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Your Growth  story begins

多摩大学のオープンキャンパスでみなさんの第一歩が始まる・・・

キミが、未来にワクワクで きる学びがきっとある！

決め手は 「オープンキャンパス」 ～オープンキャンパスに参加した先輩の声

将来の夢はファッションブランドの立ち上げです。それを叶えるためには経営をしっかり学びたいと思ってい
ました。そのことを塾の先生に相談したところ、勧められたのが多摩大学のオープンキャンパスでした。実際
に参加してみて感じたのは、先生も先輩方もとても親切で生き生きしていたということ。私の質問にも一つ
ひとつわかりやすく答えてくれたほか、将来の夢を実現するにはどの授業を履修した方がいいかというアド
バイスまでいただきました。マーケティングや外国語の授業がとても楽しみで、他にもいろいろキャンパスラ
イフを楽しんでいこうと思っています。キャンパスライフがいまから待ち遠しいです。

オープンキャンパスで一足早く大学生活を体験。
疑問にも一つひとつ丁寧に説明してもらえる

5/28  SUN　   6/18  SUN　   7/16  SUN　　    7/30  SUN

8/ 6  SUN　   8/27 SUN　   9/24  SUN　   10/29  SUN

11/ 4  SAT 5  SUN　学園祭（湘南キャンパス）同日開催

11/11  SAT 12 SUN　学園祭(多摩キャンパス)同日開催

11/26  SUN 

自分は将来、何をしたいんだろう？ 私に向いている分野は？ 漠然と将来に不安がある・・・
多摩大学には、みなさんと同じような悩みを持ちながら入学し、自分の可能性と出会い、成長 を続けている先輩がいます。
オープンキャンパスで、直接先輩と話をして、多摩大学でのキャンパスライフを想像してみま  せんか。

本パンフレットでも、先輩の成長ストーリーを紹介しています。 詳しくは次のページをチェック！

将来、空港やホテルに勤め、多様な人々と交流をもちながらグローバルに活躍したいと思い、多摩大学を志
望しました。オープンキャンパスには4回参加。全てを通して印象的だったのが、先生との距離の近さです。
模擬授業は少人数で行われ、自然と勉強へのモチベーションが高まりました。AO入試の志望理由書を作成
することが悩みでしたが、対策講座では丁寧に指導していただき、アピールポイントを明確にすることができ
ました。何よりうれしかったのは、先生がすぐに名前を覚えてくださったこと。一人ひとりの学生への目配りが
行き届いていることを実感しました。

先生との距離の近さがモチベーションにつながる。
少人数の模擬授業には、学びの魅力が詰まっている

佐々木 ひろか
グローバルスタディーズ学部 1年
神奈川県立有馬高等学校出身

竹貫 愛奈
経営情報学部 1年
佼成学園女子高等学校出身

事前予約者には図書カード500円分プレゼント、
高校3年生なら友達と一緒に事前予約すれば
LINEまたはiTunesプリペイドカード1,000円分プレゼント

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 ！

予 約 特 典

参加予約はこちらから
http://www.tama.ac.jp/
admission/go/opencampus/



入学当時の私は目標を持っていなかったこともあって、毎日をダラダラと過ごしていまし
た。しかし、あるとき、授業を履修していた先生から「それでいいのか！」と喝を入れられ、
初めて「どうにかしないといけない」という危機感を感じました。多摩大学は先生と学生と
の距離が近いのでお互いに本音で言い合えるところが素晴らしいですね。もしこの厳し
い一言がなかったら、大学での4年間を惰性で過ごしていたかもしれません。

決意はしたものの、高校まで野球しかやってこなかった私は、何をすればいいのかがわか
りませんでした。そこでまずは語学を身につけるためにフィリピンでの語学留学に参加。
この留学を通して、今度は「英語で何かを学びたい」という気持ちが高まっていったので
す。そのことを別の先生に相談したところ、グローバルスタディーズ学部の交換留学プ
ログラムを紹介していただきました。アメリカ・ジョージア州での1年間の留学ではマー
ケティングや国際経営を学び、さらにはニューヨークでの海外インターンシップにも参加
したことで、国際経験を活かした仕事をしたいという明確な目標が見えてきました。帰国
後の就職活動では業種は絞らず、海外で活躍できる仕事を中心に活動し、最終的に日本
航空から内定をいただくことができました。

最近は、「ガラスの天井」という将来の希望に限界を感じながら過ごしている大学生が多
いと思います。しかし多摩大学では、やる気さえあれば、先生や学校が全面的にバック
アップしてくれます。自分のやり方で突破口を見つけていくことが大切だと思います。自
分の可能性を広げてくれるのが多摩大学です。

やる気さえあれば、大学が全面的にバックアップ
自分のやり方次第で可能性が広がることを実感

米倉 聡之介
日本航空株式会社勤務
経営情報学部 2017年3月卒業 ／ 明星学園高等学校出身

多摩大学の魅力は、「人」の一言に集約できるかもしれません。先生や職員の方との距離
が近く、常に学生を受け入れるスタンスでいてくれるため、授業の内容だけでなく、将来
の悩みやTOEIC®の対策方法まで気軽に相談できました。そうするうちに次々と人脈が
広がり、人生の先輩から貴重なアドバイスがもらえます。少人数クラスなので、ちゃんと
名前と顔を覚えてもらえることもあり、自然と大学に愛着が湧くようになります。

また、海外志向の学生が多いことも特長のひとつ。将来グローバルに活躍したいと考え、
世界に向けてアンテナを張っている友人の存在は、良い刺激になりました。留学生や帰国
子女も多く、食堂や学生ラウンジでは英語が飛び交います。入学当初は、国際関係の勉強
をしたい、という漠然とした目標でしたが、キャビンアテンダントを目指して真剣に努力
する友人の姿に影響を受け、いつしか自分も同じ道を志すようになりました。その友人とは、
「エアライン講座」という、キャビンアテンダントやグランドスタッフを目指す学生に向けた
講座の中で、互いにモチベーションを高め合いながら厳しく切磋琢磨できたと思います。

エアライン講座を含め、就職支援の手厚さには大変感謝しています。キャリア支援課の
皆さんは、学生一人ひとりの特徴や思いを把握し、個人面談や面接練習、履歴書の添削
など、何度でも対応してくださいました。おかげで、無事スターフライヤーに就職を決め
ることができました。将来の目標は、キャビンアテンダントとして着実にキャリアを積み、
ステップアップしていくこと。多摩大学が導いてくれた夢への第一歩を、着実に次の一歩
へとつなげていきたいと思います。

少人数だから「人」が活きる、愛着が湧く
真剣な友人や親身な教職員が成長を促してくれた

横須賀 有茉
株式会社スターフライヤー勤務
グローバルスタディーズ学部 2017年3月卒業 ／ 神奈川県立大和西高等学校出身
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My Growth Story

アクティブ・ラーニングで
 社会への確かな一歩を踏み出す
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My
Growth
Story
内定を勝ち取り、
社会への一歩を踏み出した
先輩の成長ストーリー



My Growth Story
経営情報学部で学んだ先輩の成長ストーリー

1年次から始まるゼミで、人前でも臆せず、
自分の意見を伝える力が身につきました。

2年次に参加したシンガポールへの短期留学。
シンガポールの象徴であるマーライオンの前で。

世界のさまざまな文化に興味をもち、個人でもツアーに参加しました。
イタリアミラノのドュオモでの1枚。

「グローバル社会の一員として積極的な役割を果たす人材を育成

する」という教育目標を達成するため、国際交流センターを設置し、

海外研修・留学プログラムの支援を行っています。1学期～1年間

の長期留学や海外インターンシッププログラムだけではなく、5日

程度のスタディ・アブロードプログラムや夏休みや春休みを利用し

た短期留学プログラムも実施。単位も、原則として授与されます。

成 長 して 社 会 へ及川 美穂
野村證券株式会社勤務
経営情報学部 2017年3月卒業
神奈川県立新城高等学校出身

成 長 して 社 会 へ大倉 悠
岡三証券株式会社勤務
経営情報学部 2017年3月卒業
横浜創学館高等学校出身

入学した当初は漠然と税理士を目指していま

した。そして簿記資格取得のための授業を受

け、3年次には2級資格を取得。それだけでは

なく、広く経営全般や、専門的な財務分析な

どの科目も履修し、将来に備えていきました。

しかし学び続けると同時に、社会の広さを実

感。少しずつ別の分野にも自分の能力を試し

たいと考え始めました。

清松先生のゼミは女子学生も多く、金融の知

識や財務分析といった学びも面白かったです

が、先生の会計事務所の方々による講義と、

その後の飲み会がとても有意義でした。社会

人に直接、仕事の楽しさや難しさを聞き、徐々

に自分の将来像を描いていきました。また、毎

年アジアからの学生が留学してゼミに参加し

たので、グローバルな視点も身につきました。

ゼミに入った2年次から新聞を毎日読むよう

にしていたため、就活がスタートしても慌てま

せんでした。ですが、就職はゴールではなくス

タートだということを、活動を通して実感した

ので、競争のある証券会社を選択しました。先

生からは、3年後や5年後を見すえて、荒波に

揉まれたほうが強くなるというアドバイスを

いただきました。頑張ります！

▶ 入学当時の私 ▶ 志を持って学んだ毎日▶ 私を変えた出会い
資格取得に直結する授業で
将来への基礎を固める

金融系のゼミに参加、
アジアの学生たちとも交流

自分を振り返りながら
新しい未来を選択

1年次のプレゼミから、人前で発表する機会

が設けられていました。さらに英語などの授

業でもプレゼンをすることが多く、自分の意

見を伝えることに自信がつきました。2年次か

らのゼミでは、実際の企業の財務諸表を分

析。実学を通して入学時からの“金融関係の

仕事に就く”という志を実現することができま

した。

2年次にスタディ・アブロードプログラムを使っ

てシンガポールへ短期留学してきました。短い

日程なのに、自分の語学力のなさに唖然とし

ました。奮起して3年次の夏休みにセブ島で実

施された短期語学研修に参加。現地での授業

はマンツーマンで行われ、まさに英語漬けの

日々でした。ハードな研修ではありましたが、

その甲斐あって英語力に自信がつきました。

ゼミの先生の紹介で証券会社でのインター

ンシップに参加しました。グループワークでは

実際の企業を分析。ゼミでも実践している財

務諸表分析などを通して業績などを予想し発

表してきました。このインターンシップがきっ

かけで証券会社への興味が高まり、キャリア

支援課のサポートもあって野村證券に入るこ

とができました。

▶ 入学当時の私 ▶ 志を持って学んだ毎日▶ 私を変えた出会い
自分の意見を伝えることに
自信が持てる

海外研修制度を活用して
語学力を磨く

さまざまなバックアップで
夢を実現する

多摩大のゼミだから
ビジネスに必要なスキルが
身につくことが
実感できた

少人数だから
グローバルに挑戦できる
チャンスとサポートが
いっぱい

経営情報学部では、ビジネスの実務経験が豊富な教員が、学生一人

ひとりの興味や関心に合わせてゼミを運営しています。少人数だから

こそ可能な討論や発表は、学生自身が持つ潜在能力を十分に引き出

し、新たな可能性と問題解決能力を高めていきます。自らが志望す

る、就職という最初の関門を突破する力だけでなく、将来の生き方に

つながる「志」をも培います。

留学したゼミ生を追いかけてセブ島へ。
短期留学ではなく遊学と感じてしまうぐらい楽しかったです。

台湾の留学生との北海道旅行。ゼミ活動の延長です。
雪に驚いていました。

社会人との交流は就職活動には役立ちました。
食事会で教えていただいたことが、たくさんあります。
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少人数のアクティブ・ラーニング、ゼミを通じて
就活に勝てる力が身につく！
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Story 1

Story 2



多摩大学を知ったきっかけは、高校の先生から

面倒見のいい大学だと勧められたからです。

オープンキャンパスでは、先生が一人ひとりに

丁寧に説明してくれ、模擬授業もほかの大学と

の違いを感じました。大学の授業というと先生

の講義を学生が一方的に聞いているイメージ

でしたが、多摩大学では先生と学生がお互い

に意見を交わしていたのが印象的でした。

マンモス大学ではないので、学生同士の仲が良

いです。授業も少人数制で行われるので先生と

の関係もとても近く感じます。印象的な授業は

心理学のゼミ。普段の授業はもちろん、長野で

行われたゼミ合宿ではトランプのポーカーの駆

け引きを通してビジネスに必要な心理学の実

験を行うなど、座学だけではわからない、遊びを

取り入れた講義はとても興味深いものでした。

将来は、演技の仕事を目指しています。ボイス

レッスンや雑誌モデルの仕事をしています。

授業と両立できるところも多摩大学の魅力。ゼ

ミや授業で親しくなった先生にもこの夢を相談

して、アドバイスをいただいています。企業へ

の就職でなくても、将来のことについて、相談

することができ、感動しました。多摩大学で学

んだことは演技の世界でも役立つと思います。

将来はカフェを経営したいと考えていたことも

あり、経営を学べる大学を中心に探していまし

た。多摩大学のＡＯ入試対策セミナーに参加し

たとき、先生が1対1で説明をしてくれたことに

驚きました。入学前のセミナーでも、さまざま

な相談にのってくれたことをうれしく思いまし

た。コンパクトで居心地の良いキャンパスの雰

囲気も気に入り、入学することに決めました。

入学してみると、授業もとても魅力的でした。英

語の授業は、すべてが英語で行われ、少人数の

グループで英語での発表の機会があり、英語

力が向上します。参加したプレゼミでは留学生

との交流が多く、海外への興味も広がりました。

2年次からは心理学のゼミで、夢であるカフェ

の開業にあたり、居心地の良い空間づくりを、

心理学の観点からも考えたいと思っています。

サークルは「ことタマ」に参加。イベントの開

催やキャンパス情報の発信を通して多摩大学

をもっと盛り上げていこうという団体です。自

分でやりたい企画をどうやったら実現してい

くことできるかを考えていくプロセスも学べ

ています。私は、高校生がもっと希望を持って

入学できるようになるためのイベントを企画

中です。

オープンキャンパスが入学の決め手でした。
先生と学生がお互いに意見を交わし合う模擬授業に刺激を受けました。

学生同士の仲が良く、安心して学べる環境があります。
かけがえのない友人ができました。

目指す演技の道に向かって邁進中！
異分野の専門家である先生たちから学ぶことはたくさんあります。

My Growth Story

現 在 、成 長 中！廣野 樹梨
経営情報学部2年
立川女子高等学校出身

現 在 、成 長 中！岸 遼太郎
経営情報学部3年
神奈川県立麻生総合高等学校出身
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先生と学生の距離が近い！
安心できるアクティブな環境が自分の背中を押し  てくれる！
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経営情報学部で学ぶ先輩の成長ストーリー

▶ 入学前の私 ▶ 志を持って学ぶ毎日▶ 入学後の私
面倒見のいい大学ということを
オープンキャンパスで実感

大学なのに皆
顔なじみになれる雰囲気

夢を実現するために
全力でバックアップしてくれる

どんな夢でも相談できる環境が
自分のやりたいことを気づかせてくれる

志を持っている人も持っていない人も、
必ず自分の進む道が見えてくる

▶ 入学前の私 ▶ 志を持って学ぶ毎日▶ 入学後の私

Story 3

Story 4

AOセミナーに参加して先生方の親切さにびっくりしました。
遅めの進路選択ではあったものの、運命を感じました。

チャンスが多い！
みんなが知り合いという環境で、満足した日々を送っています。

職員の高部さん主催の『ことタマ』メンバーになれたことで、イベント企画や
プレゼンの経験を積み、さらにかけがえのない仲間と出会えました。

自分から動いていくことで
夢はどんどん広がっていく

親身になって相談にのってくれる
ＡＯセミナーに驚き

先生と学生の
距離の近さを実感



My Growth Story
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グローバルスタディーズ学部で学んだ先輩の成長ストーリー

ボランティアサークル「ザイオンズ・クラブ」の活動で、
インドネシアの住居建築に協力。

台湾でのサマーキャンプ。
台湾の子どもたちに日本語や日本文化を教えました。

長期台湾留学でのカラオケ大会。
アメリカ、韓国、モンゴルなど8カ国の学生が参加。

グローバルにアクティブに学ぶことで
興味の幅が広がり、英語＋αが身につく

成 長 して 社 会 へ柏木 英夫
株式会社ゆりかもめ勤務
グローバルスタディーズ学部 2017年3月卒業
横浜隼人高等学校出身

成 長 して 社 会 へ上原 実咲
スカイマーク株式会社勤務
グローバルスタディーズ学部 2017年3月卒業
神奈川県立橋本高等学校出身

もともと英語は得意でしたが、レベルの高い

授業に入学当初は自信を失いそうになりまし

た。しかし、日々地道に勉強を重ねたことで、

TOEIC®のスコアは最終的に400点アップ。

授業で視聴を勧められたTEDという海外の

プレゼンテーション番組を、字幕無しで少しず

つ理解できるようになり、日々の努力が大き

な自信につながることを実感しました。

航空業界に漠然とした憧れがあり、張先生の

「ホスピタリティ」を受講しました。先生の凜と

した佇まいや、徹底した接客マナー、おもてな

しの心に圧倒され、キャビンアテンダントにな

りたいという思いが強まりました。また、「観光

」の授業では、国ごとに観光に対するニーズ

が異なることを知り、価値観の多様性を学ぶ

良い機会となりました。

多摩大学は手厚いキャリア教育が特徴のひとつ。

1年次の「キャリア形成論」の授業では、航空業界

への就職は中途半端な気持ちでは実現しない、

と教わりました。それがきっかけとなり、徹底的に

目標に向き合うことを決意。授業の最後には

「キャビンアテンダントになります！」と宣言しま

した。当時の決意があったから、努力を継続す

ることができ、夢が叶ったのだと思います。

▶ 入学当時の私 ▶ 志を持って学んだ毎日▶ 私を変えた出会い

日々の積み重ねが
成果につながるよろこび

おもてなしの心を磨き
多様な価値観を学ぶ

キャリア教育の授業で
思い切って目標を宣言！

高校時代は英語が苦手だったため、入学当初

は戸惑いました。1年次は読む・書く・話すの基

礎固め、2年次ではビジネス英語を修得。この

段階的な学習プログラムのおかげで、次第に

英語に没頭していきました。カナダへの短期

留学や、台湾のサマーキャンプを通じて、異文

化体験に対して積極的に参加するようになり

ました。

ゼミで観光学と出会ったことは、大きな転機で

した。フィールドワークでは、藤沢市観光協会

からの依頼を受け、外国人観光客にアンケー

ト調査を実施。そしてその調査結果を学会で

発表する貴重な機会もいただきました。他に

も藤沢市のインバウンドプロジェクトにも参

加するなど、ゼミの活動を通じて将来は観光

業界で活躍したいという思いが生まれました。

就職活動は、最終的には鉄道業界に絞って行

いました。観光業界と密接に関連し、ホテルや

レジャー、不動産など、さまざまな切り口から

地域活性化に貢献している点に惹かれたので

す。キャリア支援課の相談員の方々に、ビジネ

スマナーや身だしなみからはじまり、模擬面

接まで丁寧に指導していただいたおかげで、

自信を持って挑むことができました。

▶ 入学当時の私 ▶ 志を持って学んだ毎日▶ 私を変えた出会い

苦手だった英語に
一転してのめり込む日々に

ゼミを通して
観光学への興味に目覚める

地域活性化への貢献が
就職活動の軸となる

「多様な視点」が
身につく専門教育
一口に「観光」と言っても国によって特徴があります。例えば、日本

人の場合は名所旧跡を訪れ、じっくり歴史を学びたいという傾向が

ありますが、中国人はさまざまな場所を訪れ、買い物も楽しみたい

という考えが強い傾向。観光プランや接客マナーも、各国の違い

に応じて工夫することが大切です。「観光」や「ホスピタリティ」の専

門教育を通して、多様な価値観を理解する力が鍛えられます。

大学のプログラムを利用し、カナダ・ビクトリア大学へ短期留学をしました。
担当の先生と！

バドミントンサークルのメンバーと。
毎年末にはOG・OBの方が参加し、盛り上がります。

キャリアサポーターズ！
自分の就活経験を後輩のサポートに活かせることがうれしいです。

「グローカル力」が
身につくゼミ
グローバルな視野をもちながら、ローカルの問題解決に貢献する

こと。それが多摩大学の「グローカル」です。ゼミで経験したフィー

ルドワークは、学んだ英語を活用し、外国人観光客と交流を図りな

がら観光ニーズを洗い出し、地域の活性化に貢献するもの。まさに

グローカルの実践でした。東京五輪に向けインバウンド需要も高

まる中、社会に必要とされる人材に成長したいと思います。

Story 5

Story 6



海外ドラマやアニメが好きで、英語を自在に

使えるようになりたいと憧れていた時、高校

の先生から勧められたのが多摩大学。少人数

なので、親身になって指導してもらえると聞

き、関心を持つようになりました。オープンキ

ャンパスに参加すると、スタッフの先輩たちが

積極的に話しかけてくれ、まるで海外の学校

のような気さくな雰囲気に魅了されました。

1年次はAEP※という英語集中教育を受けま

す。週4日間は英語の授業があり、課題もたく

さん。ハードな勉強を乗り越えることができ

たのは、先生との距離が近く質問をしやすい

環境のおかげです。ゼミでは、ヒラリー・クリン

トンなどのスピーチを題材に、翻訳に挑戦し

ました。話し手によって異なる、細かな英語の

癖が分かってくることがおもしろかったです。

今では英語を使ったコミュニケーションが自

然になりました。社交性も磨かれ、先生や職員

の方など、年上の方と接する機会も多く、そう

した経験は今後社会に出たときに活きるので

はないでしょうか。とことん英語の勉強に取り

組んだ成果として、TOEIC®のスコアは入学

時より250点アップ。さらなるスコアアップを

目指して現在も勉強を継続中です。

留学経験のある母親の影響で、小さいころか

ら英語に興味がありました。高校3年生の時、

多摩大学のサマースクールに参加。リーディ

ングやライティングの模擬授業を通じて、短

い文章から長文に発展していく過程がおもし

ろく、学びたいという向上心が刺激されまし

た。ユーモアにあふれる先生が多く、学生との

交流を大切にしていることが魅力的でした。

最ものめり込んだ授業は、シャング先生の「リ

ーディング」。長文読解に取り組むハードな授

業で、予習・復習は欠かせませんが、文章の意

味だけでなく、ネイティブのニュアンスまで理

解できるようになったときの達成感は、“やみつき”

になります。またプレゼンテーションの授業で

培われるパソコンスキルや文章構成力は、きっ

と社会に出てから大いに役立つと思います。

友人たちもみんなモチベーションが高く、切磋

琢磨する良い雰囲気が作られています。英語

力はもちろん、コミュニケーション能力や達成

する力を磨くことができるのは、多摩大学なら

ではです。将来の目標は中学校の教師になる

こと。そのために、教職課程の授業にも力を

入れています。生徒としっかり向き合い、夢を

追い求める助けになりたいと考えています。

My Growth Story
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グローバルスタディーズ学部で学ぶ先輩の成長ストーリー
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AEPがあるから、
英語力が向上していくことが実感できる！

現 在 、成 長 中！金子 遥
グローバルスタディーズ学部2年
藤沢翔陵高等学校出身

現 在 、成 長 中！中里 絢芽
グローバルスタディーズ学部4年
神奈川県立橋本高等学校出身

授業の合間の休憩時間に友だちと一緒に撮影。
スマートフォンのアプリの機能を活用して楽しんでいます。

入学前のオリエンテーションから仲良しのメンバーと。
きれいなキャンパスは写真を撮る場所も盛りだくさんです。

体育の授業では、フットサルなどをさまざまな競技を行います。
みんなで汗をかき、リフレッシュできる貴重な時間です。

年に一度の学園祭の一コマです。
私たちがつくったポテトボールは地域のみなさんにも好評でした。

AEPで大好きな英語の学びを通して
多様な価値観に触れ、視野が広がった

AEPだから“達成する力”を
鍛えることができました

Story 7

Story 8

▶ 入学前の私 ▶ 志を持って学ぶ毎日▶ 入学後の私

まるで海外に来たかのような
オープンな雰囲気に魅了

AEPで英語力を磨きながら
さまざまな異文化を理解

TOEIC®250点アップ！
さらに高みを目指す

サマースクールで経験した
もっと学びたいという向上心

AEPが難しい課題を乗り越える
達成感を教えてくれた

英語のスキルだけでなく
人間力を鍛えていく

▶ 入学前の私 ▶ 志を持って学ぶ毎日▶ 入学後の私

学食でランチタイム。
いつものメンバーが集まり、ガールズトークで盛り上がります。

AEPは課題も多く大変ですが、
先生や仲間と距離が近づく、貴重な授業です。

※ AEP： Academic English Program （P25参照）
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産業社会で活躍するには、知識や技術に加えて、いろいろな問題
や不条理を解決する「問題解決力」と、それによって世の中をより
良くしようとする意思＝「志」が大切です。そのため、多摩大学は、
教育全体にアクティブ・ラーニングを取り入れています。多摩大学
の学生は、世界の動きや歴史を深く学びながら、同時に、少人数の
ゼミや、多様なアクティブ・ラーニング・プログラムへの参加を
通じて、国内外の「問題」の現場に向き合い、世の中のために働くこ
との気づきを得るとともに、高い志と実践力を持って社会に飛び
立っていきます。これが、多摩大学が「学生を手塩にかけて育てる
実学の大学」＝「現代の志塾」といわれる所以（ゆえん）なのです。

絆を育む少人数教育＝「志塾」で、
最先端の問題解決力を身につけます

アクティブ・ラーニングの多摩大へ

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

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

杉田 文章

経営情報学部 学部長
事業構想学科長・教授

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、キャリア
デザインⅣ、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、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」のイベントも、通算で1,900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育成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
7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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◇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

1年次

2年次 3年次

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
☆ベンチャー企業論
☆経営学概論　Ⅰ・Ⅱ
☆ビジネス戦略　Ⅰ・Ⅱ
☆国際経営入門　Ⅰ・Ⅱ
☆グローバルマーケティング　Ⅰ
☆アメリカ経済論
☆ヨーロッパ経済論
☆地域ビジネスプランニング
☆地域政策プランニング
☆消費心理
☆NPO・NGO論
☆初級簿記
☆中級簿記
☆財務会計　Ⅰ・Ⅱ
○経営情報論　Ⅰ・Ⅱ
○IT概論　Ⅰ・Ⅱ
○Webデザイン　Ⅰ・Ⅱ
○クリエイティブデザイン　Ⅰ～Ⅲ
○情報倫理
○情報法
○データサイエンス　Ⅰ・Ⅱ
○データベース　Ⅰ・Ⅱ
○プログラミング入門　Ⅰ～Ⅲ
○ビジネス数学　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
☆IT概論　Ⅰ・Ⅱ
☆Webデザイン　Ⅰ・Ⅱ
☆クリエイティブデザイン　Ⅰ～Ⅲ
☆情報倫理
☆情報法
☆データサイエンス　Ⅰ・Ⅱ
☆データベース　Ⅰ・Ⅱ
☆プログラミング入門　Ⅰ～Ⅲ
☆ビジネス数学　Ⅰ・Ⅱ
☆初級簿記
☆中級簿記
☆財務会計　Ⅰ・Ⅱ
○事業構想論　Ⅰ・Ⅱ
○グローバルエコノミー　Ⅰ・Ⅱ
○ベンチャー企業論
○経営学概論　Ⅰ・Ⅱ
○ビジネス戦略　Ⅰ・Ⅱ
○国際経営入門　Ⅰ・Ⅱ
○グローバルマーケティング　Ⅰ
○アメリカ経済論
○ヨーロッパ経済論
○地域ビジネスプランニング
○地域政策プランニング
○消費心理
○NPO・NGO論

事
業
構
想
学
科

☆情報ネットワーク
☆情報工学概論
☆経営とセキュリティ
☆Webプログラミング
☆コンピュータネットワーク活用
☆データサイエンス　Ⅲ・Ⅳ
☆データ分析実践
☆マーケティングモデリング
☆情報と職業
☆経営科学　Ⅰ・Ⅱ
☆経営と意思決定
☆原価計算
☆問題解決学特講　Ⅰ～Ⅲ（2月集中）
☆管理会計入門
○グローバルエコノミー　Ⅲ・Ⅳ
○事業デザイン論　Ⅰ・Ⅱ

○経営組織　Ⅰ・Ⅱ
○現代メディア論　Ⅰ・Ⅱ
○ｅビジネス
○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
○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
○日本経営史　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
○問題解決学特講　Ⅰ～Ⅲ（冬期集中）

☆グローバルエコノミー　Ⅲ・Ⅳ
☆事業デザイン論　Ⅰ・Ⅱ
☆経営組織　Ⅰ・Ⅱ
☆現代メディア論　Ⅰ・Ⅱ
☆ｅビジネス
☆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
☆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
☆日本経営史　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
☆原価計算
☆管理会計入門
☆問題解決学特講　Ⅰ～Ⅲ（2月集中）
○情報ネットワーク
○情報工学概論
○経営とセキュリティ
○Webプログラミング
○コンピュータネットワーク活用
○データサイエンス　Ⅲ・Ⅳ
○データ分析実践
○マーケティングモデリング
○情報と職業
○経営科学　Ⅰ・Ⅱ
○経営と意思決定
○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～Ⅷ
☆インターゼミ　Ⅰ～Ⅶ

【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
☆立志人物伝
☆アントレプレナーシップ論
☆ビジネス最前線研究
☆多摩学　Ⅱ
☆グローバルヒストリー　Ⅲ
◎Basic Office English　Ⅰ・Ⅱ
◎Practical English Conversation 　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
○キャリアデザイン　Ⅰ・Ⅱ
○インターンシップ　Ⅰ
○ビジネス法
○社会心理
○実践的事業経営特講
○スポーツ　Ⅱ
○スポーツと健康
○産業社会特講
○Study Abroad　Ⅰ～Ⅷ
○アクティブ・ラーニング実践　Ⅰ～Ⅷ
○単位互換科目　Ⅰ～Ⅴ

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

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

【産業社会科目群】
●教養
★立志特講　Ⅰ～Ⅲ
　（2月集中）

●ビジネス
☆キャリアデザイン　Ⅲ・Ⅳ
☆インターンシップ　Ⅱ
☆ソーシャルメディア論
☆教育心理学
☆教育相談
☆認知心理
○産業社会特講
○Study Abroad　Ⅰ～Ⅷ
○アクティブ・ラーニング実践　Ⅰ～Ⅷ
○単位互換科目　Ⅰ～Ⅴ

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

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

【産業社会科目群】
●ビジネス
○産業社会特講
○Study Abroad　Ⅰ～Ⅷ
○アクティブ・ラーニング実践　Ⅰ～Ⅷ
○単位互換科目　Ⅰ～Ⅴ

【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

【問題解決学科目群】
●演習科目
★プレゼミ　Ⅰ・Ⅱ
☆インターゼミ　Ⅰ～Ⅶ

●経営情報学科専門科目
☆地域ビジネス入門
☆グローバルビジネス入門
☆SNS論

【産業社会科目群】
●教養
★問題解決学入門　Ⅰ・Ⅱ
☆ＩＴコミュニケーション入門　
☆ビジネス数学基礎
☆文章伝達入門
☆ビジネス入門　Ⅰ・Ⅱ
☆多摩学　Ⅰ
☆立志論
☆グローバルヒストリー　Ⅰ・Ⅱ
◎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
○キャリアデザイン入門
○ライフデザイン
○マーケティング入門
○ⅠT活用法　Ⅰ・Ⅱ
○情報探索法
○経営基礎
○マーケティングマネジメント論
○ミクロ経済学
○マクロ経済学
○余暇マネジメント　Ⅰ・Ⅱ
○コンピュータ概論
○法学（憲法）
○AP数学
○数字力で語る
○スポーツ　Ⅰ
○産業社会特講
○Study Abroad 　Ⅰ～Ⅷ
○アクティブ・ラーニング実践　Ⅰ～Ⅷ
○単位互換科目　Ⅰ～Ⅴ

【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：
　日本航空・野村證券・ファンケル・セブンイレブンジャパン・
　伊藤園・沢井製薬　など

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：
　多摩信用金庫・日本郵便・JA横浜・パーク24・レオパレス21・
　富士ゼロックス多摩・警視庁・防衛省　など

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：
　ソフトバンク・楽天・富士通ソーシャルサイエンスラボラトリ・
　マクロミル・トランスコスモス・高校教員　など

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

グループセッションを通して
自分の意見を言えるようになりました。

財務諸表を見ながらの企業分析は
座学だけではわからない実学を学べました。

わかりやすい事例が多い講義で
パソコンへの苦手意識がなくなりました。

4年間の集大成をみんなの前で発表
目標以上の成長に満足です。

金子先生の「プレゼミ」では、「お店」という大きなテーマでグ
ループごとに、どこに出店して、どのように発展させていくのか
をリアルに考えていきます。現地でのフィールドワークも行い、
毎回先生の前で発表していきます。先生からの厳しいダメ出し
もあるので少しずつプレゼンに自信がつきました。

清松先生の「簿記」では、簿記の基礎知識などの座学だけではな
く、実際の財務諸表を見ながら分析していく実践演習も行われ
ました。グループごとに数字を見ながらどの企業が成長するか
を話し合っていきます。この授業をきっかけに、改めて会計士や
金融の仕事の醍醐味や楽しさを知ることができました。

齋藤Ｓ.先生の「情報と職業」は、パソコンが苦手な私にとって刺激のある授業で
した。ネットの著作権などについても学び、普段、何気なくやっている映像など
のアップロードも注意しなければならないことが多くあるということがわかり
ました。具体的な事例を交えながら進められていくので苦手意識も次第になく
なっていきました。

4年次は「清松ゼミ」の活動が中心になりました。このゼミは卒論がない代わり
に、4年間でどれだけ成長できたかを発表しなくてはなりません。私はTOEIC®

で大学生レベル以上の点数取得を目標に頑張ってきました。就活の合間を
使っての勉強でしたが、目標以上の点数を取ることができ、4年間を締めくくる
ことができました。

私の成長
ストーリー

ゼミ

ゼミ

ゼミ

ゼミ

【経営情報学科専門科目】

【事業構想学科専門科目】

少人数の双方向のゼミ形式が経営情報学部の基本的なカリキュラムの
スタイル。社会が抱えるいろいろな問題をゼミの中で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。

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

経営情報学部

4年間の学びの流れ
実学に基づいたさまざまなカリキュラムが将来の可能性に
1年次に履修した「問題解決学入門」は、テーマにあ
わせて毎回、違う先生が交代で教壇に立ち、それぞ
れのテーマについて、どこに問題があるか、なぜ問
題になったか、どうやって解決していくのかを学んで
いきます。具体的事例や方法論を使っての解説はと
てもわかりやすいのが特徴です。さまざまなテーマ
が取り上げられるので2年次からのゼミを選ぶ際の
ヒントにもなります。私もこの授業をきっかけに会

計・簿記のゼミを選択しました。また、将来の仕事選
びに影響を与えてくれたのが2年次に履修した中村
先生の「女性のためのキャリアデザイン」です。授業
の中で女性が輝ける職場のひとつとして金融業界
が紹介されていたことがきっかけで第一生命への
就職を決めました。多摩大学のカリキュラムには、自
分の成長につながるさまざまなヒントが隠れていま
す。上手に履修して可能性を広げていってください。

先輩に聞く！  私の成長ストーリー

土方 実咲 （2017年卒業）

第一生命保険株式会社勤務
第一学院高等学校出身
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《ビジネスICT》

《地域ビジネス》

松本 祐一　准教授 Matsumoto Yuichi

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

中庭 光彦　教授 Nakaniwa Mitsuhiko

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

丹下 英明　准教授 Tange Hideaki

【担当科目】　ホームゼミ ： 中小企業論、国際経営論、ベンチャー企業論
事業構想論Ⅰ、特別講座Ⅰ、地域ビジネス入門、多摩学Ⅰ、地域産業論
Ⅱ、グローバルマーケティングⅠ、ホームゼミⅠ・Ⅱ、プレゼミⅠ・Ⅱ、イン
ターゼミⅠ～Ⅶ
職歴 ： （株）日本政策金融公庫

梅澤 佳子　教授 Umezawa Yoshiko

【担当科目】　ホームゼミ ： 社会学・コミュニティデザイン
ライフ・デザイン、スポーツと健康、スポーツⅠ・Ⅱ、地域ビジネス入
門、ホームゼミⅠ～Ⅵ、プレゼミⅠ・Ⅱ
職歴 ： 湘南国際女子短期大学

中澤　弥　准教授 Nakazawa Wataru

【担当科目】　ホームゼミ ： メディア研究
グローバルヒストリーⅢ、特別講座Ⅰ・Ⅱ、地域ビジネス入門、文章伝
達入門、ホームゼミⅠ～Ⅵ、プレゼミⅠ・Ⅱ
職歴 ： 湘南国際女子短期大学、早稲田大学

【非常勤講師一覧】
石岡 克俊
泉澤 恭子
市川 やよい

大澤 拓也
大森 映子
奥山 雅之

ガイ・ローズ
梶原 裕
加藤 みゆき

久米 信行
酒井 麻衣子
櫻井 博子

島田 由美子
下山 英子
杉森 知也

関 秀雄
千原 則和
手塚 貞治

中野 未知子
樋口 裕一
深沢 真太郎

福角 有紘
峯岸 久枝
森本 美行

安田 峰俊
渡辺 智信

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

野坂 美穂　専任講師 Nosaka Miho

【担当科目】　ホームゼミ ： 地域政策
地域産業論Ⅰ、特別講座Ⅰ・Ⅱ、地域ビジネス入門、問題解決学入門Ⅱ、
多摩学Ⅰ、ホームゼミⅠ・Ⅱ、プレゼミⅠ・Ⅱ、インターゼミⅠ～Ⅶ
職歴 ： 淑徳大学、中央大学ビジネススクール

《グローバルビジネス》

常見 耕平　教授 Tsunemi Kohei

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

金子 邦博　教授 Kaneko Kunihiro

【担当科目】　ホームゼミ ： ビジネス会計
問題解決学入門Ⅰ・Ⅱ、ビジネス入門Ⅱ、管理会計入門、原価計算、
ホームゼミⅢ～Ⅵ、プレゼミⅠ・Ⅱ
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】　ホームゼミ ： 日本経済全般
グローバルエコノミーⅠ・Ⅱ・Ⅳ、ミクロ経済学、ホームゼミⅠ～Ⅵ、プレ
ゼミⅠ・Ⅱ
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】　ホームゼミ ： 異文化コミュニケーション
English ExpressionⅠ・Ⅱ、TOEICⅠ・Ⅱ、グローバルビジネス入門、
ホームゼミⅠ～Ⅵ、プレゼミⅠ・Ⅱ
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】　ホームゼミ ： 組織行動論
経営組織Ⅰ・Ⅱ、ビジネス入門Ⅰ、特別講座Ⅰ・Ⅱ、ベンチャー企業論、事業構
想論Ⅱ、ホームゼミⅠ～Ⅵ、プレゼミⅠ・Ⅱ
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）

Mizumori Ryouichi

【担当科目】　ホームゼミ ： 中国・アジア史、アフリカ史
中国語Ⅰ・Ⅱ、中国ビジネスコミュニケーションⅠ・Ⅱ、特別講座Ⅰ・Ⅱ、事業
構想論Ⅱ、ホームゼミ（志）Ⅰ～Ⅷ、インターゼミⅠ～Ⅶ
職歴 ： 東北大学大学院、宮城学院女子大学、東北学院大学、尚絅学
院大学、福島大学大学院、宮城教育大学、東京国際大学

水盛 涼一　准教授

浜田 正幸　教授 Hamada Masayuki

【担当科目】　ホームゼミ ： 組織マネジメント
キャリア・デザイン入門、キャリア・デザインⅠ、消費心理、インターン
シップⅠ・Ⅱ、ホームゼミⅠ～Ⅵ、プレゼミⅠ・Ⅱ
職歴 ： 本田技研工業（株）、（株）野村総合研究所、ベンチャー数社起業

飯田 健雄　教授 Iida Takeo

【担当科目】　ホームゼミ ： ビジネス英語
多国籍企業Ⅰ・Ⅱ、国際経営入門Ⅰ・Ⅱ、グローバルビジネス入門、ホー
ムゼミⅢ～Ⅵ、プレゼミⅠ・Ⅱ
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

良峯 徳和　教授 Yoshimine Norikazu

【担当科目】　ホームゼミ ： 脳科学
ビジネス数学基礎、WebデザインⅠ・Ⅱ、ITコミュニケーション入門、特別
講座Ⅰ・Ⅱ、社会心理、ホームゼミⅠ～Ⅳ、プレゼミⅠ・Ⅱ
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

志賀 敏宏　教授 Shiga Toshihiro

【担当科目】　ホームゼミ ： イノベーション
ビジネス戦略Ⅰ・Ⅱ、経営情報論Ⅰ、特別講座Ⅰ・Ⅱ、ホームゼミⅠ～Ⅵ、プレ
ゼミⅠ・Ⅱ
職歴 ： （株）日立製作所、（株）三菱総合研究所

今泉　忠　教授 Imaizumi Tadashi

【担当科目】　ホームゼミ ： データサイエンス
データサイエンスⅡ・Ⅲ、経営と意思決定、ビジネス数学Ⅱ、プログラ
ミング入門Ⅲ、ホームゼミⅠ～Ⅵ、プレゼミⅠ・Ⅱ
職歴 ： 立教大学、青山学院大学

久保田 貴文　准教授 Kubota Takafumi

【担当科目】　ホームゼミ ： データサイエンス
ビジネス数学基礎、ビジネス数学Ⅰ、データサイエンスⅠ・Ⅳ、問題解決学
入門Ⅱ、ホームゼミⅠ～Ⅵ、プレゼミⅠ・Ⅱ、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】　ホームゼミ ： 情報倫理
情報と職業、情報倫理、情報科教育法Ⅰ・Ⅱ、データベースⅡ、教育史、
ホームゼミⅠ～Ⅵ、ホームゼミ（志）Ⅰ～Ⅲ
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

増田 浩通　准教授 Masuda Hiroyuki

【担当科目】　ホームゼミ ：  社会シュミレーション
情報ネットワーク、経営科学Ⅰ・Ⅱ、特別講座Ⅰ・Ⅱ、問題解決学入門Ⅱ、経
営情報論Ⅱ、ホームゼミⅠ～Ⅵ、プレゼミⅠ・Ⅱ
職歴 ： 東京理科大学、東京工業大学、千葉工業大学

大森 拓哉　経営情報学科長・教授 Omori Takuya

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

清松 敏雄　准教授 Kiyomatsu Toshio

【担当科目】　ホームゼミ ： 会計、簿記
財務会計Ⅰ・Ⅱ、初級簿記、中級簿記、ホームゼミⅠ～Ⅵ、プレゼミⅠ・Ⅱ
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

彩藤 ひろみ　教授 Saito Hiromi

【担当科目】　ホームゼミ ： 3DCGデザイン
プログラミング入門Ⅱ、クリエイティブデザインⅠ・Ⅱ、IT活用法Ⅰ・Ⅱ、
問題解決学入門Ⅱ、ホームゼミⅠ～Ⅵ、プレゼミⅠ・Ⅱ
職歴 ： 東京大学先端科学技術研究センター

中村 有一　教授 Nakamura Yuichi

【担当科目】　ホームゼミ ： 情報系全般
プログラミング入門Ⅱ、コンピュータネットワーク活用、コンピュータ
ネット概論、キャリアデザインⅡ、情報工学概論、ホームゼミⅠ～Ⅵ、プ
レゼミⅠ・Ⅱ
職歴 ： 埼玉大学大学院、東京大学

小西 英行　准教授 Konishi Hideyuki

【担当科目】　ホームゼミ ： マーケティング、消費者行動
ITコミュニケーション入門、ｅビジネス、特別講座Ⅰ・Ⅱ、ブランドマネジ
メント、プレゼミⅠ・Ⅱ
職歴 ： 秋田経済法科大学、富山国際大学

佐藤 洋行　准教授 Sato Hiroyuki

【担当科目】　ホームゼミ ： デジタルマーケティング
IT概論Ⅰ・Ⅱ、データサイエンスⅠ、データ分析実践、経営情報論Ⅰ、特別
講座Ⅰ・Ⅱ、ホームゼミⅠ～Ⅳ、プレゼミⅠ・Ⅱ
職歴 ： （株）ブレインパッド、（株）Qubitalデータサイエンス

出原 至道　教授 Idehara Norimichi

【担当科目】　ホームゼミ ： プログラミング
IT活用法Ⅰ・Ⅱ、Webプログラミング、経営情報論Ⅱ、クリエイティブデ
ザインⅡ、経営基礎Ⅱ、ホームゼミⅠ～Ⅵ、プレゼミⅠ・Ⅱ

寺島 実郎　学長 ･ 教授
Terashima Jitsuro

【担当科目】
特別講座Ⅰ･Ⅱ、インターゼミⅠ～Ⅶ
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･教授
Hisatsune Keiichi

【担当科目】
特別講座Ⅰ・Ⅱ、ビジネスコミュニケーションⅠ、立志人物伝、インターゼミⅠ～Ⅶ
職歴 ： 日本航空（株）、宮城大学

巴特尓　准教授 Baatar

【担当科目】　ホームゼミ ： 中国・アジアビジネス
中国経済論、特別講座Ⅰ・Ⅱ、Study AbroadⅠ～Ⅷ、アジア経済論Ⅱ、
事業構想論Ⅱ、グローバルビジネス入門、インターゼミⅠ～Ⅶ、ホー
ムゼミⅠ～Ⅵ、プレゼミⅠ・Ⅱ
職歴 ： （株）三井物産戦略研究所

中村 その子　教授 Nakamura Sonoko

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

金　美徳　教授 Kim Mitoku

【担当科目】　ホームゼミ ： 経営と起業
アジア経済論Ⅰ、韓国経済論、グローバルビジネス入門、特別講座
Ⅰ・Ⅱ、インターゼミⅠ～Ⅶ、プレゼミⅠ・Ⅱ
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】　ホームゼミ ： 社会経済政策・近現代史
グローバルエコノミーⅢ、国際公共政策、マクロ経済学、グローバルヒ
ストリーⅡ、グローバルビジネス入門、ホームゼミⅠ～Ⅵ、プレゼミⅠ・Ⅱ
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】　ホームゼミ ： 経営・流通・近現代史
韓国語Ⅰ・Ⅱ、アントレプレナーシップ論、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、ホームゼミⅠ～Ⅵ、ホームゼミ（志）Ⅰ～Ⅷ
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】　ホームゼミ ： イベント企画・運営
マーケティング入門、実践的事業経営特講、キャリア・デザインⅣ、
ホームゼミⅠ～Ⅵ、プレゼミⅠ・Ⅱ
職歴 ： （株）電通

栢原 伸也　教授 Kashihara Nobuya

【担当科目】　ホームゼミ ： イベント企画・運営
立志論、マーケティングモデリング、ビジネス最前線研究、ホームゼ
ミⅢ～Ⅵ、プレゼミⅠ・Ⅱ
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）

杉田 文章　学部長・事業構想学科長・教授
Sugita Fumiaki

【担当科目】　ホームゼミ ： レジャーマネジメント　余暇マネジメントⅠ・Ⅱ、問題解決学入門Ⅱ、事業構想論Ⅱ、経営基礎、ホームゼミⅠ～Ⅵ、プレゼミⅠ・Ⅱ
職歴 ： 東京職業訓練短期大学、帝京大学

　｜　TAMA UNIVERSITY GUIDEBOOK TAMA UNIVERSITY GUIDEBOOK　｜　17 18



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 　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。「ピッチ内でもピッチ外でも大学日本一のチーム」
を目指し、挨拶や時間や身だしなみにも気をつけています。2016年度は、全日本大学
フットサル大会第3位(2年連続)、関東大学プレリーグ準優勝、全国大学リーグチャン
ピオンシップに出場。また、フットサル日本代表、U-19フットサル日本代表候補、
Fリーガー(強化指定)を輩出しました。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
週5～6日
平日 朝7時00分～8時45分、16時30分～19時30分
土日 8時～12時練習 or 練習試合 or 公式戦

経
営
情
報
学
部

  TOPICS

2017年4月より女子フットサル部始動！　メンバーを大募集中！！
男子フットサル部とともに真剣にフットサルに取り組みたい方をお
待ちしています♪
実技試験による特別給費生制度もあり！ 
男子フットサル部、女子フットサル部ともに特別給費生のチャンスあり！
特に女子プレーヤー、マネジメントスタッフ、ゴレイロ(ゴールキーパー)を大募集中！

【 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
全国大学リーグチャンピオンシップ出場

目指せ！ 大学日本一！

　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。

●活動時間
主に火曜日

●活動場所
不定

　運動系サークル あぼがど（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あぼがどへ！！

●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

　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！

●活動時間
毎日

●活動場所
113教室 (サークル室)

　文化系サークル ぴぃち

「こうなりたい」っていう女の子の理想をかなえられるサークルにしたい！
それが『ぴぃち』です！ 外見から中身まで「総合的な女子力アップ」を目指
して色んなことをやります！ メイク講座やネイル講座もあるよ！

●活動時間
不定期

●活動場所
学内

　文化系サークル ことタマ

あらゆる人が目にする場所「トイレ」に着目し、情報発信媒体『ことタマ通信』を毎
月発行。昨年はトイレから羽ばたき「企画集団」として活動。学園祭にて企画した
ミス･ミスターコンテストはその独創性からめざましテレビに特集されました。

●活動時間
月１回 （会議）、企画 （随時）

●活動場所
食堂（会議）、セミナールーム
※企業訪問などもあります

　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！！

　運動系サークル Ｂ＆ｂ（軟式野球）

多摩大学野球サークルＢ＆ｂです。現役時代二軍や大会初戦敗退など悔い
のあるメンバーで結成！ 秘めてきた力を発揮できる選手募集中。野球好き
なマネージャー募集中。みんなで楽しいサークル作り上げていきましょう！

●活動時間
各学期によって変わります 

（昨年度は空き時間や土日）

●活動場所
学校付近のグラウンド、他大学付近のグラウンド

　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

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。

　運動系サークル バドワイザー（バドミントン）

多摩大学唯一のバドミントンサークルです。バドミントン以外にも、ボーリング大会
やスノボ合宿等のイベント盛りだくさんです。なお、ラケットの貸出も行っており、経
験者初心者問わず大歓迎です。バドミントンに興味がある方は是非バドワイザーへ!!

●活動時間
毎週金曜日16時30分～20時

●活動場所
アリーナ

　運動系サークル ゆるく格闘技サークル

自信をもって、本当に楽しい・ゆるい！ というのを言えるのがこのゆるく格闘技サー
クル。楽しいことに本気で！格闘技はゆるく～♪と楽しく活動していますっ！ 楽しい
ことをやりたいでしょ？ 見るだけ・お喋りだけでもok! 一緒にたのしもうぜっ！！！

●活動時間
月・金曜日

●活動場所
月曜121教室 金曜124教室

  多摩大学学生会執行部

私達学生会執行部はサークルの運営管理やイベントの運営、企画などを主な仕事としてお
ります。留学生との交流会や地域との交流、そしてビアガーデンや学園祭の運営など多く
の行事の運営と企画をしています。大学生活をエンジョイしたい方、お待ちしております。

●活動時間
週1回ほど

●活動場所
113教室

●活動場所
アリーナ
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※(株)： 株式会社　（有）： 有限会社　（福）： 社会福祉法人　（医）： 医療法人

経営情報学部

教育＆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。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

いつか起業したいという夢を抱き、迷わず多摩大学を選んだのが、まるで昨日の
ことのように思い出されます。1年次のときにオーストラリアへ留学、その後、アジ
ア・パシフィックへと夢はさらに広がり、ホームゼミは金先生を迷わず選択しまし
た。日本の商社でグローバルに活躍された先生のお話を伺いながら、自分でもアジ
アへの興味を問題意識に変え、アグリビジネスをテーマにして、香港や台湾にま
で足を運びました。その甲斐あって、寺島学長のインターゼミにも参加させてい
ただきアジア班に所属。社会人や大学院生と一緒に机を並べ、さらにレベルの高い
アジア交流について調査と研究に没頭しました。自分の思考力や行動力が揉まれ
て伸びたことを実感しています。やりたいことをアピールすれば、たくさんのチャン
スを与えてくれることは、多摩大学の強みだと思います。就職活動は、自分の充実し
た4年間をどう文章にまとめ、さらにプレゼンテーションできるかが勝負。金先生の
研究室と支援課に足繁く通い、エントリーシートの添削から面接まで指導を受けま
した。努力が実り、希望通りアジア展開を控えた化粧品のベンチャー企業、ファンケ
ルの内定を得ることができました。夢を志に変える場所、それが多摩大学です。

大学の制度を
フル活用して
未来を勝ち取った

三代 ひろな  
2016年3月卒業 ／ 東京都立神代高等学校出身
株式会社ファンケル勤務

、

（株）アースリンク、ITX（株）、（株）アイワ建装、青山商事（株）、（株）アクアティク、（株）
Asian Bridge、味の素冷凍食品（株）、（株）ＵＳＴＲＵＳＴ、（株）アライザー、アルファ
クラブ静岡（株）、アルファグループ（株）、（株）アルメックス、（株）アロワーズ、アン
ダーツリー（株）、イーネット（株）、（株）一条工務店、（株）伊藤園、（株）イトーヨーカ堂、

（株）IDOM、（株）インターオフィス、（株）インベスターズクラウド、（株）ＷＥＩＣ、エイ
チフロンティア（株）、（株）エイブル、（株）エクスコア、（株）エクセル（エクセルトラベ
ル）、（株）エス・イー・プロジェクト、（株）エスピック、（株）SPGホールマン、ＮＨジャパ
ンフード（株）、（株）ENEOSフロンティア、（株）ＭＤＩ、（株）エムワン、（株）エンクルー、

（株）桜簾、（株）オオゼキ、オープンシステムテクノロジー（株）岡三証券、（株）オフィ
スバンク、（株）オフィスワイズ、（株）カズエイ、（株）KATSUYA、カトーレック（株）、金

谷ホテル観光（株）、関越ソフトウェア（株）、（株）木下不動産、（株）キャスティングロー
ド、キャタピラーイーストジャパン（株）、（株）崎陽軒、キングラン（株）、（株）グラン
ドホーム、（株）グリー、（株）green gables、（株）グリーンハウス、グローディア（株）、

（株）京王ストア、（株）ＫＣプランニング、（株）ゲオ、医療法人社団元気会横浜病院、
国際自動車（株）、国際興業（株）（町田ドライビングスクール）、（有）木暮土建、（株）コ
ナカ、（株）コムニック、コラニー（株）、（株）サイサン、（株）ＺＡＩＺＥＮ、斎長物産（株）、
相模原敬寿園、佐久浅間農業協同組合、（株）佐田、（株）サニークリーン、（株）サニー
クリーン東京、サミット（株）、（株）サンエキ、（株）サンケイビルウエルケア、（株）シー
エスコミュニケーション、ジェイアールバス東北（株）、（株）シティクリエイションホー
ルディングス、（株）島忠、（株）しまむら、（株）ジャパンビバレッジＨＤ、（株）旬菜デリ、

（株）ジョイワークス、湘南泌尿器科・内科、株式会社シリウス、シンコール（株）、新明
電材（株）、（株）スズキ自販神奈川、（株）ＳＴＡＲ ＣＡＲＥＥＲ、（株）スターフリート、（株）ス
ミタイ、（株）スリーイー、（株）セイシン企業、セキスイハイム信越（株）、セレサ川崎農
業協同組合、（株）ゾフ、ＳＯＭＰＯケアメッセージ（株）、ＳＯＭＰＯケアネクスト（株）、第
一生命（株）、（株）大黒屋、太平ビルサービス（株）、大豊建設（株）、（株）ダックス、（株）
double、多摩信用金庫、（株）築港、千葉スバル自動車（株）、中央電力（株）、（株）ティ
アイアール、（株）DTS、（株）ティガイヤ、（株）テクノナガイ、（株）テスク、（株）デック
ス、（株）デュ・ラン社、（株）テンポスバズターズ、東京コンピューターサービス株、東
京スバル（株）、東京荏原青果（株）、ＴＯＫＹＯフレッシュ（株）、トウテック（株）、（株）東
宝ハウスホールディングス、（株）トーテック、TOTOエキスパート株式会社、トミーヒ
ルズ（株）、（株）豊橋飼料、（株）トラストグロース、（株）ＴＲＵＳＴ、トランスコスモス（株）、

（株）ドリームオンライン、ナショナル・ベンディング（株）、成田運輸（株）、（株）ニチイ
学館、日産証券（株）、株式会社日本アシスト、日本eリモデル（株）、日本航空（株）、日
本システム通信（株）、日本テクノクラーツ（株）、日本電計株式会社、（株）日本ハウス
ホールディングス、日本フィールドシステム（株）、日本郵便（株）、日本ロジテム（株）、
ニラックス（株）、（株）ネオキャリア、（株）野口食品、（株）ノジマ、（株）ノットグローバル

ホールディングス、野村證券（株）、バイオネットソフト（株）、ハイテクシステム（株）、
ハウスコム（株）、（株）馬車道、（株）バリュープランニング、はるやま商事（株）、（株）
ビーエーエス、（株）ピーシーデポコーポレーション、（株）ビッグモーター、日の丸交通

（株）、（株）卑弥呼、（株）ヒューネル、（株）平山、（株）ファインズ、（株）ファミリーマー
ト、（株）ファンケル、富士ソフト（株）、ブライトン株式会社、（株）ベストランス、（株）
ペッパーフードサービス、（株）ベネッセスタイルケア、（株）ベネフィットジャパン（株）
ポジティブドリームパーソンズ、ＨＯＹＡ（株）、（株）ホンダカーズ横浜、（株）マイテック、

（株）マッケンジーハウス、松定プレシジョン（株）、まつむら歯科立川診療所、（株）マ
ルエツ、（株）マルハン、（株）マルフジ、（株）丸和運輸機関、（株）三浦組、（株）三越伊
勢丹、（株）武蔵野、武藤工業（株）、（株）メイワスカイサポート、（株）メディアラボ、山
崎製パン（株）、ヤマト運輸（株）、ユーシーシーフーヅ（株）、UCCフードサービスシス
テムズ（株）、（株）ユーミーネット、（株）遊楽、（株）ユニマットリタイヤメントコミュニ
ティ、横浜農業協同組合、（株）ヨドバシカメラ、ライクスタッフィング（株）（旧ジェイコ
ム（株））、（株）ライドオン・エクスプレス、（株）リアライズ、（株）リーヴライフ21、（株）
リンクスポーツ、（株）ルミネ、レイリスアンドカンパニー（株）、（株）レオパレス２１、レッ
ク・テクノロジー・コンサルティング（株）、（株）ロックオン

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

教員による教育サポート

「何を目指し、何を学ぶのか」。多摩大学では入学と同時に自分の将来につ
いて相談しながら学ぶシステムを完備しています。具体的なカリキュラム
内容を教員に相談し、学びについての迷いを払拭。研究室前にある相談
ルームの扉はいつでも開いているため、気軽に雑談しながら、自分らしい

「志」を見つけることができます。

手厚くきめ細かなプログラム
1年次の春から始まるキャリアデザイン科目に加え、3年次春からキャリア
支援の講座やガイダンスを開催。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。

●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　●面接対策
●志企業探検バスツアー　●志企業会社案内作成

【就職先一覧】 2017年3月卒業生

経
営
情
報
学
部

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

企業・行政との連携による情報提供と機会提供
採用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。企業との深いパイプにより企業のニーズを的確に把握することによ
り、学生たちとのマッチングを図っています。またハローワーク等とも提携
して、就活に関わる情報を収集し、多角的に支援します。

業種別卒業生就職者数（2017年3月卒）

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

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）

98.3%
● 卒業生　　　277名
● 就職希望者　241名
● 就職者 　　　237名

就職決定率 （2017年3月卒業生）

ビジネスの現場から海外の旬の話題まで。
履修以外の話も尽きません！

カリキュラムの話を聞きに来たはずが、
いつの間にか恋バナで盛り上がることも！

16
12
2
44
20
59
9
21
7
5
13
14
3
21
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経営情報学部 教育＆キャリアサポート 経
営
情
報
学
部

多摩大学ならではの指導について、
いつも考えを巡らせている

私のゼミ全体の方針は、会計知識の向上と
実際の企業活動における課題と対策などに
ついて、考えたり行動したりすることの重要
性について学ぶことです。しかし、学生一人
ひとりに対しての助言となると、やはり本人
の個性と今の状況に対しての相談が中心に
なります。
学生生活という時間の中で、いかに新しい視
点を獲得できるか。そう考えるとキャンパス

での学びだけではなく、時間を活用したいろ
んな経験、なんでも見てやろう、やってやろう
という意志を尊重してアドバイスするように
しています。
就職活動も同じことで、ただ希望に合う就職
先を見つけて入るための助言よりは、その後
はどうするのかといった、少し意地悪かもし
れませんが、社会でしっかりと生き延びるた
めの問答を、実際には行っています。

具体的な就職活動のサポートと
「学生一人ひとりの志」を両立する

相談員の方々も、長くビジネスの現場で経
験を積まれていますので、行動の重要性や、

「経験が人を活かす」事実を深く理解され
ています。そういう意味では、Wサポートと
言っても、アプローチは違えども同じ助言や
支援を行っていると考えていいと思います。
例えば大倉くんの場合は、うまく支援課の相
談員にスケジュール等のアドバイスをもらい
ながら、ゼミの合宿活動や海外研修などをこ
なし、志望していた金融機関から内定を獲得

したので、Wサポート体制をうまく活用した
いい例ですね。
学生によっては、第一志望ではなく、第二志
望ということもあるでしょう。しかし、社会に
出てみれば分かりますが、ちょっとした挫折は
日常茶飯事です。そのときにどう対処できる
かが大切。個人差はあるものとは思いますが、

「迷ったら動け」という話をよくしています。
迷いながら自分の力で手探りでもいいから
解決方法を見つけていく。サポートという言
葉と矛盾しているかもしれませんが、自分の
力で切り拓くきっかけを与えることに注力し
ています。多摩大学ではそれぞれのゼミに
特徴がありますから、学生と教員そして相談
員という体制が機能しやすい環境にあると
思っています。

多摩大学が毎年、高い就職決定率を維持している理由の一つに、Wサポート体制があります。
単に学生がキャリア支援課を活用するだけではなく、日々の学生生活と直結しているゼミの情報を
キャリア支援課が共有。学生一人ひとりの性格や適性、状況等をリアルタイムに把握しながら、
相談員、担当教授と一緒に、的確な指導・支援を行っています。

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

ゼミ担当教員とキャリア支援課によるW サポート
学生一人ひとりに寄り添った強力なキャリア支援体制

他にもさまざまな企業出身のサポートメンバーがいます！
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、JVCケンウッド、ザ・ブセナテラス、大京、日本旅行、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
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。

徳嶋 孝
相談員

中村 岩男
相談員

北山 四郎
相談員

面倒見のいいジョンレノン！ まるメガネと
下がり眉毛で、ぐいぐい相手の懐に入り込
みます！ 「マスコミやマーケティングならど
んとこい」。元広告代理店勤務の辣腕ビジ
ネスマン。

ぽっこりお腹と赤いほっぺがチャーミング！ 
縁側でお茶を飲んでいるようなほっこり感
で、学生たちも、ついつい長居してしまい
ます！ 「明るく楽しく礼儀正しくがモットー
です（私のようにね♪）」。

キャリア支 援 のアンパンマン！ 正 義 の
味 方！ 元ハローワーク相 談 員 。資 格：２
級キャリア・コンサルタント（国家資格）、

（財）日本生産性本部認定キャリアコン
サルタント。

Report 就活レポート

ゼミ担当教諭
清松 敏雄 准教授

清松ゼミでは会計を専門にしつつも、その知識だけ
にはとらわれない、視野の広い人材の育成を行ってい
ます。2016年度は、大手金融機関から内定を獲得す
る学生が多く出ましたが、卒業してからも交流を続け
ていきたいと思っています。就職はゴールではなくス
タートで、実学とは、ビジネスの現場に入っても学び
続けることです。卒業生との交流をこれからの学生た
ちの未来選択に役立てたいと思っています。

大倉 悠
経営情報学部 2017年3月卒業
岡三証券株式会社 勤務

漠然とした知識で経営や会計を志望し、清松ゼミに入りま
した。実務に役立つ簿記検定取得や会計知識の向上は勿
論ですが、やはりゼミでの行動力の養成が、就活を乗り切
る原動力になります。

内定者
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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・教授

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年より准教授。2013年より現職。

【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、仕事と若者論、消費社会と日本の大衆文化、ゼミナール Ⅰ･Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ

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 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、話せるけど文法が分からない学生など、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代えましょう！

独自に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。教材も英語学習の重要なポイ
ントです。集中英語教育で使用する教材は、毎年見直しを
しながら、学生の英語力や興味を考えて選定しています。

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。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
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バ
ル
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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
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1年次

2年次 3年次
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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〜Ⅳ
現代観光研究 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・Ⅱ
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
通訳概論
翻訳概論

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
プロジェクト・ゼミナール 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
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
若者と仕事論
地球社会とアジア 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
ゼミナール Ⅰ・Ⅱ
プロジェクト・ゼミナール Ⅰ

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
国際経営論
比較経営論

経営戦略論
マーケティング論
異文化間マネジメント
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
日本近代政治史
ゼミナール Ⅰ・Ⅱ
プロジェクト・ゼミナール Ⅰ

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
　韓国語 Ⅰ
　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
　Studies In Environmentalism 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
卒業研究

【専門教育科目】
ゼミナール Ⅲ・Ⅳ
卒業研究

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
　科学の歴史
　教育心理学
　学習心理学
　英語学基礎
　体育
　キャリア形成論
　職業理解とキャリア
　日本語文章表現法
　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

就職先の例：
ANA・スカイマーク・JALスカイ・ヨコハマグランドイン
ターコンチネンタルホテル・ヒルトン東京お台場

など

◎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：
タリーズコーヒー・DIESEL(ディーゼル)・エイチアイエ
ス・かながわ信用金庫・ABCマート・ワークスアプリケー
ションズ・教員

など

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カ月の生活を通して、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

（株）JALスカイ勤務
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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
簿記

情報処理 Ⅰ・Ⅱ
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
情報管理：
　データベース理論と実践
Webデザイン
ポストモダニズムと社会
国際教養特別講義 Ⅰ・Ⅱ
プロジェクト・ゼミナール Ⅱ

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

グローバルスタディーズ学部

4年間の学びの流れ
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
4年
神奈川県立横須賀明光高等学校出身

  【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 ： 教育制度論、教育課 程総論、教育方法　3年 ： 英語科教育法Ⅰ・Ⅱ、教育相談、道徳教育論、介護等体験実習事前事後指導　4年 ： 教育実習  Ⅰ・Ⅱ、教職実践演習（中・高）　

　｜　TAMA UNIVERSITY GUIDEBOOK TAMA UNIVERSITY GUIDEBOOK　｜　27 28



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
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William Shang

【担当科目】
Reading Ⅰ･Ⅱ、インターゼミⅠ〜Ⅶ、美術論、Internship Abroad
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

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

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、教育方法、教育心理学、教育実習 Ⅰ･Ⅱ
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 Mercer, Paul

【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

マーク ザイオン　准教授 Zion, Mark Nathan

【担当科目】
Studies In Environmentalism 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

松下 弓月　非常勤講師 Matsushita Yuzuki

小野 まどか　非常勤講師 Ono Madoka

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

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、プロジェクトゼミナール Ⅰ、教育実習 Ⅰ･Ⅱ、教職実践演習（中・高）
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

教職課程

星　純一　非常勤講師 Hoshi Junichi

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

白井 巧　非常勤講師 Shirai Takumi

遠藤 眞喜子　非常勤講師 Endo Makiko

浅原 房夫　非常勤講師 Asahara Fusao

大森 映子　非常勤講師 Omori Eiko

金井 憲一郎　非常勤講師 Kanai Kenichiro

王　媛　非常勤講師 Wang Yuan

呉　燕　非常勤講師 Wu Yan

【専門教育教授陣】 ホスピタリティ・マネジメント

堂下　恵　教授 Doshita Megumi

【担当科目】
日本学入門、観光 Ⅰ・Ⅳ、現代観光研究 Ⅰ･Ⅱ、質的調査方法論、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】
ジェンダー論、キリスト教の世界観、日本の宗教、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、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、多文化共生
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

韓 準祐　専任講師 Han Junwoo

【担当科目】
韓国語 Ⅰ、観光 Ⅱ、地域社会とアジア Ⅱ、癒しの文化論
職歴 ： 立教大学アジア地域研究所、立命館アジア太平洋大学、立命館
大学

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、仕事と若者論、消費社会と日本の大衆文化、ゼミナール Ⅰ･Ⅱ･Ⅲ･Ⅴ
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

小野塚 和人　非常勤講師 Onozuka Kazuhito

砂川 秀樹　非常勤講師 Sunagawa 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

竹内 万理　非常勤講師 Takeuchi Mari

三吉 美加　非常勤講師 Miyoshi Mika

小松原 宏子　非常勤講師 Komatsubara Hiroko

【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、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  Honobe, Erik

【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、Study Abroad Ⅰ〜Ⅷ
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

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

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、人間安全保障、グローバルヒス
トリー、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

木村　真　非常勤講師 Kimura Makoto

渡辺 智信　非常勤講師 Watanabe Tomonobu

山田 大介　非常勤講師 Yamada Daisuke

藤田 賀久　非常勤講師 Fujita Norihisa

田中 ちよ子　非常勤講師 Tanaka Chiyoko

張　琪　教授 Zhang Qi

【担当科目】
情報処理 Ⅰ･Ⅱ、情報化社会とグローバル化、ゼミナール Ⅰ･Ⅱ
職歴 ： 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

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

英語集中教育（AEP）

高橋 順子　教授 Takahashi Junko

【担当科目】
Reading Ⅰ･Ⅱ、英語学基礎、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

西井 賢太郎　専任講師 Nishii Kentaro

【担当科目】
英語試験対策講座  Ⅰ〜Ⅲ、TOEIC®演習、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 Ohba 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 クリス リッテン　非常勤講師 Chris Litten

渋谷 奈津子　非常勤講師 Shibuya Natsuko

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 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

マイケル ジョナサン ケランド　非常勤講師 Michael Jonathan Kelland
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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

約30人のメンバーは学年・男女問わず、仲が良く、楽しくバドミントンをし
ています。経験の有無は関係ありません。レクレーションなどもやります。
身体を動かしたいなって思ったそこのあなた！ ぜひ一度遊びに来てみま
せんか？

　運動系サークル Shounan Winds
 　 （バドミントンサークル）

●活動時間
毎週金曜日
16時30分〜20時30分

●活動場所
体育館

人数が少ない中で楽しくテニスをしています。軽く練習（フォアハンド、
バックハンド）をしてから、できるだけ多く試合を行っています。人数次第
で合宿などを行っていきたいと思っています。経験者、テニスをやってみ
たい人でも大歓迎です。興味があれば是非来てください。

　運動系サークル 硬式テニスサークル

●活動時間
毎週月曜日
14時30分〜

●活動場所
テニスコート

フットサルをサークルでやりたいなら、DREAMS！ フットサルは、みんなで
楽しめるスポーツです。これからはじめる人もサッカー経験者も是非、一
緒に見ようぜDREAMを！

　運動系サークル FC DREAMS（フットサル）

●活動時間
不定期

●活動場所
体育館

こんにちは、DANCE OR DIEです。初心者から経験者まで大歓迎。年に
数回イベントにも参加します。名前を聞いてびっくりしてしまった方もい
るのでは？ 安心してください、DANCE OR DIEはダンスが好きなら誰で
も大歓迎です！

　運動系サークル DANCE OR DIE

●活動時間
不定期

●活動場所
学内

RIDE ON TAMA RIDE ON TAMA RIDE ON TAMA
誰にも邪魔できない！
RIDE ON TAMA RIDE ON TAMA RIDE ON TAMA
奇跡はとめられない！

　運動系サークル RIDE ON TAMA
 　 （スキースノボ）

●活動時間
不定期

●活動場所
不定（ゲレンデ）

バスケ大好きなメンバーが集まっています。アップが終わればすぐにゲー
ム開始。男子に混じってゲームに参加している女子もいます。経験者はも
ちろん、初心者もマネージャー志望も大歓迎です！

　運動系サークル バスケットボールサークル

●活動時間
毎週木曜日
16時〜20時

●活動場所
体育館

料理が好きな方、料理がしたいけど出来ない…出来るようになりたいとい
う方！！！ 是非お待ちしております！ みんなで楽しく料理しましょう！！！

　文化系サークル Yummmmy!

●活動時間
月1-2回程度 放課後

●活動場所
2階 キッチン

国際NGOボランティア団体Habitat for Humanity 関東学生支部所属
Zion's Clubです。活動内容は地域のコミュニティー活動、東北支援、他
大学との交流、貧困国での住宅建築を主に行っております。自分自身のこ
とだけでなく、ぜひ私たちと一緒に「人のために何か」をしてみませんか？

　文化系サークル Zion's Club

●活動時間
毎週火曜日
18時00分〜

●活動場所
E２０５教室

バレーボール初心者大歓迎！もちろん経験者も大歓迎です。バレーはみ
んな一丸となってやるスポーツだから、あついチームワークを感じられる！
みんなで楽しく一緒にいい汗かこうよ！

　運動系サークル HI-Q（バレーボール）

●活動時間
不定期

●活動場所
体育館

練習。練習。練習。ガチにやりたい人も、楽しんでやりたい人も、気軽に参
加できるサークルです。 卓球は地味なスポーツではないです。一緒に、
PINPONでこの星の一等賞を目指しましょう！

　運動系サークル table tennis circle（卓球）

●活動時間
不定期

●活動場所
体育館

2011年に結成された学生防犯パトロール隊「たまパト」の活動は、地域に
すっかり定着しており、信頼もたいへん厚いものとなってきました。従来
のパトロールに加え、振込詐欺の寸劇は、演じる学生数も多くなり、たい
へん評判を呼んでいます。学生による防犯の寸劇は珍しく、新聞・タウン
紙などに取り上げられています。

　文化系サークル たまパト（地域パトロール）

●活動時間
不定期

●活動場所
藤沢地域

初心者から経験者までいて、主にバンドごとに練習をしています。活動
場所は大学やスタジオなどです。Liveは年３回くらい行います。Liveを
開催するにあたり、サークル全体で話し合いなどをします。皆で一緒に
楽しもう！

　文化系サークル 音多摩（軽音）

●活動時間
不定期

●活動場所
学内

buenas tardes（ブエノスタルデス）！ パエリア、サッカー、マタドール、、、
と聞いて思い浮かぶのは？？？ そうです! スペイン！ 全てが情熱的なスペ
イン文化を堪能しよう！

　文化系サークル スペイン文化研究会

●活動時間
不定期

●活動場所
学内

茶道サークルは毎週金曜日に和室にて活動しています。普段は外部から
先生をお招きして、日々お稽古に励んでいます。また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ています。経験者の方は
もちろん初心者の方も大歓迎です！

　文化系サークル 茶道サークル

●活動時間
金曜日16時20分〜

●活動場所
west棟２階和室
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※（株）：株式会社　（有）：有限会社　（社）：社会福祉法人

卒業生データ

業種別卒業生就職者数（2017年3月卒）

就職希望者
97人

就職者
94人

96.9%

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カ月まで
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

96.9 % ● 卒業生 117名
● 就職希望者 97名
● 就職者 94名
● 進学者 1名

就職決定率（2017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

アイレックス（株）、（株）アウテック、アウディジャパン販売（株）、（株）赤ちゃん本舗、（株）アディスミューズ、
Abercrombie & Fitch、アパホテル（株）、（株）イーグルリテイリング、Aegis BPO Malaysia SdnBhd、

（株）イービーエム、（株）イオンリテール、インディテックス（INDITEX）、（有）ヴィーブトシ、（株）Wiz、（株）
エイチ・アイ・エス、（株）エクサ、（株）FMG、（株）オーイズミダイニング、オーケー（株）、（株）がまかつ、（株）
ガリバーインターナショナル、（社）輝星会 湖、（株）キャンストアオペレーション、協和医科器械（株）、（株）金
陽社、クリンクス（株）、（株）グローバル、（株）ケーユーホールディングス、（株）ゲオホールディングス、互助交
通（有）、コンセプト（株）、（株）サンケイビルウェルケア、（株）シーマ、JXトレーディング（株）、（株）ジェイデ
バイス、（株）ジェーディーエヌ、ジェノスグループ（株）、（株）ジオン商事、（株）シャノアール、（株）ジョリー・
ロジャー、スカイマーク（株）、（株）スクロール、（株）スターキャリア、スターツコーポレーション（株）、（株）ス
ターフライヤー、セレブリックス（株）、（株）センチュリー２１・ジャパン、徳華商行有限公司、（株）DNPメディア

クリエイト、ディーゼルジャパン（株）、（株）ティルウィンド、（株）テクノプロ、デジタル・インフォメーション・テ
クノロジー（株）、（株）東急ストア、東光電気工事（株）、東横化学（株）、（株）トーガシ、（株）トラジ、（株）中
村塗装店、（株）饒田、日本マニュファクチャリングサービス（株）、（株）ノジマ、ハウスコム（株）、横須賀中央
店、（株）HUB、（株）バロックジャパンリミテッド、（株）ハンデックス、藤田商事（株）、（株）プレッシオ、（株）ブ 
ロンコビリー、（株）ボードルア、まいばすけっと（株）、マキチエ（株）、マスターピース・グループ（株）＜ﾀｲﾗﾝﾄﾞ＞、

（株）松屋フーズ、（株）丸山製作所、萬世リサイ、ルシステムズ（株）、（株）ミクニ、ミサワホーム（株）、水戸
工業（株）、（株）ミニカラー、森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ、（株）八幡電気産業（株）、（株）ユーミーネット、

（株）ゆりかもめ、吉田通信（株）m（株）ヨドバシカメラ、（株）ライフサロン（株）ラウンドワン、（株）ラクス、
（株）RAJA、（株）リーヴライフ トゥエンティーワン、（株）ルーク、ルートインジャパン（株）、（株）レインズイ
ンターナショナル、（株）レッドバロン、（株）ローズホテルズ・インターナショナル、（株）ワールドフェイマス

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】 2017年3月卒業生

建設業

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

サービス業（他に分類されないもの）

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、JVCケンウッド、大
京、日本旅行、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

就職活動のスタート地点では、「何ができないか」を知ることが大切です。キャリア支援
課の面接指導では、表情の硬さを指摘してもらい自分の弱点を把握することができま
した。その上で、対策手段を丁寧にアドバイスしてくれるため、安心して就職活動を進
められました。日常から表情の作り方を意識するようになり、苦手だった面接を克服で
きたことは、内定獲得に大きく活かされたと思います。最初はキャリア支援課へ相談に
行くことに少し勇気が必要かもしれませんが、積極的に活用することをお勧めします。

積極的に行動し、
まずは自分の弱点を
把握することが大切

森山 晴加  
2017年3月卒業 ／ 湘南工科大学附属高等学校出身
森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ株式会社勤務

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）

4

9

10

7

33

4

5

10

6

1

2

9

就職決定率
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グローバルスタディーズ学部 キャリアサポート

多摩大学のグローバルスタディーズ学部では、平成27年度に「エアライン講座」を開設しました。
3年次の学生を対象として、キャビンアテンダントやグランドスタッフを目指す学生をサポートします。
週に一回、外部のエアラインスクールから講師を招き、模擬面接や書類対策、
メイク、立ち居振る舞いの指導を受けている他にも、羽田空港見学などを実施しています。
現役のキャビンアテンダントからアドバイスを得られる機会もあり、
実践的なノウハウを得ることができます。
初年度の受講者は、実際にキャビンアテンダントに内定を獲得しています。
高度なサービス人材へと成長できる絶好のチャンスです。

実際の現場の雰囲気を体感できる「空港見学」

エアライン講座で高度サービス人材を 育成
実践的な指導により航空業界を目指す学生をサポート

父親の仕事の関係上、アメリカに住んでいた時期があり、飛行機もしばしば
利用しました。そのなかで、次第にキャビンアテンダントに憧れを抱くように
なったことが、グローバルスタディーズ学部を志望したきっかけです。エア
ライン講座を受けた先輩が、実際にキャビンアテンダントとして就職して
おり、それに続きたいと思い受講を決めました。講座の中心は模擬面接です。
微笑みを絶やさず受け答えをすることは、いざ実践してみると非常に難し
いもの。とにかく回数をこなすしかありません。講座を通してその機会を得
られることは、大変貴重だと感じています。企業研究のポイントも教えてい
ただき、本番の就職活動に役立つ学びが詰まっていると感じています。

Interview 受講者の声

エアライン講座には、真剣に航空業界への就職を目指している学生が集
まっています。みんなの熱意に満ちた姿勢に刺激され、自然とモチベー
ションが高まります。少人数なので講師の方に質問をしやすく、一人ひとり
に合わせたきめ細かなアドバイスをもらえることは、大きなメリットでしょ
う。面接指導では、言葉遣いのちょっとした癖や訛りなど、自分では気づき
にくい点を指摘していただき大変助かっています。また、身だしなみの講
義では、自分に似合う色調を研究し、メイクなどに活かしていく手法を学び
ました。こうした実践的な勉強のおかげで、これから始まる就職活動にも
不安なく臨むことができます。

マルケザニ マユミ  
グローバルスタディーズ学部4年 ／ 伊勢学園高等学校出身

渡邉 世佳 
グローバルスタディーズ学部4年 ／ 向上高等学校出身

 羽田空港見学
エアライン講座の一環として、羽田空港の見学を実施しています。整備士、運
航乗務員、キャビンアテンダントの経験者が現場を案内し、仕事の内容を説明
してくれます。展示エリアや航空教室だけでなく、飛行機の格納庫に足を踏み
入れる貴重な機会もあり！ 現場の雰囲気を肌で感じ、一段深い知識が得られ
る人気のイベントです。

 1回  10月14日（金）  立ち居振る舞い講座

 2回  10月28日（金）  面接講座（Basic①）

 3回  11月18日（金）  面接講座（Basic②）

 4回  11月25日（金）  面接講座（ビデオ撮影）

 5回  12月2日（金）  面接講座（Basic③）

 6回  12月10日（土）  ＪＡＬ機体工場見学

 7回  12月16日（金）  自己ＰＲ特訓

 8回  1月13日（金）  メイク講座

 9回  1月27日（金）  グループディスカッション対策

 10回  2月10日（金）  面接講座（模擬面接①）

 11回  2月14日（金）  企業研究（講義形式）＆ES添削

 12回  3月10日（金）  面接講座（模擬面接②JAL系）

 13回  3月14日（金）  面接講座（模擬面接③ANA系）

エアライン講座の内容 （2016年度開催実績）
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出願期間 試験日 合格発表 入学手続

まずは、全体のスケジュールを把握しましょう。
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ですので、ぜひご参加を！　
また、多摩大学への入学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！

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

AO方式

若干名一般方式 Ⅰ期

一般方式 Ⅱ期

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

一次 2/8〜2/20
二次 2/21〜3/2

12/22 金 〜 1/12 金

12/1 金
〜 7 木

1/4 木 〜 3/9 金

12/13 木 
〜 25 月

10
日

13
火

13
日

14
水

8
火

詳細は各学部の入試課までお問い合わせください。

「志」AO入試と同様

6/18 日 11：00〜16：00

24 日 13：00〜16：0027 日 11：00〜16：00 26 日 13：00〜16：007/30 日 11：00〜16：00

6 日 11：00〜16：007/16 日 11：00〜16：00

2/23

〜

3/2
12/22 金 〜 2/15 木 23

金

2/15 木 〜 3/2 金 14
水

1 火 〜 22 火
一次　8/29〜9/8
二次　9/9〜10/13

29
火

25
金

一次10/25〜11/10
二次11/11〜11/24

    9/11 月 〜  　10/17 火　 25
水

20
金

11/23〜12/28
10/20 金 〜 
11/14 火

23
木

19
日

12/13〜12/25
11/20 月 〜

12/5 火
13
水

10
日

11/23〜12/8
10/20 金 〜 
11/14 火

23
木

19
日

12/13〜12/25
11/20 月 〜

12/5 火
13
水

10
日

一次12/19

〜

12/25

二次1/4

〜

1/17
11/20 月 〜 12/13 水 19

火
15
金

2/23 〜 3/21/4 木 〜 2/16 金 23
金

21
水

3/14 〜 3/22

3/14 〜 3/22

3/14 〜 3/22

2/17 月 〜 
3/9 金

14
水

13
火

一次 2/8〜2/20
二次 2/21〜3/2

12/22 金 〜 1/17 火 8
火

20
土

21
日

一次 2/8〜2/20
二次 2/21〜3/2

12/22 金 〜 1/25 木 8
火

4
日

2/23

〜

3/2
12/22 金 〜 2/15 木 23

金
19
月

2/15 木 〜 3/2 金 14
水

8
木

4 土 ／ 5 日
SGS festa 同時開催

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。

5/28 日 11：00〜16：00 29 日 13：00〜16：00

11 土 ／ 12 日
多摩祭 同時開催

3
土

多摩大学アドミッションポリシー
本学は、地域に密着しつつ、世界に目をひらき、地域社会、グローバル社会に貢献する高い志を持った人物を求める。
経営情報学部は、ディプロマポリシーで示した「多摩グローカル人材」の具体像として、企業経営、情報科学に関する学術と応用を教育研究し、高度の経営情報
知識と、これを支える豊かな教養とを合わせ備えた創造的、実践的な問題解決能力を有する人材を育成することを教育目標にしており、次のような人物を求める。
● 産業社会の最前線に立ち、実社会の問題解決に取り組み、グローバル社会の発展に関与していくという志のある者を求める。
● ビジネスを構想する力を身に付けていく意欲がある者を求める。
● 情報技術をビジネスに活用したいという意欲がある者を求める。

経
営
情
報
学
部

本学は、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高い志を持った人物を求める。
グローバルスタディーズ学部は、ディプロマポリシーで示した「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」にあたり、その素養を
有すると見なされた次のような人物の入学を求める。
● 異なる文化や習慣、価値観を学ぶ意欲および、それらを受け入れる素地を持ち合わせ、且つ自国や地域の文化、歴史、風土を学び他者に説明し理解してもらう力を習得する意志がある者。
● 英語によるコミュニケーション力を身に着ける意志がある者。
● 現代世界に対する広範な関心を持つ者。
● 自ら考え、なにごとにも挑戦し、やり遂げる意志がある者。
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部

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 情 報

P39へ

P39へ

P40へ

P40へ

P40へ

3/14 〜 3/22
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一般入試
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。

TYPEC

 〜POINT〜 一般入試 5つの特徴
１ 試験会場がえらべる （サテライト型）　新宿会場・立川会場・藤沢会場・小田原会場・ 町田会場・横浜会場

２ センター試験利用入試と同時出願で大幅割引

3 2学部併願無料

４ 特別給費生奨学金制度 最大96万円！ 返済不要

5 2科目受験

私は一般入試を選びました

サテライト型／出願期間 ： 12月22日（金）〜 1月16日（火）※締切日消印有効  窓口受付 ： 1月17日（水）／試験日 ： 1月20日（土）21日（日）／合格発表 ： 2月 8日（木）
 Ⅰ 期　　 　／出願期間 ： 12月22日（金）〜 1月24日（水）※締切日消印有効  窓口受付 ： 1月25日（木）／試験日 ： 2月 3日（土）4日（日）／合格発表 ： 2月 8日（木）
 Ⅱ 期　　 　／出願期間 ： 12月22日（金）〜 2月14日（水）※締切日消印有効  窓口受付 ： 2月15日（木）／試験日 ： 2月19日（月）　　　　 ／合格発表 ： 2月23日（金）
Ⅲ 期　　 　／出願期間 ： 2月15日（木）〜 3月 2日（金）※締切日消印有効  窓口受付 ： 3月 5日（月）／試験日 ： 3月 8日（木）　　　　 ／合格発表 ： 3月14日（水）

留学生入試TYPEE
AO方式       ／「志」AO入試と同様
一般方式 Ⅰ 期／出願期間 ： 12月 1日（金）〜12月 7日（木）／試験 ： 12/10（日）／合格発表 ： 12/13（水）
一般方式 Ⅱ 期／出願期間 ： 1月 4日（金）〜12月 5日（水）／試験 ： 3/13（火）／合格発表 ： 3/14（水）

選べる入試スタイル 自分にあった入試で合格のチャンスを広げよう！

指定校・公募制
推薦入試

TYPEB

TYPEA

 Ⅰ 期／出願期間 ： 10月20日（金）〜11月14日（火）／試験 ： 11/19（日）／合格発表 ： 11/23（木）
Ⅱ 期／出願期間 ： 11月20日（金）〜12月 5日（水）／試験 ： 12/10（日）／合格発表 ： 12/13（水）

私は推薦入試を選びました

「志」AO入試
「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、ぜひ挑戦してください！

 〜POINT〜 「志」AO入試 9つの特徴
１ 事前面談があるから、無駄な入学検定料を支払う必要はありません！

２ 事前面談日は、自由に 選べます！　＊面談日はたくさんあります！

３ すぐに、結果がわかる！ 　＊面談の当日に結果通知を発送します！

４ 試験は、面談のみ！ 

５ 小論文 も 筆記試験 もありません！

６ 特別給費生制度 もある！ 　＊基準に達した受験生から、奨学金（最大96万円）を給付します！

７ AO入試対策セミナー で対策できる！

8 併願 もできます！

9 大学に来れば指導を受けることができる！
 ＊ じっくりしっかり受験指導を受けることができます。志望理由書対策や面談練習もできます！ 大学の指導は以下で実施しています。
 ・ オープンキャンパス　・ AO入試対策セミナー　・ パーソナルツアー
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「継続」の場合 課題が出され、再度面談を行います
※ただし、面談最終日の「継続」はありません

同一AO入試期での
再エントリーはできません

出願できます「内定」の場合

「継続不可」の場合

1 2 3 5 6 7
4

「志」AO入試
受験の流れ

 Ⅰ 期／出願期間　  ： 8/ 1（火）〜22日（火）　 　／試験 ： 8/25（金）／合格発表 ： 8/29（火）　【事前面談 ： 8/1（火）、8/3（木）、8/4（金）、8/7（月）、8/17（木）、8/18（金）】
 Ⅱ 期／出願期間　  ： 9/11（月）〜10月17日（火）／試験 ： 10/20（金）／合格発表 ： 10/25（水）　【事前面談 ： 9/9（土）、9/23（土・祝）、9/30（土）、10/7（土）、10/8（日）、10/11（水）】
 Ⅲ 期／出願期間　  ： 11/20（月）〜12月13日（水）／試験 ： 12/15（金）／合格発表 ： 12/19（火）　【事前面談 ： 11/18（土）、11/25（土）、12/2（土）、12/3（日）、12/6（水）、12/10（日）】
Ⅳ 期／A 出願期間 ： 1/ 4（木）〜 2月16日（金）／試験 ： 2/21（水）／合格発表 ： 2/23（金）　【事前面談 ： 12/16（土）、2/9（金）、2/16（金）、2/23（金）、2/26（月）、3/1（木）、3/2（金）、3/7（水）】
Ⅳ 期／B 出願期間 ： 2/17（土）〜 3月 9日（金）／試験 ： 3/13（火）／合格発表 ： 3/14（水）　

＊事前面談は特別給費生対象

※面談を12/16、2/9に受験した内定者は出願時期をA、Bから選択可能です。面談が2/16以降の受験者の出願日程はBとなります。

お申込みはこちらから ▶
http://www.tama.ac.jp/admission/go/opencampus/

私は「志」AO入試を選びました

AO入試対策セミナーも開催しています！　
志望理由書完成講座・模擬面接 ・WEBエントリー 等について教職員がしっかり指導します。
7/17（月）、7/24（月）、7/25（火）、8/2（水）、8/9（水）、9/2（土）、9/17（日）、9/30（土）、10/7（土）、11/25（土）、12/3（日）

多摩大学インターネット出願の詳細は、     入試サイト http://www.tama.ac.jp/admiss ion/exam/ でご確認ください！
スマートフォンからでも

簡単に出願できます！

インターネット出願開始！！

Step1
出願登録
志望する学科や日程など、出願に必要
な情報を入力します。

Step2
入学検定料支払
クレジットカード、コンビニなどから選べ
ます。

Step3
出願書類郵送
顔写真や出願書類を、簡易書留速達で
郵送します。

ネット出願の流れ
支払いから書類郵送まで、すべて画面の案内に従うだけのカンタン手続きです

初めてなので、手続きが
ちゃんとできるか不安です・・・

メールアドレスは
必要ですか？

出願登録した内容を
後から変更したいのですが・・・

家にPCやプリンタがなくても
大丈夫ですか？

プリンタがない場合は、一部のコンビニにて、メディ
アリーダーを備えたコピー機があります。お持ちの
メディアに印刷が必要なPDFファイルを入れて、コ
ンビニ店頭へお持ちください。 ※やむを得ない事
情がある場合は、入試課（TEL.042-337-7119）に
直接お問い合わせください。

出願登録は、誰もが直感で理解できる
“画面の指示に従うだけ”のシステムで
す。また、手続きのポイントを「入試ガイ
ド」でご確認いただくと、より速く確実に
手続きできます。

必要ですが、フリーメール（GmailやYahoo
メールなど）や携帯電話のアドレスで構
いません。（携帯メールの場合は、ドメイ
ン“@gr.tama.ac.jp”を受信許可してく
ださい。）出願確認メール・入金完了メー
ルが届きますので、手続後も安心です。

入学検定料支払いの前であれば、何度で
も変更する（改めて最初から登録をやり
直す）ことができます。ただし、入学検定
料支払いの後は、出願内容の変更はでき
ませんのでご注意ください。

センター試験利用入試
「Ⅰ期」「Ⅱ期」「Ⅲ期」の3回のチャンスがあります。

TYPED

 〜POINT〜 センター試験利用入試 5つの特徴
１ 出願期間が選べる！ センター試験の後でも利用できる

2 一般入学試験と同時出願で 大幅割引

3 2学部併願無料

4 特別給費生奨学金制度 最大96万円！ 返済不要

5 高得点2科目で受験できる！

私はセンター試験利用入試を
選びました

Ⅰ 期／出願期間 ： 12月22日（金）〜 1月12日（金）※締切日消印有効／個別試験なし／合格発表 ： 2月 8日（木）
Ⅱ 期／出願期間 ： 12月22日（金）〜 2月14日（水）※締切日消印有効  窓口受付 ： 2月15日（木）／個別試験なし／合格発表 ： 2月23日（金）
Ⅲ 期／出願期間 ： 2月15日（木）〜 3月 2日（金）※締切日消印有効  窓口受付 ： 3月 5日（月）／個別試験なし／合格発表 ： 3月14日（水）
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●奨学金制度・学費ローン

●学費　（2017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％
※2016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3.050％※1 固定金利3.700％
※2016年4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4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://www.orico.tv/gakuhi/

【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、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】

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

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／宅地建物取引士／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

多様な国の
学生と意見を交わし
異文化理解の姿勢を
身につける

海外留学プログラムが充実していることは、多摩大学に入学を決めた主な理
由のひとつでした。念願が叶って、2年次から半年間の留学が決定。行き先はカ
ナダ・バンクーバーのブリティッシュコロンビア大学です。母国語禁止の環境の
中、とことん英語の勉強に取り組みました。授業はディスカッションが中心。例え
ば、リーディングの授業では、物語の読解が宿題として課され、その感想や登場
人物の心情をクラスのみんなと話し合います。中国や韓国、サウジアラビア、ス
イスなど、多様な国の学生と意見を交わす中で、文化の違いや性格の傾向が見
えてきたことは、興味深い体験でした。英語力はもちろんこと、異文化理解の姿
勢やコミュニケーション能力が養われたと感じます。

田口 杏
グローバルスタディーズ学部４年 ／ 
鎌倉女子大学高等部出身

留学体験者からのメッセージ

交換留学と
海外インターンシップで
国際感覚を習得

英語で何かを学びたいという思いから、グローバルスタディーズ学部の交換留学
プログラムを利用して、アメリカ・ジョージア州にあるバルドスタ州立大学への
1年間の留学を決めました。現地では、学部生に交じってマーケティングや国際
経営を履修。私は教科書の読み込みに時間がかかるほうだったので、授業以外は
つねに図書館で勉強の日々でした。この留学を通して、語学力を習得できたこと
はもちろんですが、それ以上に世界中から集まった留学生との交流を通して国際
感覚を身につけられたと思っています。多摩大学では海外研修プログラムが充実
していて、他学部の留学制度に参加することも可能です。自分の視野を広げる
ためにもどんどん海外へ飛び出していってほしいですね。

米倉 聡之介
経営情報学部 2017年3月卒業 ／ 
明星学園高等学校出身

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。

【長期プログラム】 ※2016年度実施
★  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）　★  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）　★  ビヌス大学（インドネシア）  

【短期プログラム】 ※2016年度実施
★ 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）／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　 ・ （株）ベネッセコーポレーション ELS 
Language Centers［サンフランシスコ（アメリカ）、メルボルン（オーストラリア）］・

（株）ベネッセコーポレーション ELS University English College［シドニー（オース
トラリア）］、サムライカレープロジェクト（カンボジア）

“志”の実現に向けて
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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

「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

基
本
理
念

教
育
理
念

「アジアダイナミズム」と向き合い、
パラダイム転換の時代を創造する高い志を持とう。

大学改革の『多摩大モデル』を創造する

メッセージ

「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“アクティブ・ラーニ

ングの多摩大”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、地域に根ざしてグローバル

な視界を持つ大学として、実践性の高い多摩グローカル人材を輩出するべく、一人ひとりの個性を活かし

「社会を生き抜いていくために必要な知性」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ICT、ビッグデータ、AI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。

寺島 実郎 多摩大学学長

久恒 啓一 多摩大学副学長

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、一般財団法人日本
総合研究所会長。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基本政策分科会委員、国土交通省 国土審議会計画推進部会委員、農林水産省・「食と農の景勝地」審査委員会委員長等兼任。1994年石橋湛山賞受賞。2010年4月早稲田大学名誉博士学位。近著
に、『シルバー・デモクラシー　戦後世代の覚悟と責任』（岩波新書）、『寺島実郎　中東・エネルギー・地政学―全体知への段階的接近』（東洋経済新報社）。その他主な著書は、『（寺島実郎監修）全47都道府県幸福度ランキング2016年版』

（東洋経済新報社）、『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）、『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20：59〜21：49）に出演中。

Message

多摩大は「現代の志塾」を教育理念とした実学教育に徹した大学です。

「現代」とは勃興する「アジアダイナミズム時代」であり、「志」とは、社会の不条理の解決のために自ら

の職業や仕事を通じて貢献することであり、「塾」とは、少人数のゼミ教育を意味しています。

最近の大学改革という国民的要請の中で、大学改革の「多摩大モデル」の創造を目指して教職員を

あげて取り組んでおり、「大学改革ランキング」で全国第一位の評価を得ています。この動きに参加し、

参画をしませんか。

九州大学法学部卒業。昭和48年日本航空株式会社入社、ロンドン空港支店、客室本部労務担当等を経て、本社広報課長、サービス委員会事務局次長を歴任。ビジネスマン時代から「知的生産の技術」研究会（現在はNPO法人）に所属し
著作活動も展開。日本航空を早期退職し、平成9年4月新設の宮城大学教授に就任。学生とともに成長する教育者、地域とともに歩む研究者、県立大学教授としての社会貢献という3つのテーマで活発に活動。著作や雑誌への寄稿や講演な
ど全国区で活躍する一方、宮城県では多数の審議会・委員会の委員などをつとめた。平成20年4月より多摩大学経営情報学部教授に就任。平成21年2月より学長室長。平成24年度より経営情報学部 学部長。平成27年度より多摩大学 
副学長(兼)経営情報学部 学部長。平成16年度より中国・吉林大学客員教授。平成20年度より宮城大学名誉教授。NPO法人知的生産の技術研究会理事長。

4タイプ採択されたのは、理工系
と医療・福祉がほとんどですが、
この中でも多摩大学が選定され
たのは学内ガバナンス、教職員
の協働が機能していることの
現れだと思っています。

詳細は、「改革総合支援事業」で検索　※文部科学省ＨＰに掲載

全学的な体制での教育の質的転換（学生の主体的な学修の充実等）を支援

＜評価する取組（例）＞
○全学的教学マネジメント体制の構築
○シラバスの改善（主体的な学修を促す教育課程の編成）
○学生の学習時間等の把握と充実
○学生による授業評価結果の活用
○外部組織と連携したproject-Based Learningの実施 等

国際環境整備、地域の国際化など、
多様なグローバル化を支援

○実践的な語学教育
○外国人教員・学生の比率
○地域のグローバル化への貢献等

※必須要件グローバル化対応ポリシーの策定。

産業界や国内の他大学等と連携した
高度な教育研究支援

○教育面を含む産学連携体制の構築
○長期インターンシップ
○交流協定に基づく単位互換の実施・交流実績
○教育プログラムの共同開発、共同研究、共同FD・SD 等

地域社会貢献、社会人受入れ、
生涯学習機能の強化等を支援

○自治体との包括連携協定の締結
○全学的地域連携センターの設置
○地域社会と連携した地域課題解決のための
　教育プログラム 等

※三大都市圏（過疎地域は除く）にある
　収容定員8,000人以上の大学等は対象外。

高大接続改革に積極的に取り組む大学等を追加的に支援（新規）

＜評価する取組（例）＞
○多面的･総合的な入試への転換
○高等学校教育と大学教育の連携強化
○アドミッションオフィス等の組織改善
○追跡調査など選抜方法の妥当性の検証 等

タイプ1　教育の質的変換

タイプ4　グローバル化タイプ3　産業界・他大学等との連携タイプ2　地域発展

4タイプ採択
9校

3タイプ採択　35校

2タイプ採択　136校

1タイプ採択　277校

採択なし　259校

多摩大学
東北福祉大学、国際医療福祉大学、

東京都市大学、芝浦工業大学、武蔵野大学、
金沢工業大学、福岡工業大学、長崎国際大学

杏林大学、千葉商科大学 他

青山学院大学、学習院大学、慶應義塾大学、中央大学、
東京理科大学、東洋大学、明治大学、立教大学、早稲田大学 他

桜美林大学、成蹊大学、専修大学、大東文化大学、高千穂大学、玉川大学、
東京経済大学、日本大学、法政大学、明治学院大学、和光大学、神奈川大学 他

多摩大学は
昨年3タイプ採択

申請：716 校（大学・短大・高専）

文部科学省 私立大学等改革総合支援事業

教育の質的変換、地域発展、産業界・他大学等との連携、グローバル化などの改革に全学的・組織的に積極的に取り組む大学を選定

私立大学全国改革ランキング2016
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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

湘南キャンパス
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。

天気が良ければ富士山も見えるほど見晴
らしがいい食堂「Felica（フェリカ）」。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。

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。

17分
町田
19分

JR山手線

東京
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品川
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溝の口

登戸

長津田
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不動 分倍
河原

バスバス

バスバス

徒歩徒歩

西国分寺 吉祥寺

調布

府中

府中
本町

聖蹟
桜ヶ丘

湘南
キャンパス
湘南

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
品川

サテライト

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

※多摩キャンパスのみ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 「多摩市立聖ヶ丘小学校」 とご入力ください。

③図書館④Ｔ‐Studio

多摩キャンパス
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。

授業科目等に関する学生の質問・相談等に
応じるオフィスアワー制度を行うための教
育サポートスペース。職員室の役割ですが
驚くほどにアットホームな空間です。
　　

※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♪

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

2
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