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多摩大学なら、きっと変われる。
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まだ体験したことがない学びが
きっとある！

【オープンキャンパス開催日程】

5/27  SUN　   6/17  SUN　   7/15  SUN　　    7/29  SUN

8/ 5  SUN　   8/26 SUN　   9/23  SUN　   10/28  SUN

11/ 3  SAT 4  SUN
 学園祭（多摩キャンパス・湘南キャンパス）同日開催

11/25  SUN 

将来はホテルなど観光に関わる仕事に就きたいと考え、志望校選
びをしていました。いくつかの候補の中から多摩大学を選んだきっ
かけは、初めて足を運んだ学校見学での職員や先輩の対応の良さ
でした。将来の夢や不安をじっくりと聞いてくれ、親身なアドバイス
をいただきました。急遽参加させてもらった実際の英語授業では、
先生と学生の距離が近いことを体感。ここでなら自分の夢を叶えら
れると感じました。その後、参加したオープンキャンパスで自分の大学
選びが間違っていなかったことが再確認できました。以前、対応し
てくれた先輩が学生スタッフとして対応してくれて模擬面談の参加
を勧めてくれました。AO入試を緊張せずに受けられたのは、この
模擬面談のおかげだと思っています。

親身になって対応してくれる説明会やオープンキャンパス。
AO入試の不安を解消し、安心して受験できました

内藤 歩
グローバルスタディーズ学部 1年
日本大学藤沢高等学校出身

イベント企画の仕事に興味があり高校の先生に相談したところ、多
摩大学を紹介され、オープンキャンパスに参加することにしました。
偶然にも体験授業はイベント企画。学生たちが積極的に発言してい
る様子や、自分たちだけで大きなイベントを開催していることを知
って、入学への意欲が一気に高まりました。ただ、緊張して授業に
集中できなかったことから、オープンキャンパスにはもう一回参
加。先生や先輩方が、私を覚えていてくれて、とてもうれしかったで
す。AO入試対策セミナーでも先生に丁寧なアドバイスをいただき、
気軽に話しかけられる雰囲気を実感しました。今後、イベント企画
のゼミに入るのが楽しみです。

オープンキャンパスは２回以上行くのがお勧め！
より詳しく多摩大学を知ることができます

海老原 実夢
経営情報学部 1年
神奈川県立生田東高等学校出身

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、
志望理由書完成講座、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/

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。

Your Growth story begins

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

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・・・

Open Campus 2018

本パンフレットで、
先輩の成長ストーリーを

紹介しています。 

詳しくは
次のページへ ▶

Voice



先生たちの
全力サポートを受けて
ビジネスの現場を体験し、
実践力を養う
佐藤 朱音
株式会社ファンケル勤務
経営情報学部 2018年3月卒業 ／ 桐朋女子高等学校出身
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多彩なグローバル体験と
真剣な就職支援が
困難な夢の実現を
後押ししてくれた
猪又 菜那
日本航空株式会社勤務
グローバルスタディーズ学部 2018年3月卒業 ／ 新潟県立直江津中等教育学校出身

My Growth Story
School of 
Management 
and 
Information 
Sciences

School of 
Global 
Studies

多摩大学を選んだ理由は、英語を使ってさまざまな分野を学びたいと思っ
たことです。1年次の英語集中教育（AEP）はとてもハードでした。もともと
英語に自信を持っていた私でも圧倒されるくらいです。しかし、AEPで頑
張ったからこそ2年次からの専門分野をしっかりと学べたのだと思います。
春と秋に発表される成績優秀者への奨学金をモチベーションにして、厳し
い勉強を乗り越えました。TOEIC®のスコアは4年間を通して300点近く
アップ。努力が成果に結びついたことは、かけがえのない自信になります。

ボランティアサークル「ザイオンズ・クラブ」での経験はとても貴重です。
3年次の夏にフィリピンで家を建てる活動を行い、そのチームリーダーを務
めました。現地の人との交流がうまくいかないこともありましたが、積極的
に関わっていくことで、次第に心を通わせることができ、最後には第二の
家族といってもいいくらいの関係になりました。また、太田ゼミではインド
へ出向き、現地の大学生と若者文化について発表し合う機会にも恵まれま
した。日本にいただけではわからないことや感じないことを現地で学び、
視野が広がっていきました。

エアライン講座や就職支援講座では、小さいころからの憧れだった航空業
界への道を真剣に考える機会となりました。模擬面接やES添削では、厳し
い指摘を受けたこともありましたが、常に緊張感を持って臨むことがで
き、この体験がなければ航空会社の内定は実現しなかったかもしれませ
ん。現役で働いている先輩方から話を聞く機会も多く、最終的な会社選び
の参考になりました。多摩大学では最初の一歩さえ踏み出せば、どんどん
可能性と視野を広げていくことができます。多様な価値観にふれた4年間
の経験をもとに、キャビンアテンダントとしての実績を積んでいきたいと
思います。

※ AEP： Academic English Program （P29参照）

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

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
高校時代は、新体操一筋。全国優勝を果たすほど、真剣に打ち込んでいまし
た。高校卒業と同時に新体操を辞めることを決意したのは、健康に関わる
仕事に就きたいという夢があったから。そして、夢の実現に向けて、経営や
経済を学ぶために多摩大学を選びました。入学後は、将来やりたいことを決
め、マーケティングを中心にデータ解析やプログラミングなどの授業を選
択。同時に、寺島学長のインターゼミにも参加しました。「地方創生」や「総
合型リゾートのカジノ」など、さまざまなテーマについて大学院生や社会人
の方々と一緒に研究しました。学生のうちから社会人の方と接することは、
ビジネスのコミュニケーション能力を身につける上で役立ちました。

2年次からの奥山ゼミでは、小豆島の島おこしプロジェクトに参加しまし
た。若者を島に呼び込むための戦略として、ブライダル業界とのコラボ企画
を提案。実際に何度も島に足を運んで練り上げていきました。またプロジェ
クトゼミでは、大手広告代理店に通い、若者のトレンド分析を担当。街頭ア
ンケートを実施して記事にまとめたものは、オンラインニュースに掲載され
ました。大学では「経験していないことにチャレンジする」と決めていまし
た。それを可能にしてくれたのが多摩大学だと思っています。先生と学生の
距離が本当に近いので、行動さえ起こせば、先生が全力でサポートしてくれ
るからです。

就職活動でも、寺島学長やキャリア支援課の先生に、とてもお世話になりま
した。健康に関わる仕事がしたいという当初の考えは変わっていませんでし
たが、そのことを先生に話した時「それは目標ではなくただの憧れでしょ
う」と指摘されたことが印象に残っています。この一言で奮起し、夢を具体
的な目標に変えることができました。ファンケルでは、サプリメントの開発
や宣伝を通して、若年層に対して、健康について考える機会を提供していき
たいと考えています。その上で、多摩大学で身につけた実践力は必ず生きる
と思います。



My Growth Story
経営情報学部で学んだ先輩の成長ストーリー

入学前は鉄道の仕事に就きたいと思っていまし

た。しかし、さらに自分の可能性を広げるために、

多摩大学に入学を決意。入学後は、少しでも気に

なった授業は、積極的に履修するようにしていま

した。遅刻はせずに必ず１限から授業に出るこ

と。そして、課題は必ずその日のうちに取りかかる

こと。2つのルールを自分に課して、将来の道を模

索していた時期だったと思います。

石川ゼミでは、地域の小学校で英語を教えるプ

ロジェクトに参加していました。ただ一方的に教

えるだけでは、子どもたちは興味を示してくれま

せん。遊びを取り入れ、子どもたちを巻き込むこ

とが大切です。英語のカルタを使ったときは、目

をきらきらと輝かせていたことが印象的です。ゼ

ミでの交流体験を通して、地域に貢献したいとい

う気持ちが強くなりました。

大学では自分を変えたいという気持ちがありました。

実は石川ゼミを選んだのも苦手な英語を克服するた

めです。その目標を達成すると同時に、地域に貢献す

る仕事に就くという新たな目標もできたことは、大き

な収穫です。積水ハウスに入社を決めたのは、住宅販

売を通して地域の発展を支えたいという思いから。

一生に一度の大きな買い物をするお客様に満足して

もらうため、ベストを尽くしたいです。

下井直毅先生の経済ゼミで4年生の送別会。
大学の授業とは違う考え方を知ることができるゼミは、とても新鮮でした。

アクティブ・ラーニングのプログラムで、小豆島へ観光視察に行きました。
現地の産業などを研究し、地域がかかえる問題と向き合いました。

「多摩未来奨学生プロジェクト」の多摩未来提言発表会で、後輩と。
他大学の学生との交流もでき、視野が広がりました。
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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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奥山雅之先生のゼミ研究で小豆島ヘ。美しい自然のなかで、
地域の人たちとふれあったことから、地域貢献への気持ちが強まりました。

休日は、野球やサッカーの試合を観戦し、好きなスポーツチームを応援。
友だちと一緒に大声を出して、リフレッシュできる大切な時間です。

石川晴子先生のゼミの一環で、地域の交流祭に参加。
皿まわしやドミノ倒しなどを行い、地域の方 と々の交流を深めました。

濱島 健吾
イオンリテール株式会社勤務
経営情報学部 2018年3月卒業
日本工業大学駒場高等学校出身

成 長 して 社 会 へ

成 長 して 社 会 へ
数野 徹
積水ハウス株式会社勤務
経営情報学部 2018年3月卒業
大東学園高等学校出身

入学当時の私
ビジネス経験豊富な先生が
疑問をその場で解決してくれる

私を変えた出会い
インターゼミで社会に出る前に
社会人に必要な素養を学ぶ

志を持って学んだ毎日
多摩大学で学んだことを
地域で、そして全国で活かす

入学当時の私
興味の幅や可能性を広げるために
自分のルールを決める

私を変えた出会い
子どもたちとの交流を通して
地域貢献に興味を持つ

志を持って学んだ毎日
苦手を克服すると同時に
新たな目標に向かって前進する

多摩大学のアクティブ・ラーニングは、地域と密に結びついています。最も分かりやすい例が、ゼミのフィールドワーク。多摩地域を中心に、企

業や行政、教育機関など、さまざまな人々と関わりながらプロジェクトを進めていきます。年齢や背景が異なる人々と交流することにより、実社

会に役立つコミュニケーション能力と主体性が培われます。地域貢献のやりがいと自分自身の成長、その両方を実感できることが魅力です。

プロジェクト型の地域学習が
コミュニケーション能力と主体性を伸ばすStory 2

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」も培います。

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Story 1

起業に興味があったため、産業界出身の先生が

多い多摩大学の環境が魅力的でした。少人数制

のため、ビジネス経験の豊富な先生たちから、近

い距離で教えてもらえることにも期待しました。

実際、学生が10人に満たない授業も多く、その場

で疑問を解決できることは大きなメリットです。

入学前に比べ、手を挙げて質問することに抵抗が

なくなりました。

インターゼミでは、地方創生班に所属し、大学院

生や社会人、教職員とともに活動しました。調査

対象地域に足を運び、地域の人々の声を聞けたこ

とは貴重な体験です。アポイントの取り方をはじ

め、先輩方から多くのアドバイスをもらい、社会で

必要なことを学ぶ機会となりました。地方創生に

も興味を持つようになり「多摩未来奨学生プロジ

ェクト」参加のきっかけになりました。

産・官・学連携の「多摩未来奨学生プロジェクト」

は、12大学の学生による多摩活性化の取り組み。

その中で産業企業グループに所属し、中小企業の

課題である人材確保を解決するために、マッチン

グアプリの開発を提案。ゼミで鍛えられたことを

生かせたと自負しています。日本各地に店舗をも

つイオンに入社が決まり、さまざまな地域に貢献

できたらと思っています。
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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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My Growth Story
経営情報学部で学んだ先輩の成長ストーリー

先生に勧められ、済州島（韓国）の短期留学へ参加。現地の皆さんとの交流を通して
苦手な語学にも、積極的に取り組むようになりました。

たまサポのメンバーはとっても仲が良く、
一致団結してオープンキャンパスなどのイベントを盛り上げました。

大森拓哉先生のゼミの先輩方と。私たちが研究している経営心理学の魅力を、
高校生の皆さんに伝えるために頑張りました。

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。

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。

現 在 、成 長 中！

現 在 、成 長 中！

岸 遼太郎
経営情報学部4年
神奈川県立麻生総合高等学校出身

廣野 樹梨
経営情報学部3年
立川女子高等学校出身

将来、何をしたいのか分からず大学選びは悩みま

した。そんなとき高校の先生から紹介されたのが

多摩大学。実際にオープンキャンパスに行ったと

ころ、先生と学生の距離がとても近く、面倒見の

いい大学だと感じました。模擬授業でも先生と

学生が活発に意見を交わしているのが印象的で

した。多摩大学なら、きっと自分のやりたいこと

が見つけられると実感しました。

多摩大学の特徴は程よい大きさ。だからすぐに学

生同士が仲良くなれます。それは先生との関係も

同じ。授業は少人数制なので、先生とも密にコミ

ュニケーションがとれます。所属する大森ゼミで

は、心理情報学に関わることなら研究テーマは自

由。実地でデータをとり、心理・行動実験を行っ

ています。学生の主体性を尊重してくれる環境が

気に入っています。

周囲にはモチベーションの高い学生が多いので、

目指す道は違っていても、互いに切磋琢磨できるこ

とが励みになっています。自分の目標は、演技の仕

事をすること。その一歩としてモデルの仕事やボイ

スレッスンを始めています。心理学を学んだことで

人間の行動原理を理解するための素養が培われま

した。このことは将来、演技の仕事をする際にもき

っと役立つと思っています。

入学当時の私
オープンキャンパスで
先生と学生の距離の近さを実感

入学後の私
主体的に動けば、
好きなことが学べる環境

志を持って学ぶ毎日
互いにモチベーションを
高めながら夢を実現できる

多摩大学を選んだきっかけは、オープンキャンパ

スに参加したとき、先生が1対1でさまざまな相談

に乗ってくれたことです。経営学を学びたくて、他

大学も視野に入れていましたが、多摩大学ほど親

身になってくれた大学はありません。その後、受

講したAO入試対策セミナーで、少人数制の魅力

を改めて実感。こじんまりしたキャンパスの雰囲

気にも魅かれ、入学を決めました。

2年次からは大森ゼミで心理情報学を学んでい

ます。その一環で、全国の大学が集まる高校生向

けの進学イベントに参加しました。ゼミで学んだ

心理学などを活かすことで、高校生の気持ちを

理解し、イベントをもっと盛り上げて多摩大学の

PRに貢献したいと考えています。また、韓国への

海外研修を通して語学への興味も広がっていき

ました。

授業以外では「多摩大サポーターズ」という学内

アクティビティに参加し、リーダーとしてオープン

キャンパスを盛り上げるためのイベントを開催し

ています。さらに地域でも多摩大学をPRするた

めに、ゼミとコラボして駅前心理学研究所という

イベントを企画。多摩大学のさまざまな活動を通

して、将来は人々を楽しませる仕事に就きたいと

思うようになりました。

入学当時の私
先生と学生との距離の近さを
入学前から実感

入学後の私
心理学のゼミを通して
高校生たちに多摩大学をPR

志を持って学ぶ毎日
さまざまな活動を通して
将来に夢が見えてきた

参加型の学びを体験する中で
多くの人と出会い、志が明確になっていく

自分のやりたいことを見つけ、
それを応援してくれる先生や仲間に出会えた

Story 4

Story 3
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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 My Growth Story

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

もっと英語を勉強したいという思いから、英語集中

教育（AEP）を行っている多摩大学に入学を決めま

した。完全に英語のみで授業が進められるAEPに

加えて、その他の授業でも頻繁に英語の資料が使

われるなど、まさに英語漬けの毎日。語学力を上げ

なければというプレッシャーを感じましたが、それ

を乗り越えたことで、TOEIC®の点数は1年間で

150点以上もアップしました。

教職課程を履修しようと思ったのは、資格として持

っていてもいいかなという軽い気持ちから。しかし

金本先生の授業を通して、教師になりたいという思

いが次第に強くなっていきました。授業の組み立て

方や教育指導の方法、多くの具体的なアドバイスを

していただき、自分の教師像を模索するきっかけに

もなりました。おかげで、教育実習では満足のいく

授業を行うことができたと思います。

金本先生の紹介で学校ボランティアに参加し、小

学校で担任補助を務めました。教育現場で新た

に見えてくる課題を、大学に持ち帰って先生に相

談。教わったことは、次回に活かすように努めま

した。そのサイクルを経験する中で、実践力が向

上した手応えが得られました。生徒の成長は教師

次第。生徒の興味をかき立てるような授業づくり

を目指していきたいと思います。

父の仕事の関係でアメリカに滞在後、多摩大学グ

ローバルスタディーズ学部に編入しました。もちろ

ん英語には自信がありましたが、実際に授業に参

加してみると、専門的な英語が多く唖然としまし

た。帰国子女の学生が多かったこともあり、授業に

ついていくだけでやっと。予習復習は欠かせません

でした。その甲斐あって、スピーキングとリーディン

グは格段に伸びた実感があります。

4年間で、TOEIC®は200点以上アップ。それは、

授業のレベルの高さだけでなく、分からないこと

はその場で質問し、解決できた少人数制のおか

げだと思います。ゼミでは、実際にレストランな

どへ行って、一流の接客とは何かを肌で感じ取る

ことができました。国際観光について学び、昔か

ら憧れだったキャビンアテンダントになりたいと

いう気持ちが強くなっていきました。

就活前からキャリア支援講座を受講しました。心構

えはもちろん、業界研究や自己分析の方法、面接練

習などを通して実践力を身につけることができまし

た。また、エアライン講座では、現役キャビンアテン

ダントや内定をもらった先輩方からのアドバイスが

もらえます。無事に全日本空輸に就職することがで

きたのは、多摩大学の手厚いサポートのおかげ。とこ

とん活用することをお勧めします。成 長 して 社 会 へ
堀井 大樹
城南静岡高等学校勤務
グローバルスタディーズ学部 2018年3月卒業
三浦学苑高等学校出身

成 長 して 社 会 へ
渡邉 世佳
全日本空輸株式会社勤務
グローバルスタディーズ学部 2018年3月卒業
向上高等学校出身

英語教育に加えて、高度なサービス人材に成長できるカリキュラムが、グローバルスタディーズ学部の強みです。ゼミのフィールドワークやエ

アライン講座を通して、トップクラスの接客技術を体験し、そのエッセンスを学ぶことができます。英語という土台の上に、実践を重視した学

びを積み重ねることで、航空業界への就職という高いハードルを超えることができました。

グローバルスタディーズ学部では、日本にいながら、とことん英語に浸ることができます。1年次の英語集中教育（AEP）をはじめ、授業では

英語が飛び交っています。その環境に身を置くことで、驚くほど英語力を伸ばすことができました。たとえ入学時に英語に自信がなくても、ひ

とつひとつの課題を丁寧に乗り越えていけば、4年間で苦手意識を払しょくできるはずです。

「英語苦手」から「英語教師」へ

憧れのCAへの夢を実現

入学当時の私
英語漬けの毎日を乗り越え
TOEIC®150点以上アップ

私を変えた出会い
軽い気持ちで始めた教職課程
先生の指導で次第にのめり込む

志を持って学んだ毎日
学校ボランティアを通して
教育現場の「今」を体験

入学当時の私
自信のあった英語で苦戦
本当の実力が身についた

私を変えた出会い
少人数制のレベルの高い授業で
TOEIC®200点以上アップ

志を持って学ぶ毎日
先輩たちのアドバイスで
昔からの憧れを実現

Story 6

Story 5
アメリカの大学でヨガ講師資格を取得している時に、
クラスメイトとフィールドトリップへ行きました。

一ヶ月間タイへ単身ボランティアへ行った際、
英語教育ボランティアで出会った子供たちとの一枚。

湘南キャンパス10周年の年の学園祭で、
装飾担当として、記念オブジェを制作しました。

教職課程ならではの地域交流活動である「親子理科教室」。
アットホームな環境で楽しく勉強してもらえるよう努力しました。

教職課程の醍醐味はやっぱり教育実習にあります。
この教職課程でしか味わえない貴重な体験でした。

教職課程の学生は、先輩も後輩もみんな仲良し。
心配事や悩みがあっても、すぐに相談できる、力強い仲間たちです。



11　｜　TAMA UNIVERSITY GUIDEBOOK TAMA UNIVERSITY GUIDEBOOK　｜　12

英語集中教育（AEP）があるから、
英語力が向上していくことを実感できる！ My Growth Story

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

学校生活また私生活と充実した時間をともに過ごした
「REALIZE」のメンバーと湘南台の街へ。

同じ夢をともに目指す良き仲間との時間は、欠かせません。

サークルや学生会などのリーダーが集結し行った研修会の1コマ。

英語にあふれた環境の中で
苦手意識を乗り越え、楽しみながら成長

成長を促してくれる仲間とともに
教職課程や地域貢献活動にチャレンジ

もともと英語には、苦手意識を持っていました。大

学選びで、ターニングポイントになったのは、合同

大学説明会です。安田学部長の話を聞き、2020

年の東京オリンピックに学生スタッフとして関われ

ること、英語集中教育（AEP）があることを知りま

した。さらに、少人数制を敷いていることが決め

手に。先生との距離が近いため英語が苦手でも成

長できると思い、多摩大学を選びました。

入学当初、英語だけで授業が行われる英語集中教

育（AEP）に抱いていた不安は、自分のレベルに合

ったクラスに入れることで払しょくされました。高

校時代の授業と異なり、多摩大学では映像を見な

がら授業を行うなど、楽しみながら成長を実感で

きます。ジェスチャーを交えながらですが、英語で

のプレゼンテーションもやり抜くことができ、少し

ずつ自信が増していったように思います。

コア科目では「哲学」を選択。英語で行われる授

業なので、毎回の予習・復習は欠かせません。そ

のため、自然と学習習慣が身についていきまし

た。現在はカナダへの短期留学を計画中。現地で

しっかり異文化体験を積めるよう、今のうちに、

基礎となる英語力を磨かなければと考えていま

す。将来は海外で働くことを視野に入れ、多摩大

学のくれたチャンスを目いっぱい活かします。

現 在 、成 長 中！

現 在 、成 長 中！金子 遥
グローバルスタディーズ学部3年
藤沢翔陵高等学校出身

蟻川 七菜
グローバルスタディーズ学部2年
鎌倉女子大学高等部出身

入学当時の私
好きなのに苦手な英語
克服するために多摩大学へ

入学後の私
英語集中教育（AEP）が
英語への自信を培う

志を持って学ぶ毎日
高いハードルを越えるために
学習習慣が身につく

高校3年生の時に参加した多摩大学のサマースク

ールが、入学を決めた大きなきっかけです。ライ

ティングやリーディングの模擬授業を受ける中

で、短い文章が長文に発展していくおもしろさを

体験し、もっと英語を深く学びたいという気持ち

が膨らんでいきました。小さいながらもおしゃれ

なキャンパスや、先生と先輩方から感じられる

アットホームな雰囲気も気に入りました。

オープンキャンパスの運営に携わったとき、知り

合った先輩の行動力に憧れ、何事にもチャレンジ

することを心がけています。地域貢献活動サーク

ル「REALIZE」に所属し、藤沢市観光協会の情報

を英語で発信したり、地域の清掃活動「ぶらりご

み拾い in 六会」を開催したり、活動は多岐に及んで

います。学園祭の運営や、海外留学生へのサポー

トにも関わり、充実した日々を送っています。

中学校の教師を目指しているので、金本先生の教

職課程が役に立っています。いじめや暴力など、

教育現場で起きている問題についてディスカッシ

ョンを行う中で、自分の考えを発信する力、みん

なの意見を受けて考えをブラッシュアップしてい

く力が身につきました。授業のない時も自習を行

うようにしており、仲間から刺激を受けながら、

濃密な勉強ができています。

入学当時の私
英語の学習意欲が刺激された
サマースクール体験

入学後の私
行動的な先輩に憧れ
何事にも挑戦する毎日

志を持って学ぶ毎日
仲間とのディスカッションが
成長につながっていく

大学の事前学習で仲良くなった新入生の仲間と
入学式で写真を撮りました。

進学相談会に大学のスタッフとして参加しました。
はじめてのスタッフでしたが先輩とも親睦が深まりました。

仲良くなった留学生たちと江ノ島のシーキャンドルを見に行きました。
地元の人とも仲良くなることができて良い経験になりました。

Story 8

Story 7



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

「100年人生を見据え、
アジアダイナミズムとＡＩ・ＩｏＴ時代を生き抜く人材へ」

大学改革の『多摩大モデル』を創造する

多摩大学は、開学以来の伝統である“実学”を柱とし、少数ゼミを中心に多彩な教授陣が学生を育てる大学です。
私が主宰するインターゼミ（社会工学研究会）では、両学部生、社会人大学院生と13名の教授陣で文
献研究とフィールドワークによる「課題解決型のグループ研究」をおこないます。監修するリレー講座で
は、各分野における第一線の専門家を多摩大学に招き、現代世界を深く理解し、時代認識を的確にす
るための講座を展開し続け12万人を超す参加者を得ています。
皆さんは、異次元の高齢化社会というべき100年人生を見据え、仕事のみならず、人間としての生き方・
思想・哲学・宗教・価値観を含めて、どのように人生を生きていくのかを大学時代に考え始めなくてはなりません。
多摩大学では、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ＡＩ・ＩｏＴの新しい情報技術ネットワーク革命の時代に胸を張って社会に出ていくために、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、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、スーパー・メガリージョン構想検討会委員等兼任。1994年石橋湛山賞受賞。2010年4月早稲田大学名誉博士学位。近著に、『ひとはなぜ戦争をするのか　脳力のレッスン
Ⅴ』（岩波書店）、『ユニオンジャックの矢　大英帝国のネットワーク戦略』（ＮＨＫ出版）、『シルバー・デモクラシー　戦後世代の覚悟と責任』（岩波新書）。その他に、主な書著は、『寺島実郎　中東・エネルギー・地政学―全体知への体験的接近』

（東洋経済新報社）、『（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』（Ｎ
ＨＫ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、『週刊寺島文庫　寺島実郎の未来先見塾』（BS11毎週金曜日 20:59～21:49)にMCとして出演中。

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。

1950年大分県生まれ。九州大学法学部卒業。1973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、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」研究会に所属し著
作活動も展開する。1997年日本航空を早期退職し、新設の宮城大学事業構想学部教授に就任。学生部長、大学院研究科長、学長補佐などをつとめる。著作や雑誌への寄稿、講演など全国区で活躍する一方、多数の審議会・委員会の委
員などをつとめる。中国・吉林大学客員教授。2008年多摩大学経営情報学部教授に就任。2009年学長室長。2012年度より経営情報学部長。2015年度より副学長を兼務。2017年度より 副学長。現在、NPO法人知的生産の技術研究
会理事長。大いなる多摩学会副会長。日本未来学会理事。著書は、『図で考える人は仕事ができる』（日本経済新聞社）、『図解で身につく！ドラッカーの理論』（中経の文庫）、『遅咲き偉人伝－－人生後半に輝いた日本人』（PHP研究所）、『偉
人の命日366名言集』（多摩大出版会）など、100冊を超える。

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。 4タイプ採択

9校

文部科学省 私立大学等改革総合支援事業「私立大学全国改革ランキング2016」より

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

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 全国1位
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学長・副学長メッセージ

実学を柱とした教育で、
これからの100年を生き抜く

人材を育成します

    多摩大学5つの魅力

アクティブ・
ラーニング

グローバル・
地域・

ITビジネス

4年間ゼミ

就職率

学長主催の
インターゼミと
リレー講座

Message



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、グローバルビジネス入門、
ホームゼミ  など

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、業界研究Ⅱ、ブランドマネジメント、
ホームゼミ など

経
営
情
報
学
部

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」が大切です。
この「問題解決力」を習得するためには、まず問題を発見する力が求められます。多摩大学では「産業社会論」を学
ぶことで、産業社会や多摩大学、世界潮流に触れ、問題意識を高めていきます。しかし、問題を発見する力がつい
ても、解決するすべをもたなければ、社会には貢献できません。そこで、次に「問題解決学」を学ぶ段階へと進みま
す。プログラミングや語学、統計、分析、経営理論など、学生それぞれの素養や目標に合ったさまざまな解決手法
を身につけていきます。その上で、今後、どういった問題解決が社会をリードすることになるのか、未来を見通す
力を育むために「最前線事例」の学びを用意しています。この3つの過程を登っていくためには、世の中をより良く
しようとする意思＝「志」が必要です。多くの熱意ある企業人と出会う機会を設けていますが、その想いにふれるこ
とで、きっと「志」は芽生え、成長するものだと考えています。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。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、学生は国内外の

「問題」の現場に向き合います。近年ではとくに、高大接続プログラムの発展がめざましく、学生と生徒が協力し、
地域活性化などのプロジェクトに取り組んでいます。このような時代に先駆けた取り組みの中で、学生は、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・教授

学部長

PICK UP! 先生に聞く
経営情報学部のゼミ 2 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

PICK UP! 先生に聞く
経営情報学部のゼミ 1 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2,000回（年100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
8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
ちに共感できる力を養います。
心が揺さぶられる命のお話を
聞くために、毎年、被災地のヒヤ
リングを行っています。

共感力

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
※2019年度再課程認定申請中
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大森 拓哉 教授
【プロフィール】
筑波大学第三学群基礎工学類構造工学専攻卒業。東京工業
大学大学院総合理工学研究科システム科学専攻修士課程
修了。東京大学大学院総合文化研究科広域科学専攻博士課
程中退。東京大学大学院総合文化研究科助手を経て現職。

【担当科目】
ビジネス数学基礎、教育心理学、プレゼミⅠ•Ⅱ、ホームゼミ など

金 美徳 教授
【プロフィール】
早稲田大学大学院国際経営学修士・国際関係学博士課
程修了。（株）三井物産戦略研究所、三井グループ韓国
グローバル経営戦略研究委員会委員を経て、現職。

【担当科目】
アジア経済論Ⅰ、韓国経済論、グローバルビジネス入門、
インターゼミ（寺島学長ゼミ）、ホームゼミ  など

小林 英夫 教授
【プロフィール】
慶應義塾大学経済学部卒業、慶應義塾大学大学院経営管理研究
科修士課程修了、神戸大学大学院経営学研究科博士後期課程修
了、博士（経営学）。日本アイ・ビー・エム株式会社などを経て、現職。

【担当科目】
経営組織Ⅰ•Ⅱ、ビジネス入門、ベンチャー企業論、プレゼ
ミ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 6

PICK UP! 先生に聞く
経営情報学部のゼミ 4 情報は自ら集め、的確に分析し、発信すること

その中で高度情報化社会に必要な資質を磨く！
「本物」を体験できる環境が
真のグローバル人材への成長を促す！

人間のあいまいな心理や行動を、どのようにして明らかにするか。このテーマに対して、
心理学と統計学の2軸で挑みます。テーマは学生たちに任せ、日常生活の中で疑問に思っ
ていることを選んでもらいます。ポイントとなるのは、実験や調査によってデータを集め、
それを分析して、きちんと証拠に基づいた答えを導き出すこと。例えば、遊園地のジェット
コースターやおばけ屋敷。飴をなめながら、目隠しをしながら、耳栓をしながら、といったよ
うに条件を変えることで、「怖さ」という心理に起こる変化を明らかにしていきます。調査と
分析を積み上げていくうちに、客観的な考え方や説得力のある言動が身につくはずです。

大きなテーマとして経営と起業を掲げています。中でも重視するのは、情報と戦略。学生が興
味を持っている企業や業界をテーマに選び、情報収集や分析、発信に取り組んでもらいます。
そのプロセスを繰り返していくうちに、今後、日本企業が発展するためには、アジア経済の情
報、知識が必要不可欠だということが見えてくるでしょう。学生には「現場」の体験を積み、時代
認識を深めてほしい。その思いから、高大接続アクティブ・ラーニング研究会など、好奇心を掻
き立てるさまざまな場を用意しています。本当の教育とは、学生と教員が切磋琢磨して知識を
創造することだと考えています。創造した知識を活かし、ともに課題を解決していきましょう。

学生が日ごろ感じていることに、研
究の種が眠っています。においや
味覚といった感覚的なことでも実
験テーマに発展させていきます。

高大接続アクティブ・ラーニング研
究会の活動で、東京・丸の内の企業
を訪問。実社会で活躍する社長から
貴重な話を聞くことができました。

調査結果を１枚のポスターのまとめ
「統計グラフ全国コンクール」に毎
年出品しています。これまでに入賞
したこともあります。

静岡・伊東で行われた2泊3日のゼ
ミ合宿では、自己分析や論文発表
に取り組みます。学生と教員の絆
を深め、相互成長を図っています。

年2回のゼミ合宿では、遊園地や
スキー場などで行動実験を行いま
す。ドキドキ感や恐怖感などのデー
タを取って分析します。

世界経済をけん引する東アジア経
済を、わかりやすく紐解いています。
先入観にとらわれず、アジアビジネ
スの最前線に触れてみてください。

何を学ぶ？何を学ぶ？何を学ぶ？何を学ぶ？

何を学ぶ？身につく力何を学ぶ？身につく力
直感や経験に頼らず、自分で調
べて集めた情報を分析し、根拠
をもって結論を出すこと。この
プロセスを何度も繰り返し、的
確な情報収集力や、情報から結
論を引き出す分析力を修得し
ていきます。

ITを使いながら企業や業界の独
自戦略を分析していくことで、ICT
やIoTといった情報の活用技術だ
けでなく、企業情報と国際情報も
身についていきます。この2つの
情報力を鍛えることが、国際社会
で活躍する上で欠かせません。

収集・
分析力情報力

どんなに情報収集と分析を重
ねても、他者に伝わらなければ
不十分。受け手の立場に立った
情報発信ができるように、ゼミ
研究活動発表の場「SRC」や「統
計グラフ全国コンクール」も活
用しています。

アジアの情報を活用し、人・モノ・
カネを日本にインプットする能力
や、日本からアウトプットする能力
を養います。アジア市場の開拓や
アジア戦略の策定、消費者や企業
の誘致などを行う「アジア・グロー
バル人材」の育成を目指します。

発信力アジア力

PICK UP! 先生に聞く
経営情報学部のゼミ 5 好きなこと、興味のあることに、

真摯に向き合う姿勢が起業の本質！

大学の授業というとアカデミック＝研究のイメージが強いですが、実際のビジネスとアカデミックな
世界には隔たりがあります。実務経験豊富な教員が揃う多摩大学では、実践力を身につけることに
力を入れています。私のゼミでも、ベンチャー企業の立ち上げといった自身の経験を活かしながら、
創業の楽しさを伝えています。とくに研究テーマは決めていません。「組織行動」や「企業家精神」を
軸に、学生自身がやりたいことを、自由に掘り下げてもらっています。それは、好きなことの方がよ
り真摯に向き合うことができるからです。知識も大切ですが、学生時代は物事に取り組む姿勢が重
要。真面目に、真正面から問題に挑むことで、実社会にスムーズに出ていける人材を育てています。

ベンチャー企業創業を通して得た
経験を学術的観点から考察しまし
た。本書によって、起業活動が活発
になることを願っています。

多摩の地域特性を活かした授業を
展開。地域の高齢者に生きがいを与
え、高齢者と向き合う中で、世代継
承が起きることを企図しています。

自分なりの問題意識を持ちゼミ活
動に積極的に取り組んだ学生は、
真摯さを身につけて社会に旅立っ
ていきます。

何を学ぶ？何を学ぶ？

何を学ぶ？身につく力

授業はただ出席すればいいとい
うものではありません。出席し
たら、その時間は目の前の課題
にしっかり向き合うことが大切
です。その積み重ねが、起業家
に必要な誠実さを形成します。

向き合う力

必ずしも起業にこだわる必要は
なく、既存の企業で新しいことに
チャレンジすることも、達成感に
つながります。自分が積極的に
関わる楽しさを伝え、物事をクリ
エイトする力を磨いています。

創造力

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

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。

NHK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。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
ていく力を教えています。

身に
つける力

PICK UP! 先生に聞く
経営情報学部のゼミ 3
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浅田さんの
場合
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部

◇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
☆国際経済学
☆金融論
☆ベンチャー企業論
☆経営学概論
☆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
☆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
☆NPO・NGO論
☆消費心理
☆ｅビジネス
☆初級簿記
☆財務会計

 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
☆マーケティング・リサーチ
☆マーケティング・データ分析
☆初級簿記
☆財務会計
☆ⅠT活用法Ⅱ

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
☆Webサービス開発
☆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
☆情報と職業
☆経営科学Ⅰ・Ⅱ
☆経営と意思決定
☆中級簿記
☆原価計算
☆問題解決学特講Ⅰ～Ⅲ（2月集中）

☆日本経済論
☆経済統計学
　（旧：グローバルエコノミーⅣ）
☆アジア経済論Ⅰ・Ⅱ
☆中国経済論
☆韓国経済論
☆地域観光論
☆日本経営論
☆多国籍企業Ⅰ・Ⅱ
☆ブランドマネジメント
☆経営組織Ⅰ・Ⅱ
☆事業デザイン論Ⅰ・Ⅱ
☆国際公共政策
☆ビッグデータ活用法
☆地域産業論Ⅰ・Ⅱ
☆現代メディア論Ⅰ・Ⅱ
☆中級簿記
☆原価計算
☆問題解決学特講Ⅰ～Ⅲ（2月集中）

【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
☆立志人物伝
☆アントレプレナーシップ論
☆サブカルチャー論
☆グローバルヒストリーⅢ・Ⅳ
◎Basic Office English Ⅰ・Ⅱ
◎Practical English Conversation 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
○社会心理
○スポーツと健康
○スポーツⅡ
○ビジネス法
○業界研究Ⅰ・Ⅱ
○経営シミュレーションゲーム
○ビジネスコミュニケーションⅠ・Ⅱ
○日経BP総研 中小企業経営研究所 冠講座
○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
★教育方法
★教育課程総論
★生徒指導・進路指導論
★特別活動・総合的な学習の時間の指導法
★特別支援教育概論

【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
○教育心理学
○教育相談
○認知心理
○業界研究Ⅲ・Ⅳ
○サービス産業論
○ビジネスコミュニケーションⅢ・Ⅳ
○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
★特別支援教育概論

【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
○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
★教職実践演習

【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

●専門科目
☆地域ビジネス入門
☆グローバルビジネス入門
☆ＩＴビジネス入門

【産業社会科目群】
●教養
★ビジネススキル入門
★スタディースキル入門
★多摩学Ⅰ
☆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
☆多摩学Ⅱ
☆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
○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
○コンピュータ概論
○AP数学
○法学（憲法）
○スポーツⅠ
○数字力で語る
○産業社会特講
○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
★教育原理
★教職概論

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：
　資生堂、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、東京地下鉄（東京メトロ）、日本郵便、
　JA横浜、積水ハウス、パーク24、レオパレス21、
　富士ゼロックス多摩、市役所、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、グリー、富士通ソーシアルサイエ
　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

自分の志をみんなの前で発表。
講義へのモチベーションが高まりました。

学外に飛び出しビジネスを実践。
主体性と企画力が培われました。

充実したキャリア系カリキュラムが
将来の道を指し示してくれました。

ビジネスの現場を知る講師陣に学び
卒業後へ向けて備えることができました。

「プレゼミ」では、まず自分の「志」を発表。これから経営を学ぶ
上で、モチベーションが高まりました。また、後の就職活動で、自
分がその企業にとって必要な人材であることをアピールする際
に、「志」がとても重要だったことを理解しました。

杉田ゼミでレジャーマネジメントについて研究。「廃校のビジネ
ス活用」をテーマに選び、現地に出向いてのフィールド調査は
貴重な体験となりました。ゼミでの経験を通して、自分から発言
し、企画していく力が身についたと思います。

「インターンシップ」ではキャリア支援課の先生にお世話になりました。さまざ
まな業界を見るうちに、不動産分野に進みたいという思いが明確に。担当の先
生は他部署へ異動になりましたが、その後の就職活動でも多くのアドバイスを
もらいました。

村山先生の「業界研究Ⅱ」を履修しました。さまざまな企業の方が毎回、講師と
して招かれ、指導をしてくれます。実際に企業で働いている方々の話は説得力
があり、これから社会に出ていく上で、必要な素養を身につけることができま
した。

私の成長
ストーリー

【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
自主性を尊重してくれるため、自ら考える力がつく

「業界研究Ⅱ」は2、3年次に履修することをお勧め
します。さまざまな企業で働く人事の方が毎回、
講師となるので、就職活動をする前の業界研究
に役立つと思います。また清松先生の「初級簿記」

「中級簿記」によって、財務諸表が読めるようにな
り、個人的に勉強している投資にも役立ちました。
さらに私の履修した杉田ゼミでは、学生たちが自

主的にテーマを決め、自分たちで研究を進めてい
きます。先生は「こんな考え方もあるよね」と助言
してくれるだけです。その基本スタイルが学生を
育ててくれ、私も主体的に考える力を身につける
ことができました。やりたいと思ったことは積極的
に動けば、全面的にバックアップしてくれる環境が
整っています。

先輩に聞く！  私の成長ストーリー

浅田 泰明 （2018年卒業）

京王不動産株式会社勤務
神奈川県立湘南台高等学校出身
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後藤 晶　専任講師 Goto Akira

【担当科目】
スタディースキル入門、ビジネスコミュニケーションⅢ、マーケティン
グ・データ分析、多摩学Ⅰ・Ⅱ、特別講座Ⅰ・Ⅱ、インターゼミ、プレゼミⅠ・Ⅱ
職歴 ： 明治大学、山梨英和大学

Mizumori Ryouichi

【担当科目】　ホームゼミ ： 地域・歴史研究（中国・アジア）
グローバルビジネス入門、グローバルヒストリーⅠ・Ⅱ、中国語Ⅰ・Ⅱ、特
別講座Ⅰ・Ⅱ、インターゼミ、ホームゼミ、プレゼミⅠ・Ⅱ
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

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
ブランドマネジメント、マーケティング入門、業界研究Ⅱ、ホームゼ
ミ、プレゼミⅠ・Ⅱ
職歴 ： （株）電通

経
営
情
報
学
部

経営情報学部

※(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

《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 ： 商品開発・新規事業開発
NPO・NGO論、事業デザイン論Ⅰ、事業構想論Ⅰ・Ⅱ、地域ビジネス入
門、ホームゼミ、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
地域ビジネスプランニング、地域ビジネス入門、地域観光論、地
域政策プランニング、特別講座Ⅰ・Ⅱ、ホームゼミ（志）、ホームゼ
ミ、プレゼミⅠ・Ⅱ
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 ： グローバル化と地域産業・企業
多摩学Ⅰ・Ⅱ、地域ビジネス入門、地域産業論Ⅱ、特別講座Ⅰ・Ⅱ、イン
ターゼミ、ホームゼミ、プレゼミⅠ・Ⅱ
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 ： 地域交流・活性化
スポーツⅠ・Ⅱ、スポーツと健康、ライフ・デザイン、地域ビジネス入
門、ホームゼミ、プレゼミⅠ・Ⅱ
職歴 ： 湘南国際女子短期大学

中澤　弥　教授 Nakazawa Wataru

【担当科目】　ホームゼミ ： メディア研究（マンガ・アニメ・小説）
サブカルチャー論、地域ビジネス入門、特別講座Ⅰ・Ⅱ、文章伝達入
門、ホームゼミ、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】
秋庭 淳志
井川 昭弘
伊藤 暢人
王 佳子

大澤 拓也
大森 映子
荻阪 哲雄
荻野 博司

奥山 雅之
栢原 伸也
梶原 裕
河合 敦

橘川 幸夫
木村 知義
久米 信行
高 昌弘

後藤 涼子
酒井 麻衣子
佐藤 恵太
佐藤 文平

杉森 知也
須山 憲之
関 秀雄
千原 則和

手塚 貞治
田 園
富田 直美
樋口 裕一

深沢 真太郎
福角 有紘
マフムドフ ウミド
水上 晃実

峯岸 久枝
森本 美行
諸橋 正幸
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。教授陣紹介

野坂 美穂　専任講師 Nosaka Miho

【担当科目】　ホームゼミ ： 経営学・地域活性化
経営学概論、多摩学Ⅰ・Ⅱ、地域ビジネス入門、地域産業論Ⅰ、特別講座
Ⅰ・Ⅱ、インターゼミ、ホームゼミ、プレゼミⅠ・Ⅱ
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》

下井 直毅　教授 Shimoi Naoki

【担当科目】　ホームゼミ ： 日本経済・世界経済・時事問題
グローバルビジネス入門、ミクロ経済学、金融論、経済統計学、国際
経済学、ホームゼミ、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

初見 康行　准教授 Hatsumi Yasuyuki

【担当科目】
キャリア・デザインⅡ～Ⅳ、キャリア・デザイン入門、スタディースキ
ル入門、多摩学Ⅰ・Ⅱ、特別講座Ⅰ・Ⅱ、インターゼミ、プレゼミⅠ・Ⅱ
職歴 ： （株）リクルートHRマーケティング、いわき明星大学

石川 晴子　准教授 Ishikawa Haruko

【担当科目】　ホームゼミ ： 英語・異文化コミュニケーション、地域活動
English Expression Ⅰ・Ⅱ、TOEIC Ⅰ・Ⅱ、グローバルビジネス入門、
ホームゼミ（志）、ホームゼミ、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　経営情報学科長・教授 Kobayashi Hideo

【担当科目】　ホームゼミ ： 組織マネジメント、企業家精神
ビジネス入門、ベンチャー企業論、経営情報論Ⅰ・Ⅱ、経営組織Ⅰ・Ⅱ、特
別講座Ⅰ・Ⅱ、ホームゼミ（志）、ホームゼミ、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）

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、組織心理学
インターンシップⅠ・Ⅱ、キャリア・デザインⅠ、キャリア・デザイン入門、
業界研究Ⅰ、消費心理、ホームゼミ（志）、ホームゼミ、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】
国際経営入門Ⅰ•Ⅱ、多国籍企業Ⅰ•Ⅱ、ホームゼミ、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
ITコミュニケーション入門、WebデザインⅠ・Ⅱ、ビジネス数学基礎、
社会心理、特別講座Ⅰ・Ⅱ、ホームゼミ、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、特別講座Ⅰ・Ⅱ、日本経営論、ホームゼミ、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 ： 統計的データ分析
データサイエンスⅡ・Ⅲ、ビジネス数学Ⅱ、プログラミング入門Ⅲ、経営
と意思決定、ホームゼミ、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 ： ビッグデータ・AI（人工知能）
ITビジネス入門、データサイエンスⅠ・Ⅳ、ビジネス数学Ⅰ、ビジネス数学
基礎、問題解決学特講Ⅰ～Ⅲ、立志特講Ⅰ～Ⅲ、インターゼミ、ホームゼミ、
プレゼミⅠ・Ⅱ
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
データベースⅡ、教育原理、教育史、情報と職業、情報科教育法Ⅰ・Ⅱ、
情報倫理、ホームゼミ
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
ITコミュニケーション入門、経営科学Ⅰ・Ⅱ、情報ネットワーク、ホーム
ゼミ、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　教授 Omori Takuya

【担当科目】　ホームゼミ ： 心理情報・統計・プログラミング 
AP数学、ビジネス数学基礎、教育実習、教育心理学、教育相談、認知
心理、ホームゼミ（志）、ホームゼミ、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、語学留学
原価計算、財務会計、初級簿記、中級簿記、ホームゼミ、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（AR・VR・プロジェクションマッピング）
IT活用法Ⅰ・Ⅱ、クリエイティブデザインⅠ・Ⅱ、プログラミング入門Ⅰ、
ホームゼミ、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 ： システム設計・プログラミング・ネットワーク
コンピュータネットワーク活用、コンピュータ概論、プログラミング入
門Ⅱ、情報工学概論、ホームゼミ、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
ｅビジネス、ITビジネス入門、ビジネススキル入門、経営情報論Ⅰ・Ⅱ、特
別講座Ⅰ・Ⅱ、ホームゼミ、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 ： クラウドサービス、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、特別講座Ⅰ・Ⅱ、ホー
ムゼミ、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サービス開発、Webプログラミング、クリエイ
ティブデザインⅢ、経営シミュレーションゲーム、ホームゼミ、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
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】
ビジネスコミュニケーションⅠ、特別講座Ⅰ・Ⅱ、立志人物伝、インターゼミ
職歴 ： 日本航空（株）、宮城大学

巴特尓　教授 Baatar

【担当科目】　ホームゼミ ： 中国・アジアビジネス
Study Abroad、アジア経済論Ⅱ、グローバルビジネス入門、中国経
済論、特別講座Ⅰ・Ⅱ、インターゼミ、ホームゼミ、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 ： 商品開発、イベント企画、広報・PR
Basic Office English Ⅰ・Ⅱ、English Expression Ⅰ・Ⅱ、Practical English 
Conversation Ⅰ・Ⅱ、グローバルビジネス入門、ホームゼミ、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、情報と戦略
アクティブ・ラーニング実践、アジア経済論Ⅰ、グローバルビジネス入
門、韓国経済論、特別講座Ⅰ・Ⅱ、インターゼミ、ホームゼミ、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 ： 社会経済と歴史
グローバルヒストリーⅣ、マクロ経済学、国際公共政策、日本経済
論、ホームゼミ、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　事業構想学科長・教授
【担当科目】　ホームゼミ ： 経営・流通・近現代史
アントレプレナーシップ論、グローバルビジネス入門、マーケティングマネジメ
ント論、韓国語Ⅰ・Ⅱ、事業構想論Ⅰ・Ⅱ、ホームゼミ（志）、ホームゼミ、プレゼミⅠ・Ⅱ
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

杉田 文章　学部長・教授
Sugita Fumiaki

【担当科目】　ホームゼミ ： レジャー・スポーツマネジメント　サービス産業論、余暇マネジメント、インターゼミ、ホームゼミ、プレゼミⅠ・Ⅱ
職歴 ： 東京職業訓練短期大学、帝京大学

加藤 みずき　専任講師 Kato Mizuki

【担当科目】
ビジネスコミュニケーションⅣ、ビジネススキル入門、マーケティン
グ・リサーチ、多摩学Ⅰ・Ⅱ、特別講座Ⅰ・Ⅱ、インターゼミ、プレゼミⅠ・Ⅱ
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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。体育会・サークル紹介

　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！！

●活動時間
月・水・金曜日 

●活動場所
学内テニスコート

　運動系サークル Ｂ＆ｂ（軟式野球）

多摩大学の唯一の野球サークルとして、主に市大会や他大学の練習試合など活動をして
います。楽しく勝てるチームを目指し、たくさんの人に入部してほしいと思っているので、
高校終わって楽しい野球をしたいと思う方は是非入っていただきたいと思っています。

●活動時間
基本毎日

●活動場所
学内（芝生広場）・近隣の野球場

　文化系サークル 科学技術部
●活動時間

木曜日16時20分～17時50分

●活動場所
食堂前やサークル室

ものづくりをテーマとした活動を行っています。3Dプリンタ、ペーパークラフトやジオ
ラマ制作といった組み立てを主に、機会があれば天体望遠鏡を使っての天体観測、ド
ローンでの空撮にチャレンジ予定です。また今年度はETロボコンに参加する予定です。

　文化系サークル サザンクロス（演劇）

●活動時間
月・水・金曜日

●活動場所
教室やサークル室

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 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
月曜日

●活動場所
教室

　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
月～金曜日

●活動場所
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
火曜日（活動内容により曜日変更あり）

●活動場所
活動内容により毎回変更あり

　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、
渋谷（不定期で茶道のお稽古）

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 ばどわいざー（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ばどわいざーへ!!

●活動時間
金曜日16時20分～20時

●活動場所
学内アリーナ

　体育会 女子フットサル部

設立2年目のフレッシュな部活のため、上下関係もなく、気軽に楽しめま
す。サッカー・フットサル経験者はもちろん、全くの未経験者も大歓迎です！ 
一緒に新しい部活を作り上げていきましょう！

●活動時間
週1～2日 

●活動場所
学内アリーナ

　体育会 スケート部

現在はスピードスケート部門（ショートトラック）の部員のみですが、フィギュ
アスケート部門の部員も大歓迎。所属チームや練習場は外部（各自）となり
ますが、全日本インカレ出場を目指すことが可能です。

●活動時間
週5～6日

●活動場所
外部スケート場

　運動系サークル ゆるーく格闘技サークル

楽しくゆるく格闘技がしたい！ そう思って作ったのがこのサークル！ 空手・キックボクシ
ング・護身術をメインにやってます！ 簡単にできる身を守る方法教えちゃいます！ 見るだ
けでも歓迎！ 格闘技について話したいだけでも大歓迎！まじめにやりたい人も大歓迎！

●活動時間
月・金曜日16時20分～17時50分

●活動場所
教室

　アクティビティスタッフ たまサポ（多摩大サポーターズ）

オープンキャンパス企画・運営、多摩大学を良くするためのありとあらゆる
活動をアクティブに行っています！ 学内でアルバイトをしたい方、先輩や
後輩とつながりを作りたい方、就職活動の武器としてもおススメ！

●活動時間
入試イベント開催日、随時（企画等）

●活動場所
学内、学外

  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日ほど

●活動場所
部室

  TOPICS

AO入試にて実技試験
による特別給費生奨
学金制度（プレーヤー・
マネージャー）あり！

　体育会 男子フットサル部

設立7年目の体育会指定強化部。「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。主
な実績は、全日本大学フットサル大会第3位（2年連続）、関東大学リーグ
準優勝、全国大学リーグチャンピオンシップ出場。また、フットサル日本代
表、U-20フットサル日本代表、Fリーガー（強化指定選手）が在籍していま
す。フットサル日本女子代表コーチも務める福角監督やフィジカルトレー
ナーやGKコーチの指導のもと、日々厳しい練習に取り組んでいます。

  TOPICS

 AO入試にて実技試験による特別給費生奨学金制度（プレーヤー・マネージャー）あり！

●活動時間
週5～6日
平日 7時～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

●活動場所
学内アリーナ、学内トレーニング室、近隣フットサルコート

目指せ！ 大学日本一！
【 主な実績 】

インカレ全国大会 第3位
関東大学リーグ 準優勝

全国大学リーグチャンピオンシップ出場

経
営
情
報
学
部

経営情報学部
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経営情報学部

※(株)： 株式会社　（有）： 有限会社　（福）： 社会福祉法人　（学）： 学校法人

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

「それで本当にいいのか！」先生からの一言がなかったら今の私はなかったかもしれま
せん。入学当時の私は、毎日をダラダラ過ごしていたので、初めて危機感を感じたこ
とを覚えています。もし多摩大でなかったらこんなにも学生のことを真剣に考え、厳
しい言葉をかけてくれなかったと思います。それは先生と学生の関係が互いに顔も
名前もわかるくらい近いからでしょう。お互いに本音で言い合える大学って素晴らし
いですよね。あの一言で気持ちを入れ替え、はじめに目指したのは英語力の向上で
した。フィリピンでの語学留学をきっかけに、今度は「英語で何かを学びたい」という
気持ちが高まり、グローバルスタディーズ学部の交換留学プログラムを使ってアメ
リカ・ジュージア州へ1年間、留学してきました。現地では、マーケティングや国際経
営を学び、ニューヨークでの海外インターンシップにも参加。国際経験を活かしたい
と考え、日本航空へ就職することになりました。最近は、将来に限界を感じながら毎
日を過ごしている大学生が多いと思います。でも多摩大学では、やる気さえあれば、
全面的にバックアップしてくれる体制が整っています。まずは自分のやり方で突破口
を見つけ、あきらめないでチャレンジしてほしいですね。入学時には想像もしていな
かった企業に就職することが、きっと可能になると思います。

先生の厳しい一言が
なかったら
いまの私は
なかったと思う
米倉 聡之介  
2017年3月卒業 ／ 明星学園高等学校出身
日本航空株式会社勤務

多摩大学で学んだ4年間の意味は、就職活動をはじめたらすぐ、わかりました。実学中
心の学びによって実践力が身につくということです。入学時にさかのぼると、多摩大
学を選んだ理由は、夢である金融関連の仕事に就くためでした。少人数制ということ
は知っていましたが、１年次のプレゼミから人前で発表する機会があり驚きましたね。
大学の講義というと先生が一方的に話すのを聞くだけというイメージがありましたか
ら。英語などの授業でもプレゼンをすることがあり、自分の意見をはっきりと伝えるこ
とに自信がつきました。さらにスタディ・アブロードプログラムを使ってシンガポール
への短期留学やフィリピン・セブ島で行われる短期語学研修にも行ってきました。マン
ツーマンで行われる授業は厳しいものでしたが、毎日が英語漬けだったことで英語力
は飛躍的に伸びましたね。就活に関しては、証券会社でのインターンシップに参加し、
グループワークで実際の企業分析を行いました。2年次から、ゼミで財務諸表の分析
などに取り組んでいたため、思っていた以上に素晴らしい発表をすることができまし
た。現在は、野村証券に勤務しています。いま思えばこのインターンシップが証券会
社に志望先を絞ったきっかけだったのかもしれません。現在は、多摩大で学んだこと
を紐解きながら仕事に活かしています。

実学にもとづいた
学びが
社会に出てからも
役に立つ
及川 美穂  
2017年3月卒業 ／ 神奈川県立新城高等学校出身
野村證券株式会社勤務

、

（株）アークミール、（株）アイキューブ・マーケティング、ITX（株）、（株）アイム、（株）
アイレックス、（株）アイワ不動産ホールディング、（株）アウトソーシング、（株）アサ
ンテ、足柄乳業（株）、（株）アスページ、厚木市農業協同組合、（株）アビバ、（株）ア
ロワーズ、（株）アンシンリンク、（株）一条工務店、（株）IDOM、（株）いなげや、（株）
インヴァランス、（株）インターネットインフィニティ、（株）インターメスティック、
ヴィンテージデザイン（株）、永大産業（株）、H.R.I （株）、（株）エイブル、（株）NTT
データエマーズ、FK.ibar rozaje、押尾産業(株）、（株）オノマシン、（株）ガイア、

（有）活動者、神奈川中央交通（株）、川崎タクシー（株）、（株）クライム、（株）グリー

ンハウス、（株）クリエイティブテクノロジー、（株）クレイン、黒川税理士事務所、京
王不動産（株）、（株）ケーユーホールティングス、ケル（株）、コーデンシTK（株）、
国際自動車（株）、国産機械（株）、ゴトウコンクリート（株）、コンパクト・ツール（株）、

（株）コンピュータマインド、斎長物産（株）、ザ・キャピタルホテル東急（株）、（株）
サダマツ、（株）三和、(株）三技協、（株）サンケイビルウェルケア、（株）サンテック、
三和ベンダー（株）、G・O・G（株）、（株）ジーユー、（株）シーワークス、（株）ジェイ
ティーエス、（株）GENOVA、（株）シムックス、新生ホームサービス（株）、（株）スズ
キ自販東京、すまいるネット（株）、（株）セイシン企業、西武信用金庫、積水ハウス（株）、

（株）ゼネット、セントラル警備保障（株）、（株）総合資格、（学）創志学園クラーク
記念国際高校、SOEIホールディングス（株）、（株）ソラスト、（株）第一興商、大東建
託（株）、タイムズサービス（株）、田中商事（株）、（株）タフ、多摩信用金庫、（株）津
田屋、ツルセキエクス（株）、（株）TIR、（株）テイーエスイー、（株）ティーケーピー、

（株）ティエム２、（株）テクノプロ・エンジニアリング社、（株）テトラシステムデザ
イン、店舗流通ネット（株）、東京ガスエコモ（株）、東京ガスエスネット(株）、東京ガ
スタマライフバリュー(株）、東京システム運輸ホールディングス（株）、（株）藤和ハ
ウス、（株）トラスト・テック、トランスコスモス（株）、（株）ドン・キホーテ、中村鋼材
(株)、ナショナル・ベンディング（株）、浪速運送（株）、（株）南旺社、(株）ニチイ学館、

（株）ニックス、日産プリンス西東京販売（株）、日拓リアルエステート（株）、日藤海
運（株）、日本KFCホールディングス（株）、日本交通（株）、（株）日本ハウスホール
ディングス、日本マニュファクチャリングサービス（株）、日本郵便（株）、ネッツトヨ
タ横浜（株）、（株）パーソンリンク、（有）ハートマーケット、（株）パスポート、（株）パ
ナR&D、（株）ビックカメラ、（株）ビックモーター、日の丸自動車（株）、（株）ヒューマ

ンアイ、（株）ヒューマントラスト、（株）平山、（株）ファイブフォックス、（株）FANCL、
（株）フェニックス、富士産業（株）、扶桑工業（株）、（株）プラスアルファ、（株）フル
キャスト、フレアーナガオ（株）、（株）ブレストインキュベーション、（株）プロバイト
ジャパン、（株）ベストランス、（株）ベネッセスタイルケア、（株）プラコレ、（株）ホー
ムロジスティクス、（株）マーキュリー、（株）マイテック、マスターピース・グループ

（株）、（株）マルエツ、マルハマ食品（株）、ミサワホームセラミック（株）、（株）ミ
ス・パリ、（株）ミツエーリンクス、（株）みづほ野、（株）南商事、（株）ミライユ、（福）
武蔵野、ムトーアイテックス（株）、明治安田生命テクノロジー（株）、（株）more 
communication、ユーミーらいふグループHD（株）、（株）優良住宅ローン、（株）
ユニバーサル建設、ライクスタッフィング（株）、（株）LYZON、（株）ライト、ライトオ
ン・エクスプレス・ホールディング、（株）ランドコンピュータ、（株）ランドネット、（株）
リアホールディング、陸上自衛隊、（株）臨海、（株）rings、（株）LEOC、（株）レオパ
レス２１、（株）レントラックス、（株）ローソン、（株）ロフト、（株）YECソリューションズ、

（福）若竹大寿会

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】 2018年3月卒業生

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（2018年3月卒）
建設業
製造業

電気・ガス・熱供給
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

公務（他に分類されるものを除く）
分類不能の産業

97.7%
● 卒業生　　　250名
● 就職希望者　217名
● 就職者 　　　212名

就職決定率 （2018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！

14
16
2
38
17
41
6
13
4
7
5
4
9
2
32
1
1
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部

経営情報学部 教育＆キャリアサポート

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、NEC、オムロン、JVCケンウッド、大京、日本航空、日本旅行、野村不動産、パイオニア、パーソルキャリア（旧インテリジェンス）、富士通、
三井物産、三菱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。

北山 四郎
相談員

年間約1,000件の相談を受けるスーパー相談員。 金融機関、ハローワークを経て現職。
履歴書/ES対策、面接対策、企業研究、業界研究など、キャリアの分野で死角なし。
※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
る原動力になりました。

卒業生
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School of Global Studies

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】
英語科教育法Ⅰ・Ⅱ、TOEIC演習、教育実習Ⅰ・Ⅱ、英語科教
育法Ⅱ、ゼミナールⅠ〜Ⅳ

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（AEP）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。英語集中教育（AEP）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。

英語集中教育（AEP）は1年間週8コマの
ペースで行います。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。

ゼミ風景の一コマ。共通のテーマに関心
をもつ仲間との語らいは大学生活を豊
かに、そして思い出深いものにしてくれ
ます。

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

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】
観光Ⅰ、ホスピタリティ・マネジメント特別講義Ⅲ、地球社会
と日本、質的調査方法論、ゼミナールⅠ〜Ⅳ

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

PICK UP! 先生に聞く
グローバルスタディーズ学部の学び 2

PICK UP! 先生に聞く
グローバルスタディーズ学部の学び 1
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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。新たに、
グローバルスタディーズ学部の周辺地域である「湘南」についてもっと知り、地元の豊富な自然、食文化、歴史文化な
どの観光資源を教材として活用してみましょう。さらには留学してみたい、本学部の留学生と意思の疎通ができるか
など、さまざま「志」を思う存分試すことができる学部です。キャンパス周辺地域での諸問題を認識し、それらをどう
解決できるのか、実際に動いて取り組むことから始め、その地道な活動を海外に発信することも重要です。よって、
皆さんの努力や活動は海外に伝わることになります。ぜひ、多種多彩な「志」にチャレンジしてみてください。

入学初年度は英語に特化し、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
〜チャレンジはここから〜

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 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

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

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）
※2019年度再課程認定申請中

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

安田 震一

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
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金本 佐紀子 専任講師
【プロフィール】
京都大学農学部食品工学科卒業、日本女子大学にて修
士号取得。香川大学付属中学校、埼玉県公立中学校勤務
などを経て現在に至る。

【担当科目】
教職概論、教育実習Ⅰ・Ⅱ、介護等体験実習事前事後指導、プロ
ジェクトゼミⅠ、教職実践演習、特別活動、教育制度論、教職概論

教員に求められることは
専門教育を通して生徒に何を教えられるか

教員を目指す学生には必ず「何を教えたいのかを明確にしなさい」と言っています。それは
単に英語といった専門教科のことではなく、その専門教科を通して生徒たちに何を伝えた
いのか、という意味です。自分なりの思い、考えを教育実習に行くまでに明確にできるよう
に指導しています。教育実習や介護等体験実習といった体験学習は、現場で社会人にもま
れる貴重な機会です。軽い気持ちで教職課程を履修した学生も、教育実習を意識するよう
になると、このままではいけないと思うようになります。さらに親子理科教室や学校ボラン
ティアなどさまざまな機会を設け、教員に一歩でも近づけるよう、実践力を育んでいます。

何を学ぶ？何を学ぶ？

何を学ぶ？身につく力
教育の基本は対人関係。コミュニ
ケーションのスキルを高めるため
に、人前で話す機会を多く用意して
います。そのひとつが教育実習後
に行う後輩への体験談スピーチ。
年3回実施しますが、次第に発声
から変わってくるのがわかります。

コミュニ
ケーション

力

教員は、専門科目だけでなく、複数
教科の指導をこなさなければなり
ません。そのために、アクティブ・
ラーニングを取り入れ、総合的な
指導力を養います。知識やキャラ
クターを含めて、自分の持ち味を
発揮できる人材を育てています。

総合力

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】
日本学入門、消費主義の比較文化論、仕事と若者論、地球社
会とアジアⅢ、消費社会と日本の大衆文化、ゼミナールⅠ〜Ⅳ

学生とともにナガ族のもとへ。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

PICK UP! 先生に聞く
グローバルスタディーズ学部の学び 3

PICK UP! 先生に聞く
グローバルスタディーズ学部の学び 4

親子理科教室は、準備から資料作成、授
業まですべて学生が行っています。子供
だけでなく保護者とも話せる貴重な体
験となります。

学校ボランティアは、教員を目指す学生
には必ず行ってもらいたいですね。教育
実習前に小さな子供と触れられるいい
機会です。

教育制度論では、教育現場に関わる法
律を学びます。トラブルのあったとき、自
分で判断することか、組織が判断するこ
とかの見極めを学びます。

教 職 課 程 に つ い て

教 職 免 許 を 取 得 す るに は・・・

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。

教師を目指す学生のためのサポート拠点

教職支援室は、「教職課程の学生」を支援する場です。教員免許を取得す
るために必要な科目の履修指導、個別面談といった教員免許取得サポー
トを行っています。教師を目指す学生同士が情報を交換し、共同で活動
できる場としても活用することができます。また、教員採用試験対策とし
て各種資料・書籍も備えています。積極的に利用して、教職過程の道のり
を歩んでください。

「教職に関する科目」 を学ぶ

教員として生徒に接し、授業を行う上で必要な知識と技能を身につけるための科
目です。 指導法に関する科目は、取得希望の免許教科により異なります。

※2019年度再課程認定申請中

「教科に関する科目」 を学ぶ

取得希望の免許教科の専門的力量をつけるための科目です。取得希望の免許教
科により修得すべき科目が異なります。

「教育職員免許法施行規則第６６条の６に定められた科目」 を学ぶ

〈日本国憲法〉〈体育〉〈外国語コミュニケーション〉〈情報機器の操作〉の4科目の
単位修得が必修です。各学科により履修する科目が指定されています。
上記に示す通り、卒業要件以外に必要な単位修得や学外活動が多いため、綿密な
履修計画と覚悟が求められます。 
教育実習は数週間にわたり準備も大変ですが、大学在学中に教員免許状がない
状態で、教育現場で実際の授業を担当する機会を与えられ、専門職と同等の経験
ができるということは、教師になる前に現場で成長できる大きなチャンスです。与
えられた仕事への責任意識や社会常識等の多くのことが学べ、将来の大きな糧
になることでしょう。 
なお、実際に教師を目指すためには、さらに都道府県の教育委員会や私立学校等
の採用試験に合格することが必要となります。

何を学ぶ？取得をめざせる免許

中学校教諭一種免許状（英語）　　高等学校教諭一種免許状（英語）

教育実習
中学校の免許状取得には3週間、高等学校は2週間（もしく
は3週間）の教育実習が必要です。

介護等体験
中学校の教員免許状を取得するためには、特別支援学校ま
たは社会福祉施設で7日間の介護等体験が必要です。

ボランティア

学校・地域の子ども達と触れあうボランティア事業に参加
することによって、「教育実習」とは別に体験しながら学ん
でいくことを目的とし、いくつかのボランティアを大学側
で用意しています。ボランティアの活動場所は近隣の小学
校・中学校・公民館等になります。 
教職を目指す皆さんにとっては、キャンパス内の授業で得
た知識・技能を確認・実践できる良い機会ですので、積極的
な参加を推奨しています。
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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
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〜Ⅲ
プロジェクト・ゼミナールⅡ・Ⅲ

ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
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コ
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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
仕事と若者論
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
美術論
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
国際法と国際機関
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
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〜Ⅲ
　韓国語Ⅰ・Ⅱ
　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
　国際理解入門
　メディア学入門
　文化人類学入門
　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：
日本航空（JAL）、全日本空輸（ANA）、スカイマーク、ス
ターフライヤー、JALスカイ、森トラスト・ホテルズ＆リ
ゾーツ、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、エイチ・アイ・エス、ゆりかもめ

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、ディーゼルジャパン、ミサワホーム、
スターツコーポレーション、丸山製作所、かながわ信用
金庫、富国生命保険、ABCマート、楽天、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

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
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・Ⅲ

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4年間の学びの流れ

英語+ホスピタリティ分野の学びで成長する
入学の決め手は、外国人の先生から生きた英語を学
びたいと思ったこと。１年次の英語集中教育（AEP）
は、まさに望んでいた授業でした。徹底的に英語を使
用するため、国内にいながら海外留学をしたような
経験が積めます。少人数制の多摩大学はアットホー
ムな雰囲気。わからないことを質問しやすい環境が、
成長につながったのではないでしょうか。ただ文法や

単語の知識量が増えただけでなく、会話技術が伸び
た実感があります。また、ホスピタリティ分野につい
て学ぶうちに、ホテル産業に興味をもち、ホテルビジ
ネス実務検定の資格取得に挑戦しました。現在は、横
浜中華街にあるホテルのレストランで働いています。
場所柄、外国人の利用客がとても多く、多摩大学で学
んだ英語と、おもてなしの技術が役に立っています。

先輩に聞く！  私の成長ストーリー

馬渕 弥吏
株式会社ローズホテルズ・
インターナショナル勤務
2017年3月卒業
神奈川県立寒川高等学校出身

1年次

2年次 3年次 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

  【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）　
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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。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

Yasuda Shinichi（William Shang）

【担当科目】
国際理解入門、Listening and Pronunciation Ⅰ・Ⅱ、Internship Abroad、国際理解入門、美術論、ゼミナールⅠ〜Ⅳ、プロジェクトゼミⅡ、インターゼミⅠ
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　准教授 Takeuchi Kazuma

【担当科目】
キャリア形成論、教育方法、教育心理学、ゼミナールⅠ〜Ⅳ
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】
メディア論入門、ヴィジュアル・コミュニケーション入門、ポストモダニ
ズムと社会、記号論入門、ゼミナールⅠ・Ⅱ
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 Mark N. Zion

【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

星　純一　非常勤講師 Hoshi Junihi

油木田 美由紀　非常勤講師 Yukita Miyuki 李　光宰　非常勤講師 Lee Kwang Jae

中川 譲　非常勤講師 Nakagawa Yuzuru

中澤　弥　兼担（経営情報学部 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

寺島 教雄　非常勤講師 Terashima Norio

安西 晋二　非常勤講師 Anzai Shinji

立田 由紀恵　非常勤講師 Tatsuta Yukie

遠藤 眞喜子　非常勤講師 Endo Makiko

浅原 房夫　非常勤講師 Asahara Fusao

長田 祥男　非常勤講師 Osada Sachio

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

英語集中教育（AEP）

高橋 順子　教授（TOEIC演習） Takahashi Junko

【担当科目】
英語科教育法Ⅰ・Ⅱ、TOEIC演習、教育実習Ⅰ・Ⅱ、英語科教育法Ⅱ、ゼミナールⅠ〜Ⅳ
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、Grammar and Writing Ⅰ・Ⅱ、Listening and Pronunciation Ⅰ・Ⅱ、ゼミナールⅠ〜Ⅳ
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】
TOEIC演習、英語試験対策講座Ⅰ・Ⅱ、Reading Ⅰ・Ⅱ、Speaking Ⅰ・Ⅱ、ゼミナールⅠ〜Ⅳ
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】
Grammar and Writing Ⅰ・Ⅱ、英語学基礎、教育実習Ⅰ・Ⅱ、ゼミナールⅠ〜Ⅳ、インターゼミⅠ 
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

渋谷 奈津子　非常勤講師（TOEIC演習） Shibuya Natsuko

鄧 子燕　非常勤講師 Deng Yuyan

ジェスロ ケニー　非常勤講師 Jethro L. Kenny

セーラ パルマー　非常勤講師 Sera Palmer

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 マクシェイン　助教 Edward McShane     

【担当科目】
Speaking Ⅰ・Ⅱ、Grammar 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

松下 弓月　非常勤講師 Matsushita Yuzuki

山田 知代　非常勤講師 Yamada Tomoyo

内田 文夫　非常勤講師 Uchida Fumio

新屋 裕太　非常勤講師 Shinya Yuta

岡田 佐織　非常勤講師 Okada Saori

金本 佐紀子　専任講師 Kanemoto Sakiko

【担当科目】
教職概論、教育実習Ⅰ・Ⅱ、介護等体験実習事前事後指導、プロジェクトゼミⅠ、
教職実践演習、特別活動、教育制度論、教職概論
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

【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】
観光Ⅰ、ホスピタリティ・マネジメント特別講義Ⅲ、地球社会と日本、質的調査方法論、
ゼミナールⅠ〜Ⅳ
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、ジェンダー論、アジアの宗教、ゼミ
ナールⅠ〜Ⅳ
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、アフリカの時事問題、文化人類学入門、多文化
共生論、日本人と他者
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】
観光Ⅱ、地球社会とアジアⅡ、癒しの文化論、インターゼミⅠ、ゼミナールⅠ〜Ⅳ
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】
日本学入門、消費主義の比較文化論、仕事と若者論、地球社会とアジア
Ⅲ、消費社会と日本の大衆文化、ゼミナールⅠ〜Ⅳ
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〜Ⅳ
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  Terence A. Joyce

【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、ゼミナールⅢ・Ⅳ
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

DJ・HAGGY　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

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　グローバルスタディーズ学科長・教授 Watanabe Yasunori

【担当科目】
経済学入門、統計学入門、国際経済学、ミクロ経済学、ゼミナールⅢ・Ⅳ
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、ゼミナールⅠ〜Ⅳ
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 Hashidume Hiroki

【担当科目】
環境保全入門、国際協力、資源と環境、プロジェクトゼミⅡ、環境政策、エネルギーと環境
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 Hirohisa

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〜Ⅳ
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（英語集中教育（AEP）） Naito Hiroaki

ミハイル マリノフ　非常勤講師 Mihail Marinov
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バラエティに富んだ
全14のサークル

アクティビティスタッフ	 1
文化系サークル	 5
運動系サークル	 8

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。サークル紹介

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 Shonan 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

多摩大をこよなく愛するメンバーが総勢60名結集！ オープンキャンパスの
運営スタッフをメインに入試や学内イベントのサポートをしています。オー
プンキャンパスではイベントの進行を全て任されています。新しい「気付
き」や「出会い」があるとてもやりがいのある仕事です。是非、オープンキャ
ンパスで私たちに会いに来てください！ 心よりお待ちしています！！

　アクティビティスタッフ SGSサポーターズ

●活動時間
オープンキャンパス開催日、
入試日、入試セミナー、
学外ガイダンス等

●活動場所
学内、学外

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〜

●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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グローバルスタディーズ学部

※（株）：株式会社　（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（2018年3月卒業生）

就職希望者
75人

就職者
73人

97.3%

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

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

97.3 % ● 卒業生 89名
● 就職希望者 75名
● 就職者 73名

就職決定率（2018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 「自己分析 → 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、グローバル人材ガイダンスを開講

ＩＴＸ（株）、青山商事（株）、（株）アサンテ、井関農機（株）、インターネットウェア（株）、（株）エ

イブル、（株）エイムコンサルティング、（株）エーアンドエス、（株）エス・シー・エム（クラブメッ

ド）、（株）ＮＳＰ、（株）オージーフーズ、（株）オザム、（株）カインズ、加賀ソルネット（株）、神

奈川日産自車（株）、関越ソフトウェア（株）、（株）キープ・ウィルダイニング、（福）喜寿福祉会、

（株）桐井製作所、キングラン（株）、警視庁、小島電機工業（株）、コネクシオ（株）、コムテッ

ク（株）、（株）サンケイビルウェルケア、（株）シノケングループ、住和不動産（株）、（株）ショ

ウエイ、（株）城南進学研究社、（株）すかいらーく、（株）スリーイー、セコム（株）、全日本空輸

（株）、大洋建設（株）、タケダ、東京セキスイハイム（株）、TOKYOフレッシュ（株）、東京ベ

イヒルトン（株）、（株）TRUST、（株）トラント、（学）長嶋学園城南静岡高等学校、（株）なだ

万、西本商事（株）、（株）ニチイ学館、ニッカ（株）、日本航空（株）、日本サーモスタット（株）、

（株）日本ハウスホールディングス、（株）ノジマ、ＮＯＶＡホールディング（株）、パイオニズ

ム、ハイテクシステム（株）、（株）美装、（株）ヒューマネージ、（株）ファイブフォックス、（株）

富士ソフト、ブティックス（株）、（株）吉野工業所、（株）フレアス、（株）ベネッセスタイルケ

ア、（株）ベルーナ、（株）マークスアンドウェブ、（株）マルエツ、ミニット・アジア・パシフィック

（株）、明光産業（株）、（株）メルローズ、（株）郵便局物販サービス、横浜信用金庫、リンツ＆

シュプルングリージャパン（株）、ワールドエンタプライズ（株）、（株）ワールド航空サービス

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】 2018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
公務

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、NEC、オムロン、JVC
ケンウッド、大京、日本旅行、
日本航空、野村不動産、パイオ
ニア、パーソルキャリア（旧イン
テリジェンス）、富士通、三井物
産、三菱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

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

グローバルスターディーズ学部では、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。なかでも印象に残っているのは「国際経営論」。ビジネス経験の豊富
な先生方のご指導のもと、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。実践的な授業はとても興味深く、その後も語学研修に積極的に参
加し、国際感覚を高めていきました。その結果、TOEIC®のスコアは400点以上アッ
プし、就職活動をする上で、頼もしい武器になりました。

ビジネスに直結する
実践的な学びによって
確かな国際感覚を得られた

石毛 裕介  
2016年3月卒業 ／ 千葉黎明高等学校出身
日本コンピュータ・ダイナミクス株式会社勤務

観光学のゼミに所属し、藤沢市のインバウンドプロジェクトに参加。この活動を通し
て、広い意味での「観光」である鉄道業界に興味をもつようになりました。キャリア支
援課の皆さんには、模擬面接はもちろん、ビジネスマナーや身だしなみまで丁寧に
指導していただき、自信をもって就職活動に臨めました。グローバルな視点をもちな
がら、ローカルの問題解決に貢献するという多摩大学の「グローカル」の学びは、東京
五輪を控え、インバウンド需要も高まる中、鉄道会社で活かす機会が増えています。

「グローカル」の学びが
これからの社会で必要な
素養を養ってくれた

柏木 英夫  
2017年3月卒業 ／ 横浜隼人高等学校出身
株式会社ゆりかもめ勤務

就職決定率

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）

3
7
9
3
20
1
2
5
2
3
4
1
11
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多摩大学のグローバルスタディーズ学部では、「サービス・エアライン講座」を開設しています。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、ホテル・観光・ブライダル業界を目指
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。過去の受講者は、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。

サービス・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・サービス業界を目指す学生をサポート

 1回  10月6日（金）  立ち居振る舞い

 2回  10月13日（金） 面接講座（模擬面接①）

 3回  10月20日（金） 自己分析対策

 4回  10月27日（金） 面接講座（ケーススタディ）

 5回  11月2日（木）  面接講座（ビデオ撮影）

 6回  11月10日（金） 面接講座（模擬面接②）

 7回  11月17日（金） メイク講座

 8回  11月24日（金） 企業・職種研究①
（エアライン限定）

 9回  12月1日（金）  企業・職種研究②
（エアライン限定）

 10回  12月8日（金）  エントリーシート対策
（エアライン限定）

 11回  12月15日（金） 面接講座
（模擬面接③エアライン限定）

 12回  12月22日（金） 面接講座
（模擬面接④エアライン限定）

サービス・エアライン講座の内容 （2017年度開催実績）

グローバルスタディーズ学部 キャリアサポート

エアライン講座には、本気で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。私が真剣にキャビンアテンダントになること
を決めたのも、熱意あふれる受講生の一人から、強い刺激を受けた
ことがきっかけです。同じ目標をもつ仲間とモチベーションを高め
合い、厳しく切磋琢磨した経験が自分を大きく成長させてくれまし
た。模擬面接では、講師の方から貴重なアドバイスをもらえます。言
葉遣いや目線の位置など、自分では気づくことが難しい癖を指摘し
てもらえたことが、大変助かりました。エアラインスクールにも負け
ない充実したプログラム。それを学内で受講できることは、大きな
メリットだと思います。

実践的な面接指導を受けられることが、エアライン講座の大きな魅
力です。面接官の役を務めるのは、現役で活躍しているキャビンア
テンダント。毎回、違う方が来てくださるので、受講するごとに新鮮
な発見があり、自分の課題を見つけることができました。「クレーム
対応」は講座で取り組んだ難しいテーマです。実際に、採用試験の
グループディスカッションでも出題され、事前に対策していたおか
げでスムーズに考えをまとめることができました。常に人の意見を
前向きにとらえ、チームワークを大切にすること。キャビンアテンダ
ントとして働く上で重要な姿勢を教わったことも、内定獲得に大き
く役立ったと思います。

横須賀 有茉  
2017年3月卒業
神奈川県立大和西高等学校出身
株式会社スターフライヤー勤務

同じ想いをもった
仲間との出会いが
原動力に

上原 実咲  
2017年3月卒業
神奈川県立橋本高等学校出身
スカイマーク株式会社勤務

現役で活躍する
講師陣による
実践的な指導が魅力

小さい時から航空業界で働きたいと漠然と考えていました。ただ
それは単なる憧れで、真剣に考えはじめたのは、エアライン講座が
きっかけでした。講師は、実際に航空業界で活躍されており、現役の
方からの話はとても参考になります。将来自分が航空業界で働くよ
うになったときの姿を想像しながら、積極的に質問したのを覚えて
います。また、面接講座でも厳しく指導してもらいました。はじめの
うちは頭が真っ白になり、何も答えられませんでしたが、回を重ねる
ごとに、自分の伝えたいことが話せるようになります。就活本番でも
リラックスして臨むことができ、無事に航空会社に就職できたのは、
エアライン講座のおかげです。

アメリカに住んでいるころは身近な交通機関である飛行機に乗る
機会が多く、次第とキャビンアテンダントになることを夢見ていまし
た。グローバルスタディーズ学部に入ったのもこの夢を実現するた
めです。エアライン講座を知ったのは、キャビンアテンダントになっ
た先輩がこの講座を受講していたから。この講座では、立ち居振る
舞いからメイクに関する講座もあり、現役で働いている講師の方か
らのアドバイスは大変助かりました。さらに模擬面接も行われ、笑
みを絶やさず受け答えするための練習は厳しいながらも役立ちま
したね。エアライン講座は、就職活動で実践できる学びが詰まって
います。

猪又 菜那  
2018年3月卒業
新潟県立直江津中等教育学校出身
日本航空株式会社勤務

エアライン講座の
おかげで

“憧れ”を現実に
渡邉 世佳 
2018年3月卒業
向上高等学校出身
全日本空輸株式会社勤務

就職活動で
実践できる学びが
詰まったエアライン講座

エアライン講座で、憧れのCAに！Interview
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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

推薦入試

指定校Ⅰ期
80 30

指定校Ⅱ期

公募制Ⅰ期
5 4

公募制Ⅱ期

　　　　　

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・編入学試験、帰国生入試（グローバルスタディーズ学部のみ） 若干名

オープンキャンパス

 

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　

　　　

5〜7月 11月 3月9月 1月8月 12月10月 2月

「志」AO入試と同様

詳細は募集要項をご確認ください

6/17（日）11：00〜16：00

9/23（日）13：00〜16：008/26（日）11：00〜16：00 11/25（日）13：00〜16：007/29（日）11：00〜16：00

  8/5（日）11：00〜16：007/15（日）11：00〜16：00

2（木）〜21（火） 一次　8/28（火）〜9/7（金）
二次　9/8（土）〜10/12（金）

一次10/23（火）〜11/9（金）
二次11/10（土）〜11/23（金・祝） 9/10（月） 〜  10/16（火）

11/22（木）

〜

12/7（金）
10/19（金）〜11/13（火）

11/22（木）

〜

12/7（金）
10/19（金）〜11/13（火）

12/12（水）

〜

12/25（火）

11/30（金）

〜

12/6（木）

3/13（水）

〜

3/22（金）
1/4（金）〜3/8（金）

12/12（水）

〜

12/25（火）
11/19（月）〜

12/4（火）

12/12（水）

〜

12/25（火）
11/19（月）〜

12/4（火）

一次12/18（火）

〜

12/25（火）

二次1/4（金）

〜

1/16（水）
11/19（月）〜12/12（水）

3/13（水）

〜

3/22（金）
2/16（土）〜3/8（金）

一次 2/7（木）〜2/19（火）
二次 2/20（水）〜3/1（金）

12/21（金）〜1/15（火）
【窓口受付】1/16（水）

12/21（金）〜1/18（金） 一次 2/7（木）〜2/19（火）
二次 2/20（水）〜3/1（金）

2/22（金）

〜

3/1（金）
12/21（金）〜2/13（水） 【窓口受付】2/14（木）

3/13（水）

〜

3/22（金）
2/14（木）〜3/1（金）
【窓口受付】3/4（月）

2/22（金）

〜

3/1（金）
12/21（金）〜2/13（水） 【窓口受付】2/14（木）

3/13（水）

〜

3/22（金）
2/14（木）〜3/1（金）
【窓口受付】3/4（月）

一次 2/7（木）〜2/19（火）
二次 2/20（水）〜3/1（金）

12/21（金）〜1/23（水）
【窓口受付】1/24（木）

11/3（土）／11/4（日）
学園祭

多摩キャンパス・湘南キャンパス
同日開催

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！

志望理由書の作成指導にとどま
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、試験会場や出願期間
を選べるため、受験しやす
かったです。

5/27（日）11：00〜16：00 10/28（日）13：00〜16：00

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

力を習得する意欲がある者を求める。
● 英語によるコミュニケーション力を身に着ける意欲がある者を求める。
● 現代世界に対する広範な関心を持つ者を求める。　　　● 自ら考え、なにごとにも挑戦し、やり遂げる意欲がある者を求める。

グ
ロ
ー
バ
ル
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
学
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

P45へ

P45へ

P46へ

P46へ

P46へ

28
（火）

23
（火）

18
（火）

13
（水）

22
（木）

12
（水）

12
（水）

7
（木）

7
（木）

22
（金）

13
（水）

7
（木）

22
（金）

13
（水）

22
（木）

24
（金）

19
（金）

14
（金）

12
（火）

18
（日）

9
（日）

9
（日）

26
（土）

2
（土）

27
（日）

3
（日）

18
（月）

7
（木）

18
（日）

12
（水）

13
（水）

9
（日）

12
（火）
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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。

TYPED

 〜POINT〜 一般入試 5つの特徴
１ 試験会場が選べる！ （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科目で受験できる！　（※グローバルスタディーズ学部は「英語」科目必須）

私は一般入試を選びました

サテライト型／出願期間 ： 12/21（金）〜1/15（火）※締切日消印有効  窓口受付 ： 1/16（水）／試験日 ： 1/26（土）27（日）／合格発表 ： 2/ 7（木）
 Ⅰ 期　　 　 ／出願期間 ： 12/21（金）〜1/23（水）※締切日消印有効  窓口受付 ： 1/24（木）／試験日 ： 2/ 2（土）3（日）／合格発表 ： 2/ 7（木）
 Ⅱ 期　　 　／出願期間 ： 12/21（金）〜2/13（水）※締切日消印有効  窓口受付 ： 2/14（木）／試験日 ： 2/18（月）　　　 ／合格発表 ： 2/22（金）
Ⅲ 期　　 　／出願期間 ： 2/14（木）〜3/ 1（金）※締切日消印有効  窓口受付 ： 3/ 4（月）／試験日 ： 3/ 7（木）　　　／合格発表 ： 3/13（水）

留学生入試TYPEF
AO方式       ／「志」AO入試と同様
一般方式 Ⅰ 期／出願期間 ： 11/30（金）〜12/6（木）／試験 ： 12/ 9（日）／合格発表 ： 12/12（水）
一般方式 Ⅱ 期／出願期間 ： 1/ 4（金）〜 3/8（金）／試験 ： 3/12（火）／合格発表 ： 3/13（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！

TYPEB

TYPEA

指定校・公募制推薦入試
Ⅰ 期／出願期間 ： 10/19（金）〜11/13（火）／試験 ： 11/18（日）／合格発表 ： 11/22（木）
Ⅱ 期／出願期間 ： 11/19（月）〜12/ 4（火）／試験 ： 12/ 9（日）／合格発表 ： 12/12（水）

「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 8つの特徴
１ 事前に面談があるから、無駄な入学検定料を支払う必要なし！

２ 面談日は複数日から 自由に 選べる！

３ すぐに、面談の結果がわかる！ 　＊面談当日に結果通知を発送！

４ 試験は、面談のみ！ 

５ 小論文 も 筆記試験 もなし！

６ 特別給費生奨学金制度 最大96万円！ 返済不要

7 併願可！

8 大学に来れば指導を受けることができる！
 ＊ オープンキャンパスやAO入試対策セミナーでは、
 　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。
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面
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類
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考
）

合
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W
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願

「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

出願できます「内定」の場合

「内定」に繰り上げる場合には
個別に連絡いたします「補欠内定」の場合

同一AO入試期での
再エントリーはできません「継続不可」の場合

1 2 3 5 6 74

「志」AO入試
受験の流れ

 Ⅰ 期／出願期間 ： 　8/ 2（木）〜            21（火）　   ／試験 ： 8/24（金）／合格発表 ： 8/28（火）　【面談 ： 8/1（水）、8/3（金）、8/7（火）、8/9（木）、8/17（金）、8/18（土）】
 Ⅱ 期／出願期間 ： 　9/10（月）〜10/16（火）／試験 ： 10/19（金）／合格発表 ： 10/23（火）　【面談 ： 9/8（土）、9/22（土・祝）、9/29（土）、10/6（土）、10/7（日）、10/11（木）イブニング】
 Ⅲ 期／出願期間 ： 11/19（月）〜12/12（水）／試験 ： 12/14（金）／合格発表 ： 12/18（火）　【面談 ： 11/17（土）、11/24（土）、12/1（土）、12/2（日）、12/9（日）】
Ⅳ 期／出願期間 ： 　2/16（土）〜 3/ 8（金）／試験 ： 3/12（火）／合格発表 ： 3/13（水）　【面談 ： 2/8（金）、2/15（金）、2/25（月）、2/28（木）、3/6（水）】

私は「志」AO入試を選びました

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

オープンキャンパス ： 5/27（日）、6/17（日）、7/15（日）、7/29（日）、8/5（日）、8/26（日）、
 9/23（日）、10/28（日）、11/3（土）・4（日）、11/25（日）
AO入試対策セミナー ： 7/16（月）、7/23（月）、7/24（火）、8/2（水）、8/8（水）、
 9/1（土）、9/16（日）、9/29（土）、10/6（土）、11/3（土）・4（日）、11/24（土）、12/2（日）

パソコン、スマートフォン、タブレットで簡単・便利なWeb出願!!
Step1 必要書類の準備

＜ 簡単・便利な5ステップ ＞
Step2 出願登録 Step3 お支払い Step4 必要書類の郵送 Step5 受験票のダウンロード

※出願資格を証明するために、調査書や成績証明書が必要となります。詳しくは右ページ（P46）に記載の多摩大学入試サイトをチェックしてください。

Web出願サイトで
「出願登録」をしてください。

「コンビニ」「ペイジー」で入学検定
料のお支払いができます。クレジッ
トカードでのお支払いの場合は
出願登録時にお支払いができます。

必要書類を郵送してください。封筒
（角２以上を各自でご用意くださ
い）に宛名ラベルを印刷して貼り
郵送してください。

出願書類が到着し次第、多摩大学
から受験票をメールにてお送りし
ますので、ダウンロード・印刷してく
ださい。受験票の郵送はしません。

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

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。

TYPEE

 〜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 高得点2科目で受験できる！　（※グローバルスタディーズ学部は「英語」科目必須）

私はセンター試験利用入試を
選びました

Ⅰ 期／ 出願期間 ： 12/21（金）〜1/18（金）※締切日消印有効／個別試験なし／合格発表 ： 2/7（木）
Ⅱ 期 ／出願期間 ： 12/21（金）〜2/13（水）※締切日消印有効  窓口受付 ： 2/14（木）／個別試験なし／合格発表 ： 2/22（金）
Ⅲ 期／出願期間 ： 2/14（木）〜3/ 1（金）※締切日消印有効  窓口受付 ： 3/ 4（月）／個別試験なし／合格発表 ： 3/13（水）

スマートフォンからでも
簡単に出願できます！

多摩大学Web出願の詳細は、

でご確認ください！

入試方式（両学部共通） 出願資格を証明する書類（※）推薦書・推薦入試志望理由書 センター試験成績請求票 資格を証明する書類のコピー

「志」AO入試 ◯ × × △
（資格加点制度希望者のみ）

指定校・公募制推薦入試 ◯ ◯ × ×

一般入試 ◯ × × ×

センター試験利用入試 ◯ × ◯ ×

入試サイト https://www.tama.ac.jp/admiss ion/
exam/websyutugan.html

AL入試
今年度から新しく導入される入試方式です。詳細は募集要項をご確認ください。

TYPEC

私は推薦入試を
選びました
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●奨学金制度・学費ローン

●学費　（2018年度予定：来年度は変更になる可能性があります。）

★ 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）2.5％　※2018年3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。返済方法は以下の2つから選択できます。
① 通常返済：学生の在学中から予め指定した金額を毎月返済する。
② ステップアップ返済：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2.514％　固定金利3.200％　※2018年3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 実質年率（固定金利）2.5％　※2018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

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

4万円以上500万円以下（複数回利用時の累積上限）
※一回あたりの利用金額は学費納付書の記載金額が上限
※費目は学納金すべてが対象となります

利率 実質年率（固定金利）2.5％　※2018年3月1日現在
入金
方法 セディナ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　※据置期間は最長48カ月かつ在学期間中

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・セディナと提携した「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/

【お問い合わせ先】　株式会社セディナ
受付時間 9:30〜17:30（土日・祝日を除く）　TEL 0120-686-909（フリーダイヤル）
ホームページ https://www.cedyna.co.jp/company/

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 セディナ

※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】　楽天銀行教育ローン
平日 9:00〜20:30 土日祝日 10:00〜17:30　TEL 0120-616-910（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/

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

（再課程認定申請中 ※1）

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（※2）」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

（再課程認定申請中 ※1）

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

価値観の違いを理解しながら
実践的なグローバル
ビジネスを学ぶ

入学時から、必ず海外留学に挑戦すると決めていました。2年間、しっかり英語力
を身につけた上で、3年次の前期に交換留学制度を利用して、半年間の留学を
実現。行先はシンガポールのナンヤンポリテクニックです。この学校では実践的
なビジネスを学ぶことができます。私の専攻はセールスプロモーション。フィー
ルドワークのプログラムが充実しており、実際に街に出て、効果のある販売手
法をリサーチしました。同じアジアであっても日本とシンガポールでは大きく文
化が異なり、価値観の違いを理解することが、世界でビジネスをする上では重
要だということを学びました。将来の目標は、グローバルビジネスを手がけるこ
と。まさに期待したとおり、留学を通して第一歩を踏み出すことができました。

森 舞子
グローバルスタディーズ学部4年 ／
横浜市立金沢高等学校出身

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】 ※2017年度募集実績
★  ウィニペグ大学（カナダ）  ★  ユーシーオーラバル（UCO LAVAL）（フランス）  
★  エイジア（ESIEA）（フランス）  ★  ナンヤン ポリテクニック（シンガポール） 
★  テイラーズ大学（マレーシア）  ★  マカオ大学（マカオ）　★  広東財経大学（中
国）  ★  天津財経大学（中国）　★  開南大学（台湾）　★  国立曁南国際大学（台
湾）　★  国立東華大学（台湾）　★  真理大学（台湾）　★  淑明女子大学（韓国）
★  済州漢拏大学（韓国）　★  東国大学校慶州キャンパス（韓国）　★  東明大学

（韓国）  ★  漢陽大学（韓国）

【短期プログラム】 ※2017年度募集実績
・ロンドン大学（イギリス）／3週間　・カリフォルニア大学ロサンゼルス校（アメリ
カ）／4週間　・ハワイ大学 マノア校（アメリカ）／3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　・ビクトリア大学（カナダ）／4週間　・（株）
ベネッセコーポレーション提携語学学校［サンフランシスコ ノースベイ校（アメリカ）、 
バンクーバー校（カナダ）、シドニー校（オーストラリア）］／2～7週間　★ 上海東海職
業技術学院（中国）／1週間　★ 開南大学（台湾）／2週間　・アジアダイナミズム
済州島研修（韓国）／4日間　・EJC外国語学院（韓国）／1週間　★ 淑明女子大
学（韓国）／3週間　★ 漢陽大学（韓国）／2週間　★ アジアサイエンスパーク協会

（韓国）／1週間～　・サムライカレープロジェクト（カンボジア）／2・4週間

上記以外、自ら選んだ学校でも、大学が留学先として相応しいと認めた場合は単位
認定の対象となる場合があります。

“志”の実現に向けて

※1 ただし、文部科学省における審査の結果、予定している教職課程の開設時期が変更となる可能性があります。
※2 明星大学通信教育部との教育業務提携により、2年生から卒業までの3年間の通信教育課程において、高等学校教諭一種免許状（数学）の取得 

を目指すことができます。この課程の受講者は、多摩大学にて高等学校教諭免許状（情報）を取得することが必須条件となります。
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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

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。

全天候型のスポーツアリーナです。「スポー
ツ」の授業や部活・サークルでの利用だけで
なく、空き時間であれば誰でも利用できる
ので、身体を動かしてリフレッシュできます。

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。

従来の図書館サービスに加え、アクティブ・
ラーニングを支援するための学修サポー
ト施設、ITサポート施設を備え、快適に自
習やグループワークができる環境を提供
します。

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。

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。
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または永山駅までの所要時間

湘南台駅までの所要時間
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29分
大和
6分
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川崎
41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
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藤沢北警察署入口

■ 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。

③ALC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。

①ラウンジ

⑤食　堂
⑥スポーツア

リーナ

②パウダールーム

1

5

6

4

3
2

①図書館

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。

③ホール

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。

④カフェテリア ⑤テニスコート②アゴラ
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