卒業生からのメッセージ

地元・多摩が大好きな私は、大学はもちろん、就職先も地元優先。地元の金融機関で
ある多摩信用金庫への就職を希望していました。その多摩信用金庫で、地元の大
学生を対象にした1年間のインターンシップが開催されることを知りました。ぜひこ
のインターンシップには参加したい、その想いをゼミの清松先生に伝え、志望書の
作成や面接などを指導していただきました。多摩大学は先生との距離がとても近い
ので授業以外でも気軽に相談できるのが助かります。その甲斐もあってインターン
シップに参加することができ、多摩信用金庫への志望度がさらに高まりました。
就職活動が始まってからは清松先生をはじめ、キャリア支援課の職員の方々にもと
てもお世話になりました。ＯＢやOGを紹介していただいたり、エントリーシートの書
き方や模擬面接などでも親身に相談にのっていただきました。キャリア支援課の職
員の方々からは「明日面接だね。頑張って」などと声を掛けていただき、とても励みに
なりました。職員の方々からの支援もあって多摩信用金庫への就職が決まった時は、
一緒になって喜んでいただきました。4月からは新社会人としてスタートします。第1
希望の就職先に入れたのも多摩大学のおかげです。今度は、地元・多摩発展のため
に少しでも恩返ししていきたいと考えています。

今の私がいるのは
多摩大学のおかげ。
地元発展のために
恩返ししていきたい
甲斐 涼子  
2016年3月卒業 ／ 東京都立翔陽高等学校出身
多摩信用金庫 勤務

私の学年から就職活動のスケジュールが変更になり、3年生の3月から解禁、採用選
考開始は4年生の8月となりました。そんな状況のなか、何もわからないままキャリ
ア支援課を訪問したのが3年の終わりごろでした。多摩大学では、ゼミとキャリア支
援課が連動していて、ゼミごとに担当者が決まっています。そのうえ、担当者が学生
一人ひとりの適性や就職活動状況はもちろん性格までを把握し、それぞれに合わせ
た指導をしてくれるのが特徴だと思います。キャリア支援課だけではなくゼミの先生
も積極的に支援をしてくれるのがすごくうれしかったです。私の場合は、エントリー
シートの添削を何度もお願いし、完成するまで根気よく対応していただけたことが
大変ありがたかったです。また、面接では、“多摩大の松岡修造”とキャッチフレーズ
をつくって、自分の明るさや熱血漢を前面に出していく方がいいというアドバイスを
いただくことができました。やはり多摩大学はマンモス大学とは違い、少人数なので
学生への力の注ぎ方が違うのだと思います。キャリア支援課の先生からのさまざま
なサポートのおかげで第一希望の就職先であったANAエアポートサービスから内
定をいただくことができました。これからは“ANAの松岡修造”を目指して、さまざま
なお客様を笑顔にできる仕事をしていきたいですね。

学生一人ひとりの
性格まで把握して
アドバイスしてくれる
のは多摩大学ならでは
久保田 穂高  
2016年3月卒業 ／ アレセイア湘南高等学校出身
ANAエアポートサービス株式会社 勤務99.2 % ●卒業生 291名

●就職希望者 254名
●就職決定者 252名
●進学者 15名

就職決定率（2016年3月卒業生）

手厚くきめ細かなプログラム
３年次の春からキャリア支援の講座やガイダンスを毎週開催。仕事
とは何か、就業力とはどのようなものかに始まり、自分の強み、面接の
受け方、グループディスカッションなどきめ細かに支援します。

●就活準備特訓塾　●キャリア支援講座　●就職ガイダンス　●適性検査・自己分析　●試験対策　●インターンシップ
●志企業探検バスツアー　●志企業会社案内作成

●就活準備特訓塾
就活への意欲の高い学生が参加し、専門講師による就活のトップランナーを育成
する特訓塾。グループワークを重視し、ひとまわり大きな就業力や人間力を身につ
けることを目的としています。

企業や行政との強い連携
採用意欲の高い企業や地元企業に積極的に働きかけ、学内合同企業
説明会や学内選考会を開催。またハローワークのジョブサポーター制
度を活用して、就活に関わる情報を収集して、多角的な情報提供を行っ
ています。

多摩大学ではキャリア支援課と学生だけではなく、各ゼミの担当教員
とも密接に情報交換しながら三位一体のキャリア支援を実現していま
す。学生一人ひとりの性格や適性、状況等を把握しやすいゼミ担当教
員が、積極的にキャリア支援を行っています。

三位一体のサポート体制

学内合同企業説明会
学内選考会

ジョブサポーター

情報収集

企業

行政
多摩大学

学生

ゼミ
担当教員

キャリア
支援課

適性と希望の
バランスを見据えた

情報提供

人間としての
成長を目指した

個別指導

進路希望カード

常に情報をやりとりし学生の情報を把握

（株）アーバンリサーチ、（株）アールエスエス、（株）アールキューブ、（株）アイ・エヌ・ジー、（株）
愛総合福祉、（有）アイマップ、（株）アイリス、（株）ＡＯＫＩ、青山商事（株）、（株）赤塚屋、（株）
アキュラホーム、アクシアルリテイリング（株）、（株）アクロホールディングス、（株）アサヒセ
キュリティ、アドセラー（株）、（株）アドックインターナショナル、阿部興業（株）、アメニティー
ズグループ、（株）アルファベットパステル、（株）アンビション、（株）イー・エム・シー・ジャパン、

（株）イシカワ、（株）イノベイションオブメディカルサービス、イリオスネット（株）、（株）イン
ターテック、（株）インターネットインフィニティ、（株）インフォメーション・ディベロップメント、

（株）ウェブレッジ、（株）エイチ・アイ・エス、ANAエアポートサービス（株）、（株）エクセル（エ
クセルトラベル）、（株）エコス、（株）エコスタイル、（株）エスネッツ、エヌ・ティ・ティシステム
技研（株）、エルカジョン、（株）エルズホーム、オーケー（株）、（株）大志満、（株）オオゼキ、（株）

オータ、（有）O代官山、（株）大塚家具、（株）大塚商会、オープンシステムテクノロジー（株）、
岡三証券（株）、（株）オカダヤ、沖ウィンテック（株）、（株）オザム、（株）オペレーションファクト
リー、（株）オヤマダ、かながわ信用金庫、カナミヤ食品（株）、（株）環境装備エヌ・エス・イー、
菊水化学工業（株）、（株）木下不動産、木村飲料（株）、（株）キャリア、キャリアスタッフネット
ワーク（株）、協栄産業（株）、共栄セキュリティーサービス（株）、（株）共立メンテナンス、クラブ
ツーリズム（株）、（株）クリエイト・レストランツ・ホールディングス、（株）栗原医療機器店、グリ
ムスグループ、警視庁、KITシステムズ（株）、（株）ゲオホールディングス、コーナン商事（株）、
国際自動車（株）、国際ソフトウェア（株）、小島電機工業（株）、（株）コモディイイダ、（株）ザ・
フォウルビ、（株）サイビーンズ、（有）サエラデモード、（株）サニークリーン東京、（株）サニー
サイドアップ、沢井製薬（株）、さわやか信用金庫、三協商事（株）、三光ソフランホールディン

グス（株）、サンコーインダストリー（株）、（株）三和、（株）三和交通統括本部、（株）CAN、CSS
クレセント（株）、東日本環境アクセス（株）、ＪＡクレイン（クレイン農業協同組合）、（株）JSシ
ステムズ、ジェイコム（株）、自衛隊(自衛官候補生)、ジェイフィルム（株）、ＪＡ横浜（横浜農業
協同組合）、（株）システムステーション、（株）シティコミュニケーションズ、（株）シノダ、（株）
島忠、（株）しまむら（秦野商品センター）、（株）ショービ、（株）新開トランスポートシステムズ、

（株）スウィートファクトリージャパン、図研ネットウエイブ（株）、（株）スプリングエステート、
（株）ＳＥＩＧＩ、（株）セイシン企業、（株）ゼニアス、セントケア・ホールディング（株）、（株）ソフ
テックス、ソフトバンク（株）、ソフトバンクモバイル（株）、（税）第一経理、（株）大黒屋、（株）ダ
イナム、多摩信用金庫、中央液化ガス（株）、（株）中央コンタクト、中部瓦斯（株）、都留信用組
合、（株）ツルハ、データウェアネットワーク（株）、（株）ティー・ユー・ビーアソシエイツ、ディッ
プ（株）、（株）テクノブレーン、（株）テンスターズダイニング、（株）電通アドギア、（株）東海ソ
フトウェア、東京キリンビバレッジサービス（株）、（株）トゥモローランド、（株）TOKAIホール
ディングス、（医）徳真会グループ、（株）ドッドウェル・ビー・エム・エス、トナミ運輸（株）、（株）
トムス・エンタテインメント、トラコム（株）、（株）トラスト・テック、トランスコスモス（株）、（株）
トリドール、（株）トレジャー・ファクトリー、（福）中川徳生会、（株）ＮＯ.１、（株）ナンバーワン
ソリューションズ、（株）ニチイケアパレス、（株）NIKKEI、日本瓦斯（株）、日本空輸（株）、（株）

日本ハウスホールディングス、日本郵便（株）、（株）人形町今半、（福）にんじんの会、（一社）
練馬区医師会、（株）ノジマ、ノックスデータ（株）、（株）ハツタテクノ、（株）パル（パルグルー
プ）、（株）ハロネット、（株）ピーエスシー、日立自動車交通（株）、ヒューマンネットワーク（株）、

（株）ファミリーマート、（株）ファンケル、（株）フォーバル、富士ゼロックス多摩（株）、（株）富
士通ソーシャルサイエンスラボラトリ、プレミアムウォーター（株）、（株）プロミクロス、（株）
ブロンコビリー、（株）フロンティア、ベース（株）、（株）北京大学天公システム、（株）Bestエ
フォート、（株）ベストランス、（株）ベルパーク、（株）ベンチャーバンク、（福）奉優会、（株）ホー
ムロジスティクス、（株）ボックスグループ、（株）ボディーワークホールディングス、（株）ホン
ダカーズ神奈川東、（株）マーキュリー、（株）マイテック、（株）マイナビ、（株）マクロミル、（株）
マコト、（株）マネジメントソリューションズ、（株）マルハン、（株）ミツイ、（株）六日町自動車
学校、ムトーアイテックス（株）、明光産業（株）、明治安田生命保険（相）、（株）メガネトップ、

（株）メディプラン、ヤオマサ（株）、（株）やさしい手、（株）ユーミーネット、（株）ヨコハマタイ
ヤジャパン、（株）横浜電算、（有）横浜ベイサイドリゾート、横浜丸中青果（株）、（株）ヨドバシ
カメラ、（株）ヨネヤマ、（株）ライジングパートナー、（株）ラクシー、ラディックス（株）、（株）ラ
ボテック・ソリューションズ、（株）レインズインターナショナル、（株）ロックス、（株）ワールドシ
ステムコンサルタント、（株）和光ケミカル、（株）ワット・コンサルティング、わらべや日洋（株）

少人数による双方向のゼミ形式を中心に養われた問題解決能力を活かし、学生は幅広い業界で活躍しています。

卒業生データ

就職実績

企業出身の職員が学生の皆様と
日常的に接点を持ち、出身企業
で得た知識・経験を余すところ
なく伝授。教員力だけでなく職
員力も総動員で学生の皆様をサ
ポートいたします。

伊 藤 園 、イ ン テリジェン ス 、
NEC、NTTコミュニケーション
ズ、オムロン、共同通信、ザ・ブ
セナテラス、大京、日本旅行、日
商岩井、野村不動産、パイオニ
ア、富士通、三井物産、三菱東京
UFJ銀行、代々木ゼミナール、リ
クルート 他

サポートメンバー
業種別卒業生就職者数（2016年3月卒）

公務
建設業
製造業

電気・ガス・熱供給・水道業
情報通信業

運輸業、郵便業
卸売業、小売業
金融業、保険業

不動産業、物品賃貸業
学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業
生活関連サービス業、娯楽業

教育、学習支援業
医療、福祉

複合サービス事業
サービス業（他に分類されないもの）

就職希望者
254人

就職決定者
252人

99.2%

就職決定率

【就職先一覧】 2016年3月卒業生

2
7
13
4
51
13
71
7
10
8
11
25
1
12
3
14

サポートメンバーの出身企業例

経
営
情
報
学
部
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本学部の目標は「グローバルな問題を解決し、グローバルな舞台
で活躍できる人材を輩出する」ことです。設立当初から英語に特
化し、自分で「考える力」を身につけ、コミュニケーション力を向上
させるとともに社会に役立てる実践的なスキルを学んでいきま
す。少人数制クラスを基本とし、１年次で英語力を伸ばし、2年次
から英語と日本語でのコンテンツ科目に挑戦する一方、ホスピタ
リティ・マネジメント、国際教養などの専門コースを選択して社会
に出る準備に励みます。小さなことから始め、一歩一歩前進する

「Slow and Steady」な考えをもとに専門コースで努力すれば、
4年後には自分の進む道を必ず見つけることができるでしょう。
グローバルスタディーズ学部は、いろいろなことに挑戦でき、楽
しく学べるだけでなく、時代認識の先取りには格好の学部です。

将来に向けて、
自分に合った居場所を探せる学部

School of Global Studies

学部
● グローバルスタディーズ学科

グローバル社会に必要な「英語コミュニケーション力」と「問題解決力」を養成

ウィリアム シャング

グローバルスタディーズ学部
学部長

学部長

高橋 順子 教授
【プロフィール】
1983年筑波大学大学院教育研究科、教育学修士学位
取得。修了。1996年湘南国際女子短期大学英語学科
専任講師。2007年４月より多摩大学グローバルスタ
ディーズ学部専任講師、2008年9月より准教授。

【担当科目】
Reading Ⅰ･Ⅱ、英語科教育法 Ⅰ･Ⅱ、ゼミナール Ⅰ･Ⅱ

PICK UP! 先生に聞く

グローバルスタディーズ学部の学び 1

太田 哲 准教授
【プロフィール】
マンチェスター大学社会人類学部大学院ディプロマ取得、オッ
クスフォードブルックス大学日本社会人類学部修士課程修了
(MA)、ロンドン大学東洋アフリカ研究学院社会人類学博士課程
修了（社会人類学博士）、ICCRポストドクトラルフェロー（インド、
デリー大学）2012年より多摩大学専任教員。

【担当科目】
文化グローバリゼーション入門、消費主義の比較文化論、地球社会と
アジアⅢ、日本の職場、消費社会と日本の大衆文化、ゼミナール Ⅰ･Ⅱ

PICK UP! 先生に聞く

グローバルスタディーズ学部の学び 3

堂下 恵 准教授
【プロフィール】
イギリス・ロンドン大学ユニバーシティカレッジにて修士号

（環境社会学）、同大学東洋アフリカ学院にて修士号（観
光・環境・開発学）をそれぞれ取得、東京大学大学院にて博
士号（学術／文化人類学）を取得。2012年4月より現職。

【担当科目】
日本学入門、観光 Ⅱ・Ⅳ、地球社会と日本、ゼミナール Ⅰ･Ⅱ

PICK UP! 先生に聞く

グローバルスタディーズ学部の学び 2

グローバル
スタディーズ

カルチャーショックを受ければ、
英語力も問題解決力も劇的に伸びる！

グローバル人材の育成を行うためには、英語での授業、グローバルな基準での学びが
必然となります。しかし、日本の教育システムでは、まだ細かなところで相違があり、試
験や評価などを微調整する必要があります。また、本学に集まる学生たちも、当然、日本
人だけではなく、留学生や帰国子女も含まれますので、ネイティブの教授陣と相談しな
がら、独自の英語集中教育プログラムを展開しています。好きだけど上手くない学生、
苦手意識がある学生、話せるけど文法がわからない学生など、今までの常識では伸ばし
きれなかった英語力を確実に伸ばす。今までのピンチをチャンスに変えましょう！

独自開発している教材です。遅れて
しまう学生がいないこと、それが少
人数教育の真髄です。一緒に解答
欄を真っ赤にしていきましょう。

1年間週8コマの集中教育を施しま
す。英語は英語で教えるというダイレ
クトメソッドが中心ですが、日本語も
少し使えるので安心してください。

提携校に交換留学後、立派な社会人
として卒業していく学生（中央）。大き
く成長して巣立つ姿を見とどけると
き、報われる瞬間です。

何を学ぶ？何を学ぶ？

何を学ぶ？身につく力
英語で学ぶという新しい環境
は、過去の失敗経験を克服する
チャンスです。実際に苦手だっ
た科目を克服し、新しい可能性
に気づく学生が多いのも事実。
リセットする力は、新しい未来
を切り拓きます。

リセット力

新しく設定された教職科目の
英語科教育法では、なぜ学ぶこ
とが必要なのか、なぜ英語を教
えるのか、といった問題と向き
合うことになります。教える力
と学ぶ力、聞く力と話す力は表
裏一体なのです。

教える力

異文化を肌で感じ、違いを実感すること。
真のグローバル・センスは「比較」によって磨かれる！

いかにグローバルな視点を身につけるか。これが本学部における学びの軸のひとつで
す。ゼミではインド北東部のナガ族について、文化人類学の見地から研究を行っていま
す。「困っていたら助ける」がナガ族の文化。片や日本では、年々他者への無関心が顕著に
なっているのではないでしょうか。異文化を学ぶことにより、日本を相対的に捉えることが
できるようになります。この相対性こそがグローバルな視点の本質なのです。若者文化を
切り口とした中国圏、東南アジア圏の比較論にも注力しており、間口は狭くありません。
どんどん興味の幅を広げながら、国際社会で活躍するための教養を習得してください。

学生と共にナガ族のもとへ。体験を通
して得られる学びを重視しています。
今後もインド圏や東南アジア圏を中心
に、海外合宿を充実させていく予定。

ゼミでは教員が一方的に教えるの
ではなく、学生自らが問題を見つけ
ながら学ぶという方針を大切にして
います。

自著「The Ambiguous Lightness of 
Being」。台湾人の若者を取り上げ、西洋
中心の消費理論について論考しました。
英語力を高めてぜひ読んでください。

何を学ぶ？何を学ぶ？

何を学ぶ？身につく力
一国について深く学ぶことは、
自然と周辺国への興味、世界史
への関心へとつながっていき
ます。この好奇心の連鎖をベー
スに、各国の歴史や文化を比較
するすべを伝え、世界の「今」を
読み解く力を養います。

対比力

固定概念を捨てることが、学びの
第一歩。その一歩を踏み出せる
よう、新鮮な感動に満ちた異文化
体験の機会を提供しています。
実社会に出れば思いもよらない
事態の連続。「想定外」に対応で
きる柔軟な国際人を育成します。

捨てる力

人類学や民俗学にも精通した、
世界で通用する観光スペシャリストを育む！

観光の定義は、「自分の生活圏を越えて移動し、１年以内に戻ってくること」。そのことを
学生に話すとさまざまな疑問が返ってきます。その疑問に対して一緒に考えながら議論
を繰り返し、最終的には自分の考えを見出していくことを目標としています。グローバル
基準での観光学は、文化人類学の応用研究分野として発展を続けてきました。授業では、
異文化・自文化を学ぶ文化人類学や世界を理解する科目を中心に、今日的な課題なども
取り入れています。さらには付随した宗教論や美術論、調査方法論なども含め、体系的
にカリキュラムを構成。英語と日本語を通じて、実社会に通用するノウハウを学びます。

マカオ大学での授業聴講やカジノ
リゾート施設の視察など、合同ゼミ
のフィールドワークとしてマカオへ
の海外研修を行いました。

藤沢市観光協会からの受託調査と
して外国人へのアンケートを実施。
アンケート作成方法から実施方法、
運営の仕方まで学んでいきます。

今話題となっているエコツーリズム
の指南書。研究テーマでもある「里
山」を考察し、そのメカニズムや環
境問題も含め紐解いています。

何を学ぶ？何を学ぶ？

何を学ぶ？身につく力
観光学はグローバル（国際）と
ローカル（地域）、双方の知識と
経験が必要になります。グロー
バルな視野を持ちながら地域
の問題を解決できる人材、地域
と世界を結びつけていく人材
を、しっかりと育てています。

グローカル
力

フィールドワークや実習を通し
て交流力を身につけていきま
す。国内外を問わず、また社会
人をも対象とすることで、自分
自身を鍛えます。数多くの人々
との出会いは、本人の財産と
なっていくことでしょう。

交流力

グ
ロ
ー
バ
ル
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
学
部

国際教養コース ホスピタリティ・
マネジメントコース

基礎教育科目
グローバルな舞台では、国や地域によって文化や価値観が異なりま
す。基礎教育科目では、このような多様な視点や考え方を学ぶこと
で、相違点だけではなく人間同士の共通点についても理解を深めま
す。環境や経済といった、地球全体で解決に取り組むべき課題につ
いて学びます。

英語集中教育（AEP）
1年次から2年次にかけて行われる英語集中教育が、AEPです。これ
は、本学部での専門分野の学びに必要不可欠な英語力を習得するプ
ログラムです。国際ビジネスの現場で通用する英語力を身につける
ために、多様なものの見方に触れ、考えを深め、異なる文化で育った
人に、自分の意見や意志を伝えられるようになることを目指します。

AEP： Academic English Program

中学校・高等学校教諭一種免許（英語）が取得可能
（2015年度より教職課程のカリキュラム設置）

安田 震一

グローバルスタディーズ学部

グローバルスタディーズ学科

【担当科目】
日本学入門、観光 Ⅱ・Ⅳ、地球社会と日本、ゼミナール Ⅰ･Ⅱ
職歴 ： 黄桜酒造（株）、（独）日本学術振興会、慶應義塾大学デジタル

【担当科目】
文化グローバリゼーション入門、消費主義の比較文化論、地球社会
とアジアⅢ、日本の職場、消費社会と日本の大衆文化、ゼミナール Ⅰ･
Ⅱ
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日本の企業も海外の企業も「グローバル化」というのは急速な課題。そこで、
若い人材に求められるのは、グローバルな視野と問題の分析・解決の能
力です。この学部では、少人数対話型の授業で英語でのコミュニケーショ

ン力アップと問題の解決力を重視したカリキュラムが用意されています。
国際色豊かな教授陣と手づくりの授業、また、それを支援するシステムな
ど、「グローバル人材の育成」のために実践的な授業が行われています。

グローバル社会に必要な
「英語コミュニケーション力」と「問題解決力」を養成

◇特別選択必修科目　★必修科目
☆選択必修科目　◎選択必修科目（語学）　○選択科目

グローバルスタディーズ学部

1年次

2年次 3年次

4年間の学びの流れ

グ
ロ
ー
バ
ル
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
学
部
　
グ
ロ
ー
バ
ル
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
学
科

国
際
教
養
コ
ー
ス

専門教育科目
観光 Ⅰ・Ⅱ
Travel and Tourism 
Workplace English Ⅰ・Ⅱ
ホスピタリティ・マネジメント Ⅰ・Ⅱ
キリスト教の世界観
質的調査方法論
身体とアイデンティティ
癒しの文化論
地球社会と日本
地球社会とアジア Ⅰ
地球社会とアメリカ
地球社会とオーストラリア
地球社会とヨーロッパ Ⅰ
美術論
認知心理学
言語心理学
ホスピタリティ・マネジメント特別講義 Ⅰ・Ⅱ

ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ・マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
コ
ー
ス

専門教育科目
観光 Ⅲ・Ⅳ
ホスピタリティ・マネジメント Ⅲ・Ⅳ
アジアの宗教
日本の宗教
日本人と他者
消費主義の比較文化論
消費社会と日本の大衆文化
地球社会とアジア Ⅱ・Ⅲ
地球社会とアフリカ Ⅰ・Ⅱ
地球社会とヨーロッパ Ⅱ
コミュニケーション
通訳概論
翻訳概論
ゼミナール Ⅰ・Ⅱ
プロジェクト・セミナー

専門教育科目
民主主義とリーダーシップ
国際法と国際機関
国際政治学
多文化共生論
アフリカの時事問題
エネルギーと環境
国際協力
資源と環境
リーダーシップ論
国際経済学
簿記
国際経営論
比較経営論

異文化間マネジメント
経営戦略論
マーケティング論
グローバル企業の諸課題
グローバル企業の人事戦略
日本の職場
情報管理：
　データベース理論と実践
日本近代政治史
ゼミナール Ⅰ・Ⅱ

基礎教育科目

【必修】
ＴＯＥＩＣ演習　

【共通科目（選択）】
英文会計基礎
統計学入門
ジェンダー論
社会科学のための統計学
ヴィジュアル・コミュニケーション
入門
記号論入門
国内インターンシップ概論
国内インターンシップ実習Ⅰ･Ⅱ
中国語 Ⅰ〜Ⅳ
Global Issues: Wealth and 
Poverty Ⅰ・Ⅱ
Studies in Global  Events: 
World-views and Policy Ⅰ ・Ⅱ
Volunteerism: A Historical 
Survey of NGOs Ⅰ・Ⅱ
English Media and Culture Ⅰ・Ⅱ
Business Communication in 
English Ⅰ・Ⅱ
Communicative English for 
Global citizenship Ⅰ・Ⅱ 
英語試験対策講座 Ⅰ･Ⅱ

基礎教育科目

【共通科目（選択）】
国内インターンシップ概論
国内インターンシップ実習Ⅰ・Ⅱ
Internship Abroad

【専門教育科目】
ゼミナール Ⅲ・Ⅳ

【専門教育科目】
ゼミナール Ⅲ・Ⅳ

多摩大学では英語プラスアルファの学びができる
1年次のAEP（英語集中教育）は、まさに英語漬けの
毎日でした。初めのうちは不安もありましたが、自然
と英語が耳に入ってくるようになり、自身の成長を実
感できるようになってきます。多摩大学では英語プ
ラスアルファの学びができます。例えばウィリアム先
生の「Speaking」の授業では、パワーポイントを使
いながらプレゼンを行っていきます。英語力はもち

ろん、パワーポイントも使えるようになるし、みんな
の前で話す力も身につきます。良峯先生の「Webデ
ザイン」の授業では、英語で学びながら最終的に自
分のブログページを作成できるまでになりました。
英語はあくまでもコミュニケーションの手段に過ぎ
ません。英語で学ぶことで自分の未来を広げること
ができるのです。

先輩に聞く！  私の成長ストーリー

八重樫 弥生
グローバルスタディーズ学部
3年
神奈川県立横須賀明光高等学校出身

基礎教育科目

【語学・必修
  （英語集中教育（AEP））】

Reading Ⅰ･Ⅱ
Grammar and Writing Ⅰ･Ⅱ
Listening and Pronunciation Ⅰ･Ⅱ
Speaking Ⅰ･Ⅱ

【コア科目（選択必修）】
日本学入門
グローバルスタディーズ入門
哲学入門
心理学入門
経済学入門
情報化社会とグローバル化
環境保全入門
文化グローバリゼーション入門

【共通科目（選択）】
グローバル・ヒストリー
国際関係論入門　　　　　　　
経営学入門
コンピューター入門
文化人類学入門
文化心理学
日本文学
湘南の文学
中国の文学
日本の法律
日本の歴史
教育心理学
学習心理学
キャリア形成論
職業理解とキャリア
日本語文章表現法
体育
英語試験対策講座 Ⅲ
Study Abroad Ⅰ〜Ⅷ

想定される進路

想定される進路

◎ ツアーガイド
◎ キャビンアテンダント
◎ グランドスタッフ
◎ ホテルスタッフ
◎ 通訳、翻訳など

など

就職先の例：
ANA、ジェットスタージャパン、エイチ・アイ・エス、
ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテル、
JR東日本

◎貿易・金融・通信・運輸などのサービス産業、製造業
◎外資系企業

など

就職先の例：
タリーズジャパン、アーバンリサーチ、
サマンサタバサジャパンリミテッド

多様な見方・考え方を
理解し、基礎力を身に
つける

将来の志望に沿って選択した専門コースを学ぶ
専門性を高め世界に通用する知性を磨く

4 年次

コンピューターの基礎は
ビジネスの世界での必須スキル

さまざまな分野を学び
興味の幅を広げていく

8カ月間の留学を通して
英語力と自信を身につけました

専門分野をあらためて学ぶことで
グローバルな視野を広げる

「コンピューター入門」では、Microsoftのワードやエクセル
などのビジネス系ソフトの使い方を学びました。レポート作
成にも使えるほか、社会に出てからも必ず必要な知識を早く
から学べて助かりました。

マーサー先生の「ポストモダニズムと社会」では建築物の歴
史を学びながら、興味ある建築物にスポットを当て、掘り下げ
ていきました。また石塚先生の「社会言語学」やホノベ先生の

「国際会計論」などを通して興味の幅を広げていきました。

海外留学プログラムを使ってカナダ・オンタリオ州にあるアルゴマ大学
へ留学しました。語学の授業をはじめ、カナダ現代史などの講義も履修。
8ヵ月の生活を通して、積極的に発言していく自信もつきました。

4年になると時間的な余裕ができるので、2、3年次に履修しなかった
専門科目を選びました。なかでも木下先生の「アフリカの文化」では未
知の世界の宗教や妖術、除霊などを学び、グローバルな視野が広がり
ました。

私の成長
ストーリー

折尾 優香里 
2016年卒業
神奈川県立麻溝台
高等学校出身

グ
ロ
ー
バ
ル
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
学
部

専門教育科目
英語学 Ⅰ・Ⅱ
英米文学 Ⅰ・Ⅱ
人間安全保障
国際関係論：南・東南アジア
国際関係論：中央アジア
環境政策
マクロ経済学
ミクロ経済学
金融論
国際会計論
多国籍企業会計
情報ネットワーク

情報倫理とセキュリティ
ビジネス情報処理
マルチメディア情報処理
Web デザイン
Web プログラミング
科学の心
ポストモダニズムと社会
国際教養特別講義 Ⅰ・Ⅱ

　　　　　【教職課程】　1年 ： 教職概論、教育原理、特別活動、生徒指導、進路指導論　　　2年 ： 教育課程総論、教育制度論、教育方法　3年 ： 英語科教育法Ⅰ・Ⅱ、教育相談、道徳教育論　4年 ： 教育実習、教職実践演習　
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国際色豊かな教授陣によるグローバルな授業を展開しています。
手づくり教育を大切に、学生と向き合います。

グローバルスタディー
ズ学部

教授陣紹介

※(株)：株式会社　（独）：独立行政法人　（公社）：公益社団法人　（特非）：特定非営利活動法人

グ
ロ
ー
バ
ル
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
学
部

William Shang

【担当科目】
Reading Ⅰ･Ⅱ、インターゼミⅠ〜Ⅶ
職歴 ： 北京大学大学院、中国社会科学院出版部、National Strength and Conditioning Association（Japan Branch）、University of Hong Kong Centre of 
Asian Studies（香港大学アジア研究センター）、（公財）東洋文庫、吉備国際大学、岡山理科大学、順正短期大学、国際社会学研究所、吉備国際大学大学院、東京大学

松下 弓月　非常勤講師 Matsushita Yuzuki

小野 まどか　非常勤講師 Ono Madoka

今野 文子　非常勤講師 Konno fumiko

山田 知代　非常勤講師 Yamada Tomoyo

内田 文夫　非常勤講師 Uchida Fumio

平野 和弘　非常勤講師 Hirano Kazuhiro

福山 寛志　非常勤講師 Fukuyama Hiroshi

【専門教育教授陣】 ホスピタリティ・マネジメント

堂下　恵　准教授 Doshita Megumi

【担当科目】
日本学入門、観光 Ⅱ・Ⅳ、地球社会と日本、ゼミナール Ⅰ･Ⅱ
職歴 ： 黄桜酒造（株）、（独）日本学術振興会、慶應義塾大学デジタル
メディア・コンテンツ統合研究機構、金沢星稜大学

小松 加代子　教授 Komatsu Kayoko

【担当科目】
キリスト教の世界観、日本の宗教、癒しの文化論、アジアの宗教、ゼミナール Ⅰ･Ⅱ

職歴 ： エプソン（株）、リーズ大学、日本学術振興会、文化学院芸術専門学校、北鎌倉女子学園短大設
置準備室、湘南国際女子短期大学、洗足学園短期大学、恵泉女学園短期大学、湘南国際女子短期大学

杉下 かおり　専任講師 Sugishita Kaori

【担当科目】
地球社会とアフリカ Ⅰ･Ⅱ、文化人類学入門、日本人と他者、他文化共生
論、アフリカの時事問題
職歴 ： ヴィットヴァーテルスラント大学、南山大学、名城大学

浦上 ヤクリン　非常勤講師 Urakami Yakurin 砂川 秀樹　非常勤講師 Sunagwa Hideki

萩原 浩一　非常勤講師 Hagiwara Hirokazu 原田 容子　非常勤講師 Harada Yoko

張　陽子　非常勤講師 Chang Yoko

太田　哲　准教授 Ota Satoshi

【担当科目】
文化グローバリゼーション入門、消費主義の比較文化論、地球社会と
アジアⅢ、日本の職場、消費社会と日本の大衆文化、ゼミナール Ⅰ･Ⅱ
職歴 ： （株）東芝、ロンドン大学、台湾新聞、デリー大学、ネルー大学

田中 孝枝　専任講師 Tanaka Takae

【担当科目】
観光Ⅰ･ Ⅲ、地球社会とアジア Ⅰ、ゼミナール Ⅰ･Ⅱ
職歴 ： 中国広東外語外貿大学、（公財）日本人事試験研究センター

テレンス ジョイス　教授  Joyce, Terrence Andrew

【担当科目】
心理学入門、認知心理学、社会科学のための統計学、言語心理学、文化心理学
職歴 ： ミッドランド銀行、オリエンタル・アート・センター、シェフィールド
大学、筑波大学、東京外国語大学、東京工業大学

竹内 万理　非常勤講師 Takeuchi Mari

ウィリアム シャング［安田震一］学部長・教授

その他基礎教育

大森 映子　兼担（経営情報学部 教授） Omori Eiko

【担当科目】
日本の歴史
職歴 ： お茶の水女子大学大学院、湘南国際女子短期大学

芦田 尚道　非常勤講師 Ashida Hisamichi

竹内 一真　専任講師 Takeuchi Kazuma

【担当科目】
キャリア形成論、国内インターンシップ概論、教育方法、教育心理学、
Internship Abroad
職歴 ： 大手前大学、関西外国語大学、香里ヶ丘看護専門学校

ポール マーサー　准教授 Paul Mercer

【担当科目】
ヴィジュアル・コミュニケーション入門、English Media and Culture 
Ⅰ･Ⅱ、ポストモダニズムと社会、記号論入門
職歴 ： ロンドン印刷大学メディア学校、ロンドン大学、中央大学、東京大学

英語集中教育（AEP）

高橋 順子　教授 Takahashi Junko

【担当科目】
Reading Ⅰ･Ⅱ、英語科教育法 Ⅰ･Ⅱ、ゼミナール Ⅰ･Ⅱ
職歴 ： 太田女子高等学校、信濃予備校、横浜女子短期大学、ECC予備校、明治学院
大学、湘南国際女子短期大学、明治学院大学教養教育センター、フェリス女学院大学

ブライアン イングリッシュ　教授 Brian J. English

【担当科目】
Reading Ⅰ･Ⅱ、Grammer and Writing Ⅰ･Ⅱ、Speaking Ⅰ･Ⅱ
職歴 ： Konkuk University、Woosong University、University of 
Southern California、Los Angeles City College and Others

マーク ザイオン　准教授 Zion, Mark Nathan

【担当科目】
Volunteerism: A Historical Survey of NGOs Ⅰ･Ⅱ、Global Issues: Wealth and Poverty Ⅰ･Ⅱ、
Studies in Global Events: World-views and Policy Ⅰ･Ⅱ、ゼミナール Ⅰ･Ⅱ

職歴 ： 揚州教育学院、横浜アカデミー専門学校、フェリス女学院大学、神奈川大
学、日本大学、中央大学、奥羽大学、関西学院大学、文京学院大学、青山学院大学

西井 賢太郎　専任講師 Nishii Kentaro

【担当科目】
英語試験対策講座  Ⅰ･Ⅱ・Ⅲ、TOEIC®演習、資格英語 Ⅰ･Ⅱ、ゼミナール Ⅰ･Ⅱ

職歴 ： （株）学樹社、Manchester Business School、マンチェス
ター日本人補習授業校、青山学院大学、河合塾KALS、駿台外語綜合
学院、（株）Ｗセミナー、駿台国際教育センター、明星大学、北里大学

大場 智美　専任講師 Oba Tomomi

【担当科目】
Listening and Pronounciation Ⅰ･Ⅱ、Speaking Ⅰ･Ⅱ、インターゼミ Ⅰ〜Ⅶ 
職歴 ： 大阪YMCA国際専門学校国際高等課程（インターナショナルハイ
スクール）、滋賀大学、龍谷大学短期大学部

グレゴリー ラム　非常勤講師 Gregory Lum加藤 恵理　非常勤講師 Kato Eri

ジャック パデレック　非常勤講師 Jack Pudelek 鄧 子燕　非常勤講師 To YuYan

ジェスロ ケニー　非常勤講師 Jethro L. Kennyゲイリー ヘンシェイド　非常勤講師 Gary J. Henscheid

マイケル ジョナサン ケランド　非常勤講師 Michael Jonathan Kelland サラニヤラジャ ムツマニラジャ　非常勤講師 Saranyaraja Muthumaniraja

マシュー キースリー　非常勤講師 Matthew Keighleyディビット ヒルトン　非常勤講師 David Hylton

エドワード マクシェーン　助教 Edward McShane     

【担当科目】
Speaking Ⅰ･Ⅱ、Grammer and Writing Ⅰ･Ⅱ
職歴 ： Siemens AG、Cisco Systems、国際教育企画、東京エアトラベ
ル専門学校、専修大学附属高等学校

【専門教育教授陣】 国際教養
渡邊 泰典　教授 Watanabe Yasunori

【担当科目】
経済学入門、マクロ経済学、統計学入門、ミクロ経済学、国際経済学、ゼミナール Ⅰ･Ⅱ

職歴 ： （独）日本学術振興会、関東学院大学、東京大学大学院、駒澤大
学、（特非）GBRC

エリック ホノベ　教授  Erik Honobe

【担当科目】
金融論、多国籍企業会計、英文会計基礎、中国文学、国際会計論
職歴 ： （株）アルク、レンヌ商科大学、ケベック大学、オッペンハイマー・
グループ、（株）エジソン電力、モンテレー大学、マカオ大学

金本 佐紀子　専任講師 Kanemoto Sakiko

【担当科目】
教職概論、特別活動、介護等体験実習事前事後指導、共通科目特別
講義 Ⅰ、教育制度論、プロジェクトゼミ
職歴 ： 埼玉県公立中学校教員、日本女子大学教職教育開発センター
客員研究員、東京女学館大学専任講師

橋詰 博樹　教授 Hashizume Hiroki

【担当科目】
環境保全入門、国際協力、資源と環境、環境政策、エネルギーと環境、ゼミナール Ⅰ･Ⅱ

職歴 ： 厚生省、環境庁、ノースカロライナ大学大学院、茨城県衛生部、
（公財）廃棄物研究財団、水資源開発公団、世界保健機関、環境省、アジ
ア太平洋地球変動研究ネットワーク、筑波大学大学院、金沢大学大学院

アイグル クルナザロバ　教授 Aigul Kulnazarova

【担当科目】
国際関係論入門、グローバルスタディーズ入門、国際法と国際機関、グローバル
ヒストリー、民主主義とリーダーシップ、国際関係論：南・東南アジア

職歴 ： 名古屋大学大学院、カザフアメリカン大学

教職課程

金 紅花　非常勤講師 kin Benika木村　真　非常勤講師 Kimura Makoto

渡辺 智信　非常勤講師 Watanabe Tomonobu

藤田 賀久　非常勤講師 Fujita Norihisa

菅原 純　非常勤講師 Sugawara Jun

澤田 初美　非常勤講師 Sawada Hatsumi小堂 俊孝　非常勤講師 kodo Toshitaka

田中 ちよ子　非常勤講師 Tanaka Chiyoko

張　琪　准教授 Zhang Qi

【担当科目】
ビジネス情報処理、情報倫理とセキュリティ、情報化社会とグローバル化、情報管理：デー
タベース理論と実践、コンピューター入門、ゼミナール Ⅰ･Ⅱ
職歴 ： 江蘇省泰州市電気機器会社、電気通信大学大学院、（株）ソ
ニーコンピュータサイエンス研究所

ティーナ マティカイネン　非常勤講師 Matikainen, Tiina J. 

油木田 美由紀　非常勤講師 Yukita Miyuki

藤田 安澄　非常勤講師 Fujita Azumi

中澤　弥　兼担（経営情報学部 准教授）

【担当科目】
湘南の文学
職歴 ： 湘南国際女子短期大学、早稲田大学

Nakazawa Wataru

中川　譲　非常勤講師 Nakagawa Yuzuru

石井 佑佳　非常勤講師 Ishii Yuka 遠藤 眞喜子　非常勤講師 Endo Makiko

金井 憲一郎　非常勤講師 Kanai Kenichiro王　媛　非常勤講師 Wang Yuan

田中　雄　非常勤講師 Tanaka Yu

呉　燕　非常勤講師 Wu Yan

三吉 美加　非常勤講師 Miyoshi Mika宮田 優子　非常勤講師 Miyata Yuko

嶋　聡　非常勤講師 Shima Satoshi

内藤 容成　非常勤講師 Naito Hiroaki

ミハイル マリノフ　非常勤講師 Mihail Marinov

立田 由紀恵　非常勤講師 Tatta Yukie
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健全な学びを行うには、
心身ともに鍛えることが大切です。

グローバルスタディーズ学部

サークル紹介
グ
ロ
ー
バ
ル
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
学
部

ほかにも、運動系・文化系の多くのサークルがあります！

●活動時間／場所
毎週火曜日18：００〜
＠E205教室

　文化系サークル Jazzサークル

●活動時間／場所
毎週金曜日18:00〜
＠E301教室

2015年4月から活動を開始した新しいサークルです。学園祭を始め、クリスマスパーティーなどの学内イベントで発表しました。これからは外部でも発表をして
いきたいと考えています。自分たちで曲を選び、練習をしています。楽器の経験がなくてもOKです。音楽が好きな方は是非、来てください。

●活動時間／場所
毎週第1金曜日
@大学周辺

国際建築ボランティア団体 Habitat for humanity Japan 関東学生支部所属 Zion's Clubです！ 私たちと一緒になにか大きな事をやり遂げませんか？
活動内容はカンボジア・東北被災地支援、 貧困国での住居建築などです。楽しいことを企画して実行してみたいと思っている人を大歓迎します。

　文化系サークル ザイオンズ・クラブ

　文化系サークル 多摩大学 Eco多摩

大学周辺のゴミ拾いを通して藤沢市を綺麗にすることをお手伝いしています。大学や環境団体様からいただいたボランティア活動をすることもあります。
昨年は「ゴミ拾いはスポーツだ！」大会を開催したところ、地域や藤沢市役所の方々にも参加いただき、市の広報にも取り上げていただきました。

●活動時間／場所
毎週金曜日16：20〜20：00
＠和室

茶道サークルは毎週金曜日に和室にて活動しています。
普段は先生をお招きして日々稽古に励んでいます。時に外部のお茶会に参加したり、学校内で留学生を招いたお茶会を開いたりしています。

　文化系サークル 茶道サークル

　運動系サークル バスケットボールサークル

●活動時間／場所
毎週木曜日16：20〜20：00 
＠体育館

常にゲーム練習が出来るだけのバスケ大好きメンバーが集まります。ウォームアップが完了したらさっそくゲーム。
電光掲示板にスコアが表示されると自然と気持ちが盛り上がります。女子マネージャーがいるので心置きなくプレーに集中です。

　運動系サークル Shonan Winds（バドミントンサークル）

●活動時間／場所
毎週金曜日16:30〜20:00
＠体育館

約50人のメンバーは学年・男女問わず皆、仲が良く、和気あいあいとバドミントンを楽しんでいます。もちろん、経験の有無は関係ありません。
週1回の活動のほか、夏合宿などのイベントも開催。今後は大会出場を目標に活動していきます！

Fc dreams（フットサル）、Hi-Q（バレーボール）、

Table Tennis Circle（卓球）、

Ride on Tama（スキー、スノーボード）、

硬式テニス

音多摩（軽音楽）、YUMMMMY!（料理）、

スペイン文化研究会、Dance or Die（ダンス）、

Creation（小説、イラスト、漫画などの創作）、

たまパト（地域パトロール）
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※（株）：株式会社　（一社）：一般社団法人　（福）：社会福祉法人　（学）：学校法人

卒業生データ

業種別卒業生就職者数（2016年3月卒）

建設業
総合工事業

製造業
情報通信業

運輸業、郵便業
卸売業、小売業
金融業、保険業

不動産業、物品賃貸業
宿泊業、飲食サービス業

生活関連サービス業、娯楽業
教育、学習支援業

医療、福祉
複合サービス事業

サービス業（他に分類されないもの）

就職希望者
87人

就職決定者
83人

95.4%

就職決定率

3年次に実践的な就職対策講座を毎週、ワークショップ形式で開講しています。講座内容は、自己分析、自

己PR、面接対策や業界・職種研究など、実践的な力を身につけることができます。

2年次に国内インターンシップ、3年次に海外インターンシップを取り入れています。早期の参加は就職のみ

を目的にせず、より客観的に社会に出て働くことの意味を理解でき、大きな成長につながっています。

キャリアプランとインターンシップ、ビジネスマナー、
組織について、仕事の進め方、プレゼンテーション
方法等を学びます。

1 事前講義（集中講義）

50社以上の実習先から希望や適性に合ったイン
ターンシップ先で実習。期間は2週間～2ヵ月まで
幅広く選択できます。

2 インターンシップ実習

国内・国外で実施するインターンシップ

実践的なキャリア支援講座を展開

1年次の進路調査からはじまり、2年次、3年次で個人面接を実施。また、定期的な面談だけでなく、随時、

個別相談に応じています。職員と教員との連携により、学生の希望、適性、個性、能力などに合ったアドバ

イスを行っています。

学生の適性、個性、能力等に合ったアドバイス

95.4 % ●卒業生 102名
●就職希望者 87名
●就職決定者 83名

就職決定率（2016年3月卒業生）

STEP１
キャリア形成論、個別・グループ面接、就職ガイダンス（就職情報提供、情報サイトの活用法）等による基礎固め

STEP2
１ 「適性検査 → 自己分析 → やりたい事発見ワーク → 自己PR作成 → 志望動機作成 → エントリーシート対策 → 面接対策 → グループディス

カッション対策」各講座により、自己理解、職業選びから就職関係書類対策、面接試験対策までを学習。また、面接対策マナー講座を開講
2 「筆記試験（SPI/一般常識/時事問題）対策講座 → 模擬試験 → 実力アップ問題演習 → 対策講座 → 模擬試験 → 実力アップ問題演習」を繰

り返し、筆記試験への準備

STEP３
「業界･職種研究セミナー講座」 → 学内合同企業説明会　また、外資系企業就職対策セミナーを開講

アーバン・コーポレーション（株）、青山商事（株）、As-meエステール（株）、（株）アドッ
クインターナショナル、アパホテル（株）、アリアケジャパン（株）、（株）伊東園ホテルズ、
（株）INE、ＡＮＡエアポートサービス（株）、（株）エービーシー・マート、（株）エコ配、（株）
遠藤波津子美容室、（株）大塚商会、（一社）隠岐の島町観光協会、（株）小田急リゾーツ、

（株）オン・ザ・プラネット、（株）カクヤス、（福）合掌苑、神奈川スバル（株）、かながわ信
用金庫、（福）神奈川県社会福祉事業団、カネボウ化粧品販売（株）、（株）かねまつ、（株）
ガリバーインターナショナル、（株）饒田、（株）共立メンテナンス、クラランス（株）、（株）
クリエイト・レストランツ・ホールディングス、（株）クレディセゾン、（株）京王プラザホテル、
（株）ケーウェイズ、（株）光電社、国際自動車（株）、サミット（株）、（株）JALスカイ、シャ
ングリ・ラ東京、新生ホームサービス（株）、ストラパック（株）、（株）そごう・西武、第一生

命保険（株）、大喜産業（株）、大洋印刷（株）、（株）大和システムクリエート、（株）タカシ
マ、（株）多摩川電子、チモロ（株）、月星商事（株）、ディップ（株）、テルウェル東日本（株）、

（株）トイカード、（株）東急コミュニティー、東急ステイサービス（株）、東京コンピュータ
サービス（株）、東電用地（株）、東和電気（株）、トップ産業（株）、（株）トレジャー・ファクト
リー、日本コンピュータ・ダイナミクス（株）、日本郵政（株）、（株）ヌーヴ・エイ、（株）ノジ
マ、はるやま商事（株）、（株）ピー・アンド・イー・ディレクションズ、（株）ピーアンドエム、ヒ
ルトン東京お台場、（株）フォーナインズ、（株）ブライツコンサルティング、（株）ボーネルン
ド、（株）丸ノ内ホテル、（学）丸山学園、（福）横浜共生会、楽天（株）、（株）リバークレイン、
（株）ルネサンス、（株）レイシャス、（株）ワークスアプリケーションズ、（株）和光ケミカル

グローバルに活躍できる教養を身につけて、学生は幅広い業界で活躍しています。

就職実績

【就職先一覧】 2016年3月卒業生

1
1
5
10
6
31
4
4
10
3
2
3
1
2

下記の企業出身者が学生の皆
様と日常的に接点を持ち、出身
企業で得た知識・経験を余すと
ころなく伝授。教員力だけでな
く職員力も総動員で学生の皆様
をサポートいたします。

伊 藤 園 、イン テリジェン ス 、
NEC、NTTコミュニケーション
ズ、オムロン、共同通信、ザ・ブ
セナテラス、大京、日本旅行、日
商岩井、野村不動産、パイオニ
ア、富士通、三井物産、三菱東京
UFJ銀行、代々木ゼミナール、リ
クルート 他

サポートメンバー

サポートメンバーの出身企業例

グ
ロ
ー
バ
ル
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
学
部

グローバルスタディーズ学部

キャリアサポート 英語を基本とした対話形式の授業をベースに、1年次からキャリア
サポートをスタート。グローバルに活躍できる素養を身につけます。

卒業生からのメッセージ

2年次にエアラインでのインターンシップで空港ラウンジ業務を体験。仕事内容を知
りたくて参加したのですが、それ以上に社員の方がお客様の「期待以上」をめざす姿
勢に感銘を受けました。期待以上を提供するには、常に何が最善かを考える必要が
あり、これこそが真のホスピタリティだと思います。インターンシップを経験したこと
で、学ぶ意欲が高まり、もっと知りたい、どうしたらよくなるのかを考えるようになり、
疑問を持って自分から調べるなど、行動や姿勢も変わりました。

学びへの意欲が
刺激された
インターンシップ

近藤 あゆみ  
2016年3月卒業 ／ アレセイア湘南高等学校出身
株式会社共立メンテナンス 勤務

グローバルスタディーズ学部はグループワークやプレゼンテーションを行う機会が多
いのが特徴です。与えられた時間内で課題について話し合い、発表するグループワー
クでは、どのように意見を集約していくかを学ぶことができました。また、チームワー
クや報告・連絡・相談の大切さ、自分の役割をきちんと果たす責任感も身につきまし
た。プレゼンではテーマの設定、論理的な話の展開、わかりやすい見せ方などが勉強
でき、それを英語と日本語の両方で経験できたことは今後に役立つと思います。

グループワークや
プレゼンテーションで
社会で役立つ
スキルを学んだ
張替 義文  
2016年3月卒業 ／ 横浜市立金沢高等学校出身
青山商事株式会社 勤務

インターンシップ先での活動内容や感想、反省をも
とに報告書を作成。振り返り発表会を行います。

3 事後講義（集中講義）
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自分にあった入試で合格のチャンスを広げよう！入試情報

●奨学金制度・学費ローン

●学費　（2016 年度予定：変更になる可能性がありますので、詳細は募集要項でご確認ください）

★ 授業料（春学期）、施設費、図書教材費、後援会年会費は4月末日までに納入　　　　※ 授業料（秋学期）は10月末日までに納入

入学手続時納入金

学費

入学金 300,000円

授業料（春学期） 350,000円

施設費 230,000円

施設拡充費 50,000円

図書教材費 30,000円

諸会費

後援会入会金 20,000円

後援会年会費 20,000円

同窓会終身会費 20,000円

合計 1,020,000円

1年次授業料（秋学期分）納入金

授業料（秋学期） 350,000円

2年次以降学費等納入金

授業料（春学期）★ 350,000円

授業料（秋学期）※ 350,000円

施設費★ 230,000円

図書教材費★ 30,000円

後援会年会費★ 20,000円

合計 980,000円

【経営情報学部】

授業料（秋学期）は10月末日までに納入

入学手続時納入金

学費

入学金 200,000円

授業料（春学期） 450,000円

施設費 230,000円

施設拡充費 50,000円

図書教材費 30,000円

諸会費

後援会入会金 ー　　

後援会年会費 20,000円

同窓会終身会費 20,000円

合計 1,000,000円

1年次授業料（秋学期分）納入金

授業料（秋学期） 450,000円

2年次以降学費等納入金

授業料（春学期）★ 450,000円

授業料（秋学期）※ 450,000円

施設費★ 230,000円

図書教材費★ 30,000円

後援会年会費★ 20,000円

合計 1,180,000円

【グローバルスタディーズ学部】

授業料（秋学期）は10月末日までに納入

対象者
本学入学予定者の保護者
※外国人留学生は利用できません。

対象
費用

学生一人あたり10万円以上500万円以下
入学金・授業料（春学期）・施設費・施設拡充
費・図書教材費・後援会費等学校納付金
※入学後の利用も可能です。

利率
多摩大学優遇金利（固定金利）3.9％
※2015年4月1日現在

入金
方法

オリコから本学へ直接入金

返済
方法

ローン利用の翌月から、自動振替。
分割方法は以下の2つから選択できます。
① 通常分割：学生の在学中から予め指定した金額を
毎月返済する。
② ステップアップ分割：学生の在学中は元金を据え置
き、手数料のみ毎月返済。卒業後に通常返済する。

対象者
本学入学予定者の保護者
※外国人留学生は利用できません。

対象
費用 最大お借入金額　500万円

利率
変動金利3.145％※1 固定金利3.700％
※2016年2月1日現在

入金
方法

楽天銀行から本学へ直接入金

返済
方法

元利均等返済
〈返済オプション〉ボーナス併用払い、一部・全部
繰上返済（手数料無料）、在学中元金据置払い

（最長 卒業予定年月の1年後まで）、親子リレー
返済（ご卒業後に別途お申し込みが必要です）

〈返済期間〉1年～14年

対象者
本学入学予定者の保護者
※外国人留学生は利用できません。

対象
費用

1回あたり10万円以上、500万円以下
※利用可能金額は、学費納付書の記載金額が上限
入学金、授業料、施設費、図書教材費、後援会
費等

利率
多摩大学優遇金利（固定金利）2.5％
※2016年3月1日現在

入金
方法

ジャックスから本学へ直接入金

返済
方法

・元利均等分割払い
・ボーナス併用分割払い
・元金据置払い
　※据置期間中は手数料のみの支払い
　※据置期間は在学期間中

本学では（株）オリエントコーポレーション（以下オリコ）・楽天銀行・（株）ジャックスと提携した「多摩大学学費ローン制度」があり、入学手続時納入金に利用することができます。
多摩大学学費ローンの利用にあたっては、自己責任のもと、申込期日や手続期日等の日程に十分注意してください。

【多摩大学学費ローン制度】

オリコ 楽天銀行

【お問い合わせ先】　株式会社オリエントコーポレーション
受付時間 9:30～17:30（土日・祝日を除く）
TEL 0120-517-325（フリーダイヤル）
ホームページ http://orico.jp/gakusapo/

【お問い合わせ先】　株式会社ジャックス　コンシューマーデスク
受付時間 10：00～19：00（平日・土日）
ＴＥＬ 0120-338-817（フリーダイヤル）
ホームページ　http://www.jaccs.co.jp/yuyud/

対象費用
区分A:入学時に納入すべき学費の全額
区分B:初学期分の授業料
区分C:初学期分の授業料のうち20万円

入金方法 入学時に、各区分の給付額を学納金から減免する。

返済方法 なし（返還不要）

【特別給費生奨学金制度】
本学を第一志望とし、将来、グローバル社会やIT社会での活躍が期待できる資質を持つ者のうち、特別
給費生としての基準に達した者の中から、奨学金（最大96万円）を給付する制度です。

■特別給費生奨学金制度概要
「志」AO入試（コミュニケーション型Ⅲ期除く）、一般入試、センター試験利用入試の合格者のうち、特別給費
生としての基準に達した者の中から奨学金を給付します。採否の結果は、入学手続書類に同封いたします。

【独立行政法人日本学生支援機構】
日本学生支援機構(JASSO)の奨学金は、大学・短期大学・高等専門学校・専修学校(専門課程)および
大学院で学ぶ人を対象とした、国が実施する貸与型の奨学金です。奨学金は、学生が自立して学ぶこと
を支援するために学生本人に貸与し、卒業後、学生本人が返還していくものです。

【お問い合わせ先】　独立行政法人日本学生支援機構　ホームページ http://www.jasso.go.jp/
※奨学金の申し込みに関するお問い合わせは在学する学校の奨学金担当係へお願いします。

大学への入学時・在学時にかかる諸費用を対象に保護者へ融資する公的な制度です。合格発表前の
申し込みが可能です。詳細は日本政策金融公庫国民生活事業「国の教育ローン」コールセンターへお
問い合わせいただくか、ホームページをご覧ください。（日本学生支援機構の奨学金と併用も可能）

【お問い合わせ先】 日本政策金融公庫国民生活事業　受付時間 月曜日～金曜日 9:00～21:00、土曜日9:00～17:00
TEL 0570-008656（ナビダイヤル）または03-5321-8656
ホームページ http://www.jfc.go.jp/n/finance/search/ippan.html

【その他奨学金】
本学では、入学後の学内奨学金（成績優秀者奨学金・海外留学奨学金）および外部の各種奨学金・民
間団体奨学金・地方公共団体奨学金等）のサポートを行なっています。

【被災学生学費減免措置】
本学では、大規模災害が発生した場合、罹災された地域（災害救助法が適用された市区町村）に居住
されている受験者に対して、入学検定料の免除、入学金の減免・入学後の学費減免（罹災状況による）
等の対応を行ない進学および就学の支援を行なっています。ただし、保証人の所得により適用されない
場合があります。詳しくは入試課までお問い合わせください。

【国の教育ローン】

「産業社会の問題解決の最前線に立つ志人材を育てる」という

経営情報学部の理念に共感する以下のような人物を求める。

１　実社会で活躍する力を身に付けたいという意志を持つこと

2　ビジネスを構想する力を身に付けていく意欲があること

3　情報技術をビジネスに活用したいという意欲があること

地域に密着しつつ、世界に目をひらき、地域社会、国際社会に貢献する強い志を持った人物を求める。

「グローバルな問題を解決し、グローバルな舞台で活躍する人材を育てる」という

グローバルスタディーズ学部の理念に共感する以下のような人物を求める。

１　英語によるコミュニケーション力を向上させる意欲があること

２　現代世界に対する広範な関心を持っていること

３　自ら考え、なにごとにも挑戦し、やり遂げる意志があること

グローバルスタディーズ学部  アドミッションポリシー

【多摩大学アドミッションポリシー】

ど
ん
な
人
に

入
っ
て
き
て
ほ
し
い
か
？

ど
ん
な
入
試
制
度
が
あ
る
か
？

TYPE A　「志」AO入試
 Point1  受験生の可能性を多面的に評価する入試方式です

「志」AO入試とは、学力や知識だけを評価して合否を決める入試と違い、学業以外の成果も合わせて総合的に評価し、選抜する入試方式です。
将来のために本当に力をつけたい、自分をレベルアップさせたいとの強い思いを持っている受験生の皆さん、その思いを「志」AO入試にぶつけてください。

 Point2  誰でもチャレンジしやすい入試です
●流れ ： Webエントリー→志望理由書提出→面談→面談結果（内定の場合）→出願・入学検定料支払い→試験（書類選考のみ）→合格発表
●学力や高校の成績（評定平均値など）の出願資格は設けていません。
●選考のポイントは、志望理由書（事前提出）と面談（20分間）のみです。小論文も筆記試験もありません。
●面談の日は、複数候補日から自由に選べます。
●面談の次の日に面談結果を通知しますので、結果がすぐ分かります。
●内定後に出願するため、無駄な入学検定料を支払う必要はありません。
●特別給費生奨学金制度があります。 基準に達した受験生には 奨学金（最大96万円）を支給します。
●オープンキャンパスやAO入試対策セミナー等のイベントに参加すればじっくり指導を受けることができます。

指定校 Ⅰ 期・ Ⅱ 期
■ 試験内容　： 個別面接10分

公募制 Ⅰ 期・ Ⅱ 期
■ 試験内容　： 個別面接20分

TYPE D　推薦入試
AO方式
■ 試験内容　： 「志」AO入試と同様
■ 事前審査期間 ： 
Ⅰ期 7月1日（金）～8月11日（木）
Ⅱ期 7月23日（土）～10月6日（木）
Ⅲ期 10月1日（土）～12月2日（金）
Ⅳ期 2017年1月10日（火）～3月2日（木）

一般方式
■ 試験内容　： 書類選考
■ 事前審査期間 ： 10月1日（土）～11月30日（水）

TYPE E　留学生入試

本学の一般入試は、同日に6会場で行われる「サテライト型」と、多摩キャンパス・湘南キャンパスが会場の「Ⅰ期」「Ⅱ期」「Ⅲ期」の4回チャンスがあります。

TYPE B　一般入試

 Point1  試験当日に問題を見てから受験する科目を選択！
入試問題はすべての科目が1つの冊子になっているため、試験当日に問題を見てから受験する科目を選択できます。

 Point2  100分間2科目連続試験！
試験時間は100分間。休憩をはさまず連続で2科目の試験を行います。
時間に余裕があれば試験途中に科目を選択することも可能です。

 Point3  試験場が駅近くの6会場！
一般入試サテライト型は新宿、町田、立川、横浜、藤沢、小田原の駅近くが試験会場となります。
一般入試Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ期は多摩大学（多摩キャンパス・湘南キャンパス）が試験会場となります。

「Ⅰ期」「Ⅱ期」「Ⅲ期」の3回のチャンスがあります。

TYPE C　センター試験利用入試

 Point1  センター試験でチャレンジ！
「大学入試センター試験」の成績を利用する入試は、個別学力試験が課されず、センター試験を受験するだけで出願可能です。

 Point2  得意科目2科目で受験！
経営情報学部は、高得点の２科目で合否判定をします。グローバルスタディーズ学部は、英語と高得点の1科目で合否判定をします。

経営情報学部  アドミッションポリシー

ジャックス

※1 変動金利の新規融資利率は毎月見直しとなり、融資実行時点の金利が適用されます。
　　最新の融資利率は楽天銀行ウェブサイトにてご確認ください。

【お問い合わせ先】　楽天銀行カードセンター教育ローン
平日 9:00～20:30 土日 10:00～17:30
専用ダイヤル 0120-61-6910（フリーダイヤル）
※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。　※お電話によるお申込受付は行っておりません。

ホームページ http://www.rakuten-bank.co.jp/loan/cardloan/education/

ラ  ク  テ  ン
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オープンキャンパスを有効に活用し、
あなたに合った方法で受験してください！入試イベントカレンダー

入試方式
募集人数

経営
情報

グローバル
スタディーズ

｢志｣AO入試

Ⅰ期

 

90

 

33

Ⅱ期

Ⅲ期

Ⅳ期A

Ⅳ期B

推薦入試

指定校Ⅰ期
80 30

指定校Ⅱ期

公募制Ⅰ期 3 2

公募制Ⅱ期 2 2

　　　　　

一般入試

サテライト型 35 20

Ⅰ期 20 15

Ⅱ期 15 10

Ⅲ期 15 8

センター試験利用入試

Ⅰ期 30 15

Ⅱ期 10 5

Ⅲ期 5 3

留学生入試・社会人入試・編入学入試・
帰国生入試（グローバルスタディーズ学部のみ）

オープンキャンパス

 

 ■2学部共通開催

 ■経営情報学部開催

 ■グローバルスタディーズ学部開催

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　

5〜7月 11月 3月9月 1月8月 12月10月 2月

出願期間 試験日 合格発表 入学手続

一次 2/7～2/20
二次 2/21～3/3

5 木 ～ 13 金 7
火

詳細は各学部の入試課までお問い合わせください。詳細は各学部の入試課までお問い合わせください。

6/19 日 13：00～16：00

25 日 13：00～16：0028 日 11：00～16：00 27 日 13：00～16：007/24 日 11：00～16：00

7 日 11：00～16：007/10 日 11：00～16：00

2/24

～

3/3
1/5 木 ～ 2/15 水 24

金

2/16 木 ～ 3/2 木 15
水

2 火 ～ 22 月
一次　8/30～9/9
二次　9/10～10/14

30
火

26
金

一次10/26～11/11
二次11/12～11/25

    9/12 月 ～  　10/18 火　 26
水

21
金

11/24～12/9
10/21 金 ～ 
11/15 火

24
木

20
日

12/14～12/23
11/21 月 ～

12/6 火
14
水

11
日

11/24～12/9
10/21 金 ～ 
11/15 火

24
木

20
日

12/14～12/23
11/21 月 ～

12/6 火
14
水

11
日

一次12/20

～

12/26

二次1/4

～

1/18
11/7 月 ～ 12/13 火 20

火
16
金

2/24 ～ 3/31/5 木 ～ 2/19 日 24
金

22
水

3/15 ～ 3/23

3/15 ～ 3/23

3/15 ～ 3/23

2/20 月 ～ 
3/10 金

15
水

14
火

一次 2/7～2/13
二次 2/21～2/24

5 木 ～ 17 火 7
火

21
土

22
日

一次 2/7～2/20
二次 2/21～3/3

5 木 ～ 24 火 7
火

1
水

2/24

～

3/3
1/5 木 ～ 2/15 水 24

金
20
月

2/16 木 ～ 3/2 木 15
水

9
木

12 土 ／ 13 日
SGS festa 同時開催

まずは、全体のスケジュールを把握しよう。オープンキャンパスや学園祭は、大学の雰囲気はもちろん施設や最新情報など多摩大学がグッと
身近に感じられるイベント。ぜひご参加を！　また、多摩大学入学の熱意と意欲は誰にも負けないキミは、ＡＯ入試でアピールしてみよう！

オープンキャンパスは絶対に個
別相談がオススメ。あれほど親
身になって私一人に向き合って
もらえるなんて、正直思っていま
せんでした！

志望理由書の講義（オープン
キャンパスにて）にとどまらず、
メール添削までしていただきま
した。添削を通じて、将来のこと
を深刻ではなく真剣に考えるよ
うになりました♪

一般入試・センター利用入試は、
意外と特典が多く、受験しやす
かったです。

5/29 日 13：00～16：00 30 日 13：00～16：00

12 土 ／ 13 日
多摩祭 同時開催
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アジア・ユーラシア
ダイナミズム

社会の問題の解決

手づくり教育

「アジア・ユーラシアダイナミズム」という、
パラダイム転換の時代を創造する高い志を持とう。

「志」とは、仕事を通じて社会の役に立ちたいという気持ちです。多摩大学では、国
際性、学際性、実際性の3つの基本理念のもと、実社会に活かすことのできる力を
備え、問題解決の最前線に立つ、志人材（人物）を育成します。

建学の精神

「
志
」を
持
っ
て

問
題
解
決
に
貢
献

で
き
る
人
材
へ

国際性

学際性

既存の社会や価値に縛られない
グローバル社会の一員として
積極的な役割を果たせる力を養います。

限られた視点にとらわれない
専門分野に偏りすぎず
広い視野で考える力を養います。

理論を知るだけで満足しない
大学という枠に閉じこもらず、
社会的な視点で行動する力を養います。

実際性

現
代
の

志

塾

寺島 実郎
多摩大学学長
1947年北海道生まれ。早稲田大学大学院政治学研究科修士課程修了後、三井
物産入社。米国三井物産ワシントン事務所長、三井物産常務執行役員、早稲田大
学大学院アジア太平洋研究科教授等を歴任し、現在、文部科学省  日中韓大学間
交流・連携推進会議委員、同省 グローバル人材育成推進事業プログラム委員会委
員、同省 大学の国際化のためのネットワーク形成推進事業プログラム委員会委員、
経済産業省 資源エネルギー庁総合資源エネルギー調査会総合部会委員、国土
交通省 首都圏広域地方計画有識者懇談会委員等兼任。1994年石橋湛山賞受
賞。2010年4月早稲田大学名誉博士学位。
主な著書は、『二十世紀と格闘した先人たち― 一九〇〇年　アジア・アメリカの興
隆』（新潮社）、『新・観光立国論― モノづくり国家を超えて』（ＮＨＫ出版）、『（寺島実
郎監修）全47都道府県幸福度ランキング2014年版』（東洋経済新報社）、『何のた
めに働くのか― 自分を創る生き方」（文春新書）、他多数。また、『寺島実郎の未来
先見塾～時代認識の副読本』（BS11毎週金曜日22：00～22：54）に出演中。

「現代の志塾」、これが多摩大学の教育理念です。開学以来の伝

統である“実学”を“ゼミ力の多摩大”として多彩な教授陣が少人数

を手づくり感で育てます。また、アクティブ・ラーニングにより、実践性

の高い多摩グローカル人材をを輩出するべく、一人ひとりの個性を

活かし「社会人として生き抜く知力」を身につけさせて世の中に送り

出します。そのために教職員一丸となり、手づくり感で真剣に人を育

てています。アジアダイナミズム時代、また現在あらゆる業界で必須

となるビックデータ解析の時代に胸を張って社会に出ていく、多くの

若い人たちに多摩大学は、門を開いています。

基
本
理
念

教
育
理
念

資格を取得して将来の可能性を広げよう

多角的な視点から、世界を見てみよう

たとえば
こんな資格

!

高等学校教諭
一種免許課程

経営情報学部では高等学校
一種免許の｢情報｣に加え、希
望する学生は「数学」が取得可
能です。また、グローバルスタ
ディーズ学部では同じく｢英
語｣が取得できます。

中学校教諭
一種免許課程

グローバルスタディーズ学部
では平成27年より、中学校一
種免許の「英語」が取得できる
ようになりました。

ITパスポート
ITに関する基礎的な知識が証
明できる国家試験です。2009
年の開始から累計応募者が50
万人を超え、企業では社員の
人材育成に幅広く活用されて
いる資格のひとつです。

資格取得サポート

留学サポート

□ TOEIC®
□ 簿記検定 
□ カラーデザイン検定 
□ 公務員 
□ 基本情報技術者
□ MOS（Microsoft Office Specialist） 
□ 医療事務

公認会計士／税理士／簿記／建設業経理士／米国公認会計士／ＢＡＴＩＣ・英文会計／司法書
士／社会保険労務士／行政書士／宅地建物取引主任者／マンション管理士／管理業務主任
者／ビジネス実務法務検定／中小企業診断士／ファイナンシャルプランナー／旅行業務取
扱管理者／実務力養成シリーズ／公会計／日本語教師／基本情報技術者／応用情報技術
者／情報セキュリティスペシャリスト／ネットワークスペシャリスト／データベーススペシャリ
スト／MOS Word／MOS Excel／医療事務／介護福祉士／介護職員初任者研修／チャイ
ルドマインダー／社会福祉士／公務員（事務系）／公務員（警察官・消防官）／ネイル技能検
定／色彩検定／カラーデザイン検定／フードコーディネーター／ブライダルプランナー／語
彙・読解力検定（受検料補助）

他にも
こんな
資格が
取れる

｢資格の大原｣
｢ヒューマンアカデミー｣

と提携しているので
受講料が割引に！

★ は海外協定校

豊富な
海外

プログラム

【長期プログラム】
★  淑明女子大学（韓国）  ★  東明大学（韓国）  ★  東国大学校慶州キャンパス

（韓国）  ★  開南大学（台湾）  ★  広東財経大学（中国）  ★  漢陽大学（韓国）
★  天津財経大学（中国）　★  新疆財経大学（中国）　★  ユーシーオーラバル
(UCO(UNIVRESITE CATHOLIQUE DE  L'OUEST) Laval)（フランス）　
★  エイジアESIEA(Ecole Supérieure d'Informatique, Electronique et 
Automatique)（フランス）　★  レイクランド大学（アメリカ）　★  アルゴマ大学

（カナダ）　★  ウィニペグ大学（カナダ）　★  ナンヤンポリテクニック（シンガポー
ル）　★  マカオ大学（マカオ）　★  国立曁南国際大学（台湾）　★  テイラーズ大学

（マレーシア）　★  ビヌス大学（インドネシア）  

【短期プログラム】 ※2016年度実施予定
★ アジアサイエンスパーク協会（韓国）／1週間〜　★ 漢陽大学（韓国）／3週間
★ 淑明女子大学（韓国）／3週間　★ 開南大学（台湾）／3週間　★ 広東財経大
学／1週間　・ サンパシフィックカレッジ（オーストラリア）／1週間〜　★ ロイヤル
メルボルン工科大学（オーストラリア）／5週間　 ・ クライストチャーチ工科大学

（ニュージーランド）／4週間 ・ UCLA（アメリカ）／3〜4週間　 ・ ハワイ大学マ
ノア校（アメリカ）／3週間　 ・ バンクーバーアイランド大学（カナダ）／4週間　 ・ 
ビクトリア大学（カナダ）／4週間　 ・ シェフィールド大学（イギリス）／4週間　★ ナ
ンヤンポリテクニック（シンガポール）におけるホスピタリティを学ぶプログラム／2
週間　 ・ アジアダイナミズム済州島／4日間

肌で感じた
ダイナミックなパワーを
今度は世界のために
生かしたい

3年生の4月から１年間、シンガポールのナンヤンポリテクニックに留学してきま
した。高校時代をカナダで過ごし、ある程度は英語について学んできましたが、
ビジネスに生かせる英語をもっと身につけたいと考えたからです。現地では地元
学生との激しいディスカッションやプレゼン、グループプロジェクトを通して、とく
に企業における人材活用などを中心に履修してきました。さまざまな人種が集ま
るシンガポールならではのダイナミックなパワーを体験してきました。この留学
で感じたこと、学んできたことを踏まえ、将来は、たくさんの人と関わりながら世
界を結びつけるような仕事に就きたいと思っています。

大城 央
グローバルスタディーズ学部 ４年 ／ 
Lockeport Regional High School カナダ 出身

留学体験者からのメッセージ

セブ島で
過ごした2週間は
成長を実感できる
貴重な体験でした

多摩大学では海外研修プログラムが充実しています。私も３年生の夏休みにセ
ブ島で実施される短期語学研修に参加しました。行ったことのない世界で日本で
はできない体験をしようと思ったからです。研修は60分の英語の授業を1日6コ
マ。しかも宿題もあって、まさに英語漬けの毎日でした。初めのうちは先生の話す
ことも理解できず、そのことを伝えることもできませんでした。でもこのままでは
いけないと、思いきって「I don’t know」と言ったところ、先生もゆっくりと教えて
くれるようになり、気持ちも楽になりました。今回の研修で英語力を身につけたこ
と以上に自分の意見をはっきりと伝える自信を身につけることができました。次
回は長期の留学にも挑戦したいですね。

及川 美穂
経営情報学部 ４年 ／ 神奈川県立新城高等学校出身

社会調査士
｢調査の専門家｣として世論や
マーケット動向を読み解くのが
社会調査士です。データを正しく
収集・分析し活用することができ
るスキルは社会の幅広いフィー
ルドで活かすことができます。
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“志”の実現に向けて
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キャンパス紹介／アクセスマップ

テニスコート
A棟

B棟

C棟

サークル棟

D棟

講  堂

カフェテリア

テニスコート

体育館

中　庭

多摩キャンパス

湘南キャンパス

優れた造形にゆったりとしたスペース。
学習に集中できる環境が整った
広大なキャンパスです。

閑静な住宅地にたたずむスタイリッシュな校舎。
充実した施設を活用できる
コンパクトなキャンパスです。

多摩大生の食堂「Felicaフェリカ」。校舎
の4階に位置し多摩大学で一番見晴らし
がいい。カフェテリア形式でメニューも豊
富でリーズナブル。

授業の予習復習や、クラスメイトとの打
合せに使われるスペース。備え付けの大
画面プラズマTVではCNNなどが流れ、
海外メディア番組を常時視聴できます。

三面ガラス張りで開放的な空間。カリ
キュラムに基づく学習や研究活動に必要
な資料や情報にもアクセスできます。

学習・研究活動の支援を目的として学術
情報を収集。また、インターネットを通じ
て世界の情報にアクセスする等のサービ
スも行っています。

授業の全体発表会、公開講座などに
使われる大教室。社会人になり、プレゼ
ンテーションする際の臨場感も味わえ
ます。

多摩大学25周年を記念して、建設。学生
アメニティ・地域活性化活動・情報発信の
拠点として利用されています。

学生も教職員もここでランチを楽しむ
みんなのホッとする場所。英語と日本語
が飛び交うグローバルな空間でもあり
ます。

メイクできるスペースやシャワールーム、
ウォシュレットタイプのトイレなど、明るく
ゆったりできるスペースを用意。

学生同士のちょっとした談話や先生との
お話ができます。　　

※多摩キャンパス近辺に地域学習センター（学生寮）があります♪

キャンパス内にテニスコートが2面ありま
す。サークルで使用されることが多いで
すが、空いていれば誰でも使用すること
ができます。
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JR山手線
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徒歩徒歩

西国分寺 吉祥寺

調布

府中
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桜ヶ丘

湘南
キャンパス
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キャンパス

多摩
キャンパス
多摩

キャンパス
九段

サテライト
九段

サテライト

品川
サテライト
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28分
新宿
50分

58分
横浜
31分

29分
渋谷
47分

18分
立川
52分

21分
八王子
43分

23分
明大前
42分

00分
多摩
00分

聖蹟桜ヶ丘駅
または永山駅までの所要時間

湘南台駅までの所要時間
10分
橋本
39分

43分
藤沢
7分

29分
大和
6分

52分
川崎
28分

東京メトロ
半蔵門線

※授業期間中はスクールバスを運行（無料）。運行状況はお問い合わせください。

↑至 新宿

至 新宿→

←至
    唐木田

←至 橋本

←至
    八王子 京王線京王線

京王相模原線京王相模原線
小田急多摩線小田急多摩線

多摩市役所●

多摩川

●京王百貨店

●グリナード永山 ●多摩東公園

バス停
「多摩大学」

聖ヶ丘中学校●

桜ヶ丘 CC
●

米軍
多摩G

●

都立桜ヶ丘公園

聖ヶ丘小学校
●

多摩東公園

●いろは坂桜公園

バスルート

バスルート

大栗川

多摩
キャンパス
多摩

キャンパス

聖蹟桜ヶ丘駅聖蹟桜ヶ丘駅

永山駅永山駅

乞田新大橋 永山橋

多摩消防署

多摩馬引沢橋

熊野橋

新大栗橋

連光寺

聖ケ丘4丁目

聖ケ丘
1丁目

聖ケ丘
2丁目

■ 多摩キャンパス 
    経営情報学部・大学院

〒206-0022
東京都多摩市聖ヶ丘4-1-1
TEL 042-337-1111（代）　
FAX 042-337-7100
◎ 京王線・小田急線「永山」駅　バス乗り場 2番
　 聖蹟桜ヶ丘駅行［桜06］／聖ヶ丘団地行［永34］（10分）→「多摩大学」下車

◎ 京王線「聖蹟桜ヶ丘」駅　バス乗り場 12番
　 永山駅行［桜06］（12分）→「多摩大学」下車

●
マクドナルド

●
クリエイト ●

ダイソー

●フジミ

ローソン●
消防署前

湘南台2丁目
湘南台3丁目円行新橋

不動前

徒歩ルート湘南台
駅西口

カメラのキタムラ●

はま寿司●
ミニストップ●
ビッグボーイ●

↑至 町田

↓至 藤沢

●ダイエー

●コインランドリー

●円行公園

●亀井神社

川
地
引

●六会中学校

●六会小学校

●湘南台
　ゴルフパーク

●
フレッサイン
湘南台

相鉄線相鉄線
市営地下鉄市営地下鉄

線
島
ノ
江
急
田
小

線
島
ノ
江
急
田
小

駅
前
大
日
会
六

駅
前
大
日
会
六

湘南台駅湘南台駅

湘南
キャンパス
湘南

キャンパス

■ 湘南キャンパス 
    グローバルスタディーズ学部

〒252-0805
神奈川県
藤沢市円行802番地
TEL 0466-82-4141（代）　
FAX 0466-82-5070
◎ 小田急江ノ島線・相模鉄道いずみ野線・横浜市営地下鉄
　 「湘南台」駅下車、徒歩12分

◎ 小田急江ノ島線「六会日大前」駅下車、徒歩12分

九段サテライト インターゼミ（学部・大学院） 多摩大学小豆島セミナーハウス
102-0073 
東京都千代田区九段北1-9-17
TEL 03-3264-1851 
※不在時はTEL.042-337-7300（学長室）

761-4101 
香川県小豆郡土庄町甲2401-13

品川サテライト 大学院

〒108-0075 
東京都港区港南2-14-14
品川インターシティフロント5階
TEL 03-5769-4170

◎お車でお越しの方へ
　カーナビをご利用の際は 「聖ヶ丘高等学校」 とご入力ください。

③図書館④Ｔ‐Studio

①ラウンジ

⑤食　堂 ②パウダールーム

1 5

4

3 2

①図書館

④ホール③カフェテリア ⑤テニスコート②アゴラ

1

5

4

3
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