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T A M A  U N I V E R S I T Y

少 人 数 教 育＆アクティブ・ラーニング で 　 " 与えられる " 側 から ” 与える ” 側 へ 、
　 人 に役 立 つ「 志 」と社 会 人 の 基 礎 力を育 む 多 摩 大 学 。

　 あなたを変えるチャンスがたくさんあります。そんなあなたの " 変 わる " を全 力 で サポートします。

自分を変えるのは、ジブンだ。
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自分を変えるのは、ジブンだ。

「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
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
」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

多摩大学は、開学以来の伝統である社会で役立つ“実学”を柱とし、

少人数ゼミを中心に多彩な教授陣が手造りで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17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、既に延べ14万人を超

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、どのように長い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、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ことのできる多くの若い人たちに

多摩大学は、門を開いています。

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、『ジェロントロジー宣言「知の再武装」で100
歳人生を生き抜く』（ＮＨＫ出版新書）、『（寺島実郎監修）全47都道府県幸福度ランキング2018年版』

（東洋経済新報社）、『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、主な著書は、『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）、『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。

寺島 実郎  多摩大学学長

3 4

学長メッセージ

1
双方向授業や学内外の46プログラムで、
主体性を育みます。

例）地域観光研究・商品開発 in 飛驒高山
競技スポーツをめぐるマネジメント活動

アクティブ・ラーニング

2
インターゼミ(社会工学研究会)は、課題解決型
グループ研究で、学生・院生・教員が共同研究
を行います。リレー講座は外部の一流講師が
登壇します。

学長主宰の
インターゼミとリレー講座

「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」

多摩大学 5つの魅力 実学を柱とした教育で、100年人生を生き抜く人材を育成します

 文部科学省 平成29年度「私立大学研究ブランディング事業」として、

『大都市郊外型高齢化に立ち向かう実践的研究』が
 選定されました。

TOPICS

1年生プレゼミ、2年生～4年生
ホームゼミ。多くの友人ができ、
教員が4年間責任をもちます。

4年間ゼミ 3
マンツーマンで手厚くサポートします。
経営情報学部 98.2%
グローバルスタディーズ学部  97.0%

就職率 5
「グローバルビジネス」「地域ビジネス」
「ビジネスICT」といった、学生にあった
履修モデルを提供します。

グローバル・
地域・ICTビジネス4
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自分を変えるのは、ジブンだ。
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自分を変えるのは、ジブンだ。
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大鶴 奈月
経営情報学部 2年／大分県佐伯豊南高等学校 出身

廣野 樹梨
経営情報学部 4年／立川女子高等学校 出身

自分を変えるのは、ジブンだ。

起業に興味があり、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、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。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。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べたと思
います。この体験がきっかけとなり、産・官・学連携の
「多摩未来奨学生プロジェクト」に参加。多摩活性化を
目指して、12大学の学生が集まる中、私は産業企業グ
ループに所属しました。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し
ましたが、そのプロセスでは、ゼミで鍛えたことが活か
せました。日本各地に店舗をもつイオンでも、地域貢献
を果たしていきたいと考えています。

濱島 健吾
イオンリテール株式会社勤務
経営情報学部 2017年度卒業／日本工業大学駒場高等学校出身
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田邉 輝広
公益社団法人藤沢市観光協会勤務
グローバルスタディーズ学部 2018年度卒業／神奈川県立松陽高等学校出身

長谷川 文哉
グローバルスタディーズ学部 4年／向上高等学校出身

宮田 夏光
グローバルスタディーズ学部 2年／光明学園 相模原高等学校出身

自分を変えるのは、ジブンだ。
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　　　　　　先生に聞く経営情報学部のゼミ

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

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、ホームゼミ  など

「経営情報学部」は、経営と情報を学ぶ実学重視の大学ですが、ただ経営と情報を学ぶのではありません。
第一に、これを実学として生かすために、4年間を通じて、少人数の「ゼミ」を教育の中心に据えています。ゼミでは、先
生や先輩、友人との時間や体験の共有を通じて、ものの見方・考え方、価値観、行動様式、交渉術、組織的活動方法な
ど多くのことを学び、判断力、決断力、行動力を身につけます。
第二に、こうした学びには、自分自身の主体的なあり方が大切ですので、講義やその他のすべてのプログラムも、学生
自身が「アクティブ・ラーナー」（能動的に学ぶ人）になれるように工夫されています。
第三に、学んだ多くのピースが、自分の中で統合されていくことが大切です。「インターゼミ」や「特別講座」などを通じ、
時代認識や世界情勢、先人たちの哲学など、あらゆるものを取り込みながら、広い視野を持って自分の立ち位置を知
り、学び全体が自分の中で一つの大きな力になるように、教育を組み立てています。
そして第四に、以上のような多摩大学経営情報学部の価値を実現にするために、全教職員がスクラムを組んで教育に
取り組んでいます。AIとIoTの時代の中、単に「稼ぐ人」ではなく、「問題解決を通じて社会に貢献できる人材」として、
心豊かな職業人を目指し、成長したいと思っている方に、ぜひ多摩大学で学んでいただきたいと願っています。

自らの意思で行動する体験を通じて、
「必要とされる人」に成長できる学部

S c h o o l  o f  M a n a g e m e n t  a n d  I n f o r m a t i o n  S c i e n c e s

経営情報学部
● 経営情報学科　● 事業構想学科　

杉田 文章

多摩大学 副学長
経営情報学部 学部長
教授

副学長・学部長

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！

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

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。

「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。

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。

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。

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。

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
のお話を聞きに、毎年、被災地のヒヤ
リングを行っています。

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。

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

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

PICK UP!

01

02

社会性

言葉力

共感力

発信力

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？

身につく力

身につく力

経
営
情
報
学
部

　｜　TAMA UNIVERSITY GUIDEBOOK TAMA UNIVERSITY GUIDEBOOK　｜　13 14



　　　　　　先生に聞く経営情報学部のゼミPICK UP!

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。

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。日本ベ
ンチャー学会清成忠男賞書籍部門を受
賞しました。

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！

多摩の地域特性を生かした授業を展開。
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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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

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IBM、イー・アクセス／イー・モバイル創業参画を
経て、現職。

【担当科目】
経営組織、キャリアデザイン入門、ベンチャー企業論、経営
情報論Ⅰ、事業構想論Ⅱ、プレゼミⅠ•Ⅱ、ホームゼミⅠ～Ⅳ 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Ⅰ～Ⅵ  など

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Ⅰ～Ⅳ 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！

「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！

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！

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！

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。

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。創造した知識を生かし、共に課題を解決していきましょう。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

03

04

05

06

実装力

情報力

向き合う力

収集・
分析力

身に
つける力

アジア力

創造力

発信力

何を学ぶ？

何を学ぶ？

何を学ぶ？

何を学ぶ？

身につく力

身につく力

身につく力

身につく力

経
営
情
報
学
部

　｜　TAMA UNIVERSITY GUIDEBOOK TAMA UNIVERSITY GUIDEBOOK　｜　15 16



浅田さんの
場合

Step
Up!

Step
Up! Step

Up!

経営情報学部

◇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
□教職課程必修目

WEBでシラバス公開中！
QRコードはこちら

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
☆IT概論 Ⅰ・Ⅱ
☆国際経済学
☆金融論
☆経営学概論
☆ビジネス戦略
☆国際経営入門
☆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
☆地域産業論
☆消費心理
☆中級簿記
☆リーダーシップ論

 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
☆経営学概論
☆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
☆経営科学
☆ビジネス数学 Ⅰ・Ⅱ
☆中級簿記
☆マーケティング・リサーチ
☆マーケティング・データ分析
☆リーダーシップ論

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
☆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
☆経営と意思決定
☆問題解決学特講 Ⅰ～Ⅲ（2月集中）

☆日本経済論
☆経済統計学
☆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
☆事業デザイン論 Ⅰ・Ⅱ
☆国際公共政策
☆ビッグデータ活用法
☆ブランドマネジメント
☆経営組織
☆人材マネジメント論
☆ロシア経済論
☆地域金融論
☆多国籍企業
☆問題解決学特講 Ⅰ～Ⅲ（2月集中）
☆現代メディア論

【問題解決学科目群】
●演習科目
○インターゼミⅠ～Ⅶ
★ホームゼミⅠ・Ⅱ

【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
☆哲学入門
☆アドバンスド・ライティング・スキル
◎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・Ⅱ
○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
○日経トップリーダー／日経BP総研

サステナブル経営ラボ共同冠講座
○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
○インターゼミ Ⅰ～Ⅶ
★ホームゼミ Ⅲ～Ⅳ

【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 Ⅰ・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

【問題解決学科目群】
●演習科目
○インターゼミⅠ～Ⅶ
★ホームゼミⅤ～Ⅵ

【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
☆インターゼミⅠ～Ⅶ
★プレゼミⅠ・Ⅱ

●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
☆初級簿記

【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
☆多摩学Ⅱ
☆スポーツ・マネジメント論 
☆グローバルヒストリーⅠ・Ⅱ
☆ライティング・スキル
◎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
○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、ジーユー、
　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、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。担当の職員は他
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、講義をしてくれます。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4年間の学びの流れ

ゼミ

ゼミ

ゼミ

ゼミ

☆原価計算
☆地域スポーツ論
☆ITパスポート
☆ベンチャー企業論
☆経営思想史
☆財務会計

☆ⅠT活用法 Ⅱ
☆原価計算
☆ITパスポート
☆ベンチャー企業論
☆経営思想史
☆財務会計

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 （2017年度卒業）

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

経
営
情
報
学
部
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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

※(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

【非常勤講師一覧】
秋庭 淳志
飯田 健雄
伊藤 暢人
王 佳子

大澤 拓也
大森 映子
荻阪 哲雄
荻野 博司

梶原 裕
河合 敦
橘川 幸夫
清松 敏雄

葛本 幸枝
久米 信行
高 昌弘
後藤 涼子

佐藤 恵太
杉森 知也
須山 憲之
関 秀雄

高瀬 義幸
田中 理
丹下 英明
千原 則和

田 園
中川 宏子
西村 公児
久恒 啓一

樋口 裕一
福角 有紘
水上 晃実
峯岸 久枝

諸橋 正幸

 グローバルビジネス
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、韓国経済論、グローバル
ビジネス入門、特別講座Ⅰ・Ⅱ、プレゼミⅠ・Ⅱ、インターゼミ
職歴 ： （株）三井物産戦略研究所

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
経営情報論Ⅰ・Ⅱ、経営組織Ⅰ・Ⅱ、特別講座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（志）
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）

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
金融論、グローバルビジネス入門、経済統計学、国際経済学、ミクロ
経済学、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 ： 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、
プレゼミⅠ・Ⅱ
職歴 ： 関東学院大学、日本大学短期大学部

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、プレゼミⅠ・Ⅱ、インターゼミ
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、問題解決学特講Ⅰ～Ⅲ、立志特
講Ⅰ～Ⅲ、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

西村 知晃　准教授 Nishimura Tomoaki

【担当科目】
人材マネジメント論、多摩学Ⅰ・Ⅱ、特別講座Ⅰ・Ⅱ、ビジネススキル入
門、リーダーシップ論、プレゼミⅠ・Ⅱ、インターゼミ
職歴 ： 三菱マテリアル（株）

加藤 みずき　専任講師 Kato Mizuki

【担当科目】　ホームゼミ ： 消費者行動、認知心理学
多摩学Ⅰ・Ⅱ、特別講座Ⅰ・Ⅱ、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、プレゼミⅠ・Ⅱ、ホームゼミ

（志）、インターゼミ

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、プレゼミⅠ・Ⅱ、インターゼミ
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

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、国際公共政策、日本経済論、マクロ経済
学、プレゼミⅠ・Ⅱ
職歴 ： 流通産業研究所、専修大学

佐藤 文平　専任講師 Sato Bunpei

【担当科目】
スポーツⅠ・Ⅱ、スポーツマネジメント論、多摩学Ⅰ・Ⅱ、地域スポーツ
論、特別講座Ⅰ・Ⅱ、プレゼミⅠ・Ⅱ、ホームゼミ（志）、インターゼミ
職歴 ： プロテニスプレイヤー、白百合女子大学、明治大学

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
業界研究Ⅱ、ブランドマネジメント、マーケティング入門、問題解決学
特講Ⅰ～Ⅲ、立志特講Ⅰ～Ⅲ、プレゼミⅠ・Ⅱ
職歴 ： （株）電通

初見 康行　准教授 Hatsumi Yasuyuki

【担当科目】　ホームゼミ ： 労働観、キャリアデザイン
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、特別講座Ⅰ・Ⅱ、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

高橋 恭寛　准教授 Takahashi Yasuhiro

【担当科目】
経営思想史、スタディスキル入門、多摩学Ⅰ・Ⅱ、哲学入門、特別講座
Ⅰ・Ⅱ、ビジネススキル入門、プレゼミⅠ・Ⅱ、ホームゼミ（志）、インター
ゼミ
職歴 ： 宮城県岩沼市教育委員会、東北大学大学院、東日本国際大学

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、プレゼミⅠ・Ⅱ、ホームゼミ（志）
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

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、韓国語Ⅰ・Ⅱ、グローバルビジネス入門、事業構想論Ⅰ・
Ⅱ、マーケティングマネジメント論、プレゼミⅠ・Ⅱ、ホームゼミ（志）
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

小林 昭菜　専任講師 Kobayashi Akina

【担当科目】　
グローバルヒストリーⅠ、スタディスキル入門、多摩学Ⅰ・Ⅱ、特別講座Ⅰ・
Ⅱ、ロシア経済論、プレゼミⅠ・Ⅱ、インターゼミ
職歴 ： ガシーレンカージャパン(株)、法政大学・大学院、敬愛大学、
日本学術振興会　他

志賀 敏宏　教授 Shiga Toshihiro

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

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、
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
コンピュータ概論、コンピュータネットワーク活用、情報工学概論、プ
ログラミング入門Ⅱ、プレゼミⅠ・Ⅱ、ホームゼミ（志）
職歴 ： 埼玉大学大学院、東京大学

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、プレゼミⅠ・Ⅱ

今泉　忠　教授 Imaizumi Tadashi

【担当科目】　ホームゼミ ： 統計的データ分析
経営と意思決定、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、プレゼミⅠ・Ⅱ
職歴 ： 立教大学、青山学院大学

木村 太一　専任講師

佐藤 洋行　准教授

Kimura Taichi

Sato Hiroyuki

【担当科目】
財務会計、初級簿記、多摩学Ⅰ・Ⅱ、中級簿記、特別講座Ⅰ・Ⅱ、問題解決
学特講Ⅰ～Ⅲ、立志特講Ⅰ～Ⅲ、インターゼミ、プレゼミⅠ・Ⅱ
職歴 ： 慶応義塾大学

【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、マーケティング・
データ分析、特別講座Ⅰ・Ⅱ、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

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、社会心理、特別講座Ⅰ・
Ⅱ、ビジネス数学基礎、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

齋藤 S. 裕美　教授 Saito S. Hiromi

【担当科目】　ホームゼミ ： 情報倫理
教育原理、情報科教育法Ⅰ・Ⅱ、情報と職業、情報倫理、データベース
Ⅱ、問題解決学特講Ⅰ～Ⅲ、立志特講Ⅰ～Ⅲ、プレゼミⅠ・Ⅱ
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

小西 英行　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パスポート、ITビジネス入門、経営情報論Ⅰ・Ⅱ、スタディースキル入
門、特別講座Ⅰ・Ⅱ、ビジネススキル入門、問題解決学特講Ⅰ～Ⅲ、立志
特講Ⅰ～Ⅲ、プレゼミⅠ・Ⅱ
職歴 ： 秋田経済法科大学、富山国際大学

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、プレゼミⅠ・Ⅱ、インターゼミ
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

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、情報ネットワーク、多摩学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、教育実習、教育心理学、教育相談、認知心理、ビジネス数学
基礎、プレゼミⅠ・Ⅱ、ホームゼミ（志）
職歴 ： 東京大学、専修大学、（独）大学入試センター

 地域ビジネス

松本 祐一　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、地域ビジネス入門、事業構想論Ⅰ・Ⅱ、事業デザイン論
Ⅰ、プレゼミⅠ・Ⅱ
職歴 ： （株）シー・エンド・シー

長島　剛　教授 Nagashima Tsuyoshi

【担当科目】
事業デザイン論Ⅱ、多摩学Ⅰ・Ⅱ、地域金融論、特別講座Ⅰ・Ⅱ、プレゼ
ミⅠ・Ⅱ、インターゼミ
職歴 ： 多摩信用金庫

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、地域政策プランニング、地域ビジネス入門、地域
ビジネスプランニング、特別講座Ⅰ・Ⅱ、プレゼミⅠ・Ⅱ、ホームゼミ

（志）
職歴 ： 日本コンベンションサービス(株)

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、地域ビジネス入門、ライフ・デザイ
ン、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）
現代メディア論、サブカルチャー論、スタディースキル入門、地域
ビジネス入門、特別講座Ⅰ・Ⅱ、プレゼミⅠ・Ⅱ
職歴 ： 湘南国際女子短期大学、早稲田大学

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、地域産業論、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
職歴 ： 淑徳大学、中央大学ビジネススクール

杉田 文章　副学長・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、事業構想論Ⅰ・Ⅱ、余暇マネジメント、プレゼミⅠ・Ⅱ、
インターゼミ
職歴 ： 東京職業訓練短期大学、帝京大学

経営情報学部

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 経
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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

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

たまサポ（多摩大サポーターズ）
アクティビティスタッフ

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、そしてバーベキューパーティーや学
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。

年3、4回行われる公演に向け、日々練習・
チャレンジを重ねています。 役者だけでは
なく、照明・音響といった裏方の作業や、ポス
ター・パンフレット作成などの広報なども募
集しています！ 経験者・未経験で大歓迎です！

サークル員同士でバンドを組み、練習やライブ演奏
等を行うサークルです。大学に入ってから初めて自
分の楽器を買って始めたという人も少なくないの
で、大学入学してから楽器を始めるのも全く遅くあ
りません。みんなで楽しく大学生活を送りましょう。

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。

喫茶店にコーヒーを飲みに行くことに加え、
コーヒーの味とコーヒー事業に関する研究
をします。分からないことがあったり、コー
ヒーが飲めなくてもぜんぜん大丈夫です。
活動はゆるめですので気軽にどうぞ！！

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の活動をしています。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です。

ものづくりをテーマとした活動を行っています。
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する予定です。
また今年度はETロボコンに参加する予定です。

「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！

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！！

アニメや映画をあまり見ない人、たくさん見
る人、どんな人でも大歓迎！ 週に一度のお楽
しみ！ 興味ある方をメンバー一同お待ちして
おります！

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！

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。

ゲームサークルです！ 好きだけど苦手…。ゆるくじゃなくて
真剣やりたい…！ どちらの人にも考慮しています。見るだ
けが好き…な人も大歓迎！ 携帯ゲーム～テレビゲームま
で、できる限り希望に応えます。定期開催のトーナメントも
醍醐味。アットホームな雰囲気の中、楽しみましょう！

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!!

韓国の文化を楽しみながら日韓の交流を目
的としています。言語の勉強やお料理、お菓
子作り、合宿などを企画しています。韓国の
知識がなくても楽しめます！ 楽しい思い出を
作りましょう！

国内の観光を中心に研究しています。毎年、1箇
所以上観光地に足を運び、現状を自分の目で確か
め、観光の楽しさを発見しています。旅行に興味
がある人、日本の観光や文化、風習に興味のある
留学生の方など、一度見学に来てみてください！

フットサルサークルです。不定期でワンデー
大会に出ています。バイトや他のサークルと
両立もOK！ 体験もできるので是非参加して
下さい。

●活動時間
週1日ほど

●活動場所
部室

●活動時間
月・水・金曜日

●活動場所
部室やサークル室

●活動時間
月～金曜日

●活動場所
教室やサークル室

●活動時間
月曜日

●活動場所
教室

●活動時間
月曜日

●活動場所
毎回変わります

●活動時間
不定期

●活動場所
学内（芝生広場）・
近隣の野球場

●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

●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

●活動時間
月・水・金曜日
 

●活動場所
学内テニスコート

●活動時間
水曜日

●活動場所
教室

●活動時間
月・金曜日
16時20分～17時50分

●活動場所
教室

●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）

●活動時間
水曜日

●活動場所
教室

●活動時間
金曜日
16時20分～20時

●活動場所
学内アリーナ

●活動時間
月曜日

●活動場所
教室

●活動時間
月曜日・木曜日

●活動場所
図書館
セミナールーム 他

●活動時間
不定期（1カ月2～3回）

●活動場所
学内アリーナ、
近隣フットサルコート

多摩大学学生会執行部・多摩祭実行委員会 サザンクロス（演劇） 音楽連合

F.E.I.T（アナログゲーム）

珈琲研究会Ｂ＆ｂ（軟式野球）

科学技術部

ぴぃちアボガド（テニス）

アニメ・映画研究会ゆるーく格闘技サークル

日本伝統文化研究会

いーすぽサークルばどわいざー（バドミントン）

韓国文化研究会 多摩学生研究団体 トラベルデザインズBere festa (ベルフェスタ)

文化系サークル 文化系サークル

文化系サークル

文化系サークル運動系サークル

文化系サークル

文化系サークル運動系サークル

文化系サークル運動系サークル

文化系サークル

文化系サークル運動系サークル

文化系サークル 文化系サークル運動系サークル

設立3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

女子フットサル部
体育会

「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。前フットサル日本女子代表コーチの福
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。

●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

男子フットサル部
体育会

経
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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

スケート部
体育会

【男子フットサル部・女子フットサル部】 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！ TOPICS

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

男子フットサル部は、設立8年目の体育会指定強化部です。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リーガーを輩出しています。

※2019年3月の情報です。

経営情報学部
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※(株)： 株式会社　（同）：合同会社　(相):相互会社

【金融業、保険業】　岡三証券、多摩信用金庫、第一生命(株)、野村證券(株)、ほけんの窓口グループ(株)、明治安田生命保険(相)　等
【製造業】　味の素冷凍食品(株)、(株)伊藤園、 (株)コーセー、沢井製薬(株)、(株)ジーユー、(株)ＦＡＮＣＬ、ＨＯＹＡ(株)、山崎製パン(株)　等
【情報通信業】　(株)NTTデータエマーズ、(株)グリー、(株)セラク、ソフトバンク(株)、トランスコスモス(株)　等
【卸売業、小売業】　(株)イオンリテール、(株)エービーシー・マート、(株)ビックカメラ、(株)ファミリーマート、(株)三越伊勢丹、(株)ロフト　等
【建設業】　(株)一条工務店、積水ハウス(株)、第一カッター興業(株)　等
【運輸業、郵便業】　(株)日本航空、日本郵政(株)、ヤマト運輸(株)　等
【不動産業、物品賃貸業】　穴吹興産(株)、(株)ＦＪネクスト、京王不動産(株)、(株)日本ハウスホールディングス、(株)ルミネ　等
【宿泊業、飲食サービス業】　(株)共立メンテナンス、日本ＫＦＣホールディングス(株)、(株)ペッパーフードサービス　等
【生活関連サービス業、娯楽業】　(株)シミズオクト、(株)ベストブライダル、(同)ユー・エス・ジェイ　等
【サービス業（他に分類されないもの）】　(株)サニーサイドアップ、セントラル警備保障(株)、TOTOエキスパート(株)、(株)フルキャスト、(株)マイナビ　等

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。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　●学内業界セミナー
●学内合同企業説明会　●模擬面接会　●学内選考会

【主な就職先一覧】 2015〜2018年度卒業生の主な就職先（業種別・50音順）

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、就職
活動に関わる情報を収集し、多角的に支援します。

ビジネスの現場から海外の旬の話題まで。
授業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！

経
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卒業生からのメッセージ

卒業生データ

業種別卒業生就職者数（2018年度卒業生）

98.2%
● 卒業生　　　247名
● 就職希望者　218名
● 就職者 　　　214名

就職決定率 （2018年度卒業生）

公務（他に分類されないもの）
電気・ガス・熱供給・水道業

医療、福祉
学術研究、専門・技術サービス業

金融業、保険業
建設業

運輸業、郵便業
製造業

宿泊業、飲食サービス業
生活関連サービス業、娯楽業

不動産業、物品賃貸業
サービス業（他に分類されないもの）

卸売業、小売業
情報通信業

「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  
2016年度卒業 ／ 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。就職活動に関しては、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
学で学んだことを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  
2016年度卒業 ／ 神奈川県立新城高等学校出身

野村證券株式会社勤務

経営情報学部

キャリアサポート 実学重視の多摩大学では、学生一人ひとりの強みと適性を
把握し、少人数制を活かしたサポートを行っています。
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学生と共に悩みぬく
「共同実践型」のキャリア支援

キャリア支援課では、マンツーマンでのサポー
ト体制を実施しています。これは「共同実践
型」と言い換えることができると思います。サ
ポートされる側が下、する側が上ということで

はなく、学生と職員がそれぞれの役割を果たし
ながら、共に肩を並べて目標に向かっていく体
制です。
進路選択は、容易に結論が出せるものではあ
りません。だからこそ、徹底的に学生に寄り添
うことを大事にしています。自己分析や自己
PRの作成を例にとっても、一緒になって、どこ
までも考え抜きます。そうした作業が形式的な
ものであっては意味がないと考えます。私たち
が学生の強みを定義するのではなく、学生本
人が、自分の言葉で自分を表現できるようにな
ることが重要です。
社会への関わり方は多様です。迷い、悩むこと
は、進路決定において無駄ではありません。迷
い、悩んだ上で出した答えは、地に足の着い
た、たくましい意志決定になるでしょう。そうし
た地点へと学生を導くために、あえて本人の
考えと異なる選択肢を提示することも、私たち
の役目だと考えています。なぜその道を選ぶの
か。別の選択肢はないのか。時には厳しい問
いかけをすることもあります。そうした揺さぶり
の中で形成するキャリアデザインこそが、自分
らしい生き方に繋がっていくと信じています。

職員の姿勢を通して
学生から本物の主体性を引き出す

キャリア支援課では、職員のデスクスペースと
相談ブースの間に、あえて仕切りを設けていま
せん。それは、私たち職員が企業の方 と々接し
ている姿を、なるべく学生たちにはその目で見
てもらいたいからです。急場しのぎで覚えたこ
とは、身になりません。勝負は日常にあります。
ですので、学内合同企業説明会など、オフィ
シャルなイベントに限らず、学生生活の中で、ビ
ジネスの現場に触れる機会を設けています。
「社会に出て働きなさい」と頭ごなしに言って
も、学生の心には刺さらないことを実感してい
ます。無理に作り出した志望動機は、きっと面
接で見抜かれてしまいます。もし内定が出たと
しても、早期離職のリスクが大きいでしょう。10
年後、20年後を見据え、学生から本物の主体
性を引き出すことに努めています。そのために
は、手取り足取りスキルを教えるだけはなく、職
員自身がチャレンジする姿を通して、キャリア
を描く面白さや働き方の多様性を伝えていくこ
とが大切だと考えています。

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、マンツーマン体制があります。

学生一人ひとりに対して、キャリア支援課の相談員（キャリアカウンセラー）がマンツーマンで指導するのはもちろん、ゼミ

担当教員が日々の学生生活と直結しているゼミの情報を共有。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（キャリアカウンセラー）とゼミ担当教員が一緒になって、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マンツーマン 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、野村證券、野村不動産、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、山形テレビ、Z会、日本コカコーラ 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

君和田 由郁
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/エントリーシート対策、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。

財閥 系総合商 社勤務を経て現職。米 国に
て異文化コミュニケーションを学び、学生・
留学生・日本人駐在家族など多様なバック
グラウンドの方々のキャリアを支援。履歴書/
エントリーシート、面接対策、企業研究、業界
研究など、親身なサポートには定評あり。
※ 資 格：キャリアコンサルタント（ 国 家 資
格）、 米国CCE,Inc.認定GCDF-Japan 
キャリアカウンセラー

Massage

　　
　

以前は、新卒採用メディアなどを運営する会社で、総務
や人事を担当していました。当時から、関心の中心は
教育にありましたが、まずは企業の側から学生のキャリ
アや教育のあり方を考えてみたかったのです。本学で
は、進路選択をサポートする部署を、“就職”課ではなく

“キャリア”支援課としている点に奥深さを感じます。就
職はもちろん、起業や進学など、学生が描くキャリアをな
んでも全力でサポートする。そんな役割を果たしたいと
思います。

経
営
情
報
学
部

経営情報学部 注目TOPICS

キャリア支援課 主任
髙部 大問
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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

　　　　　　　　　先生に聞くグローバルスタディーズ学部のゼミ

Brian J.English 教授
【プロフィール】
南カリフォルニア大学にて修士号（TESL）取得、博士号（国際異文
化教育）取得。米国、韓国、日本での教授歴は通算25年。語学教育
へのIT技術導入について論文を発表している他、教育学的見地か
ら発信する学術ライティングのガイドラインについて学会発表す
る等精力的に活動している。

【担当科目】
Grammar and Writing Ⅰ・Ⅱ、Listening and Pronunciation Ⅰ・
Ⅱ、Business Communication in English Ⅰ・Ⅱ、ゼミナールⅠ〜Ⅳ

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

実践と学習の両輪で英語力を磨き、
主体的に社会に貢献するグローバル人材へ

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！

“Learning-by-doing”−実践しながら学習することが、授業全般に共通する重要な方針です。ゼミでは近隣の
幼稚園などに行き、学生たちが「先生」となって、子どもたちに英語を教えます。この「教える」という体験を通し
て、学生たちは自ずと、コミュニケーションの楽しさや難しさ、社会での立ち位置を深く認識することになりま
す。また、英語集中教育（AEP）では、環境問題や人権問題に関するグローバルなトピックスをテーマに、エッ
セイを書き上げます。国際的な視点や課題意識を育み、それを発信できるだけの英語力を鍛えることがねら
いです。こうしたゼミやAEPは、自ら進んで考えるグローバル人材へと成長できる場になるでしょう。

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。

英語圏やアジア圏など、さまざまな国に
フォーカスした教材を用いて、学生の興味の
幅を広げます。その興味が、留学や海外ボラ
ンティア活動など、次のアクションに繋がって
いくことに期待しています。

YouTubeなどの動画を視聴し、グローバルな
課題について認識を深めることからスタート。学
生それぞれが問題提起を行い、英語で意見をま
とめてシェアします。論理的な思考や、プレゼン
テーションのスキルも身につきます。

イラストカードや歌を活用して、子どもたちに
英語を教えてもらいます。「教える」ことを真
剣に考えるプロセスが、学生自身の英語力も
鍛えます。子どもの役に立ちたい、という社会
貢献の気持ちも大切 ！

受け身で知識を得るばかりでなく、自
分で課題を見つけることが、これから
の時代さらに重要になってくるでしょ
う。主体的なアクションを促す体験型
の授業が、次世代のグローバル人材
を育みます。

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。

世界のさまざまな問題に目を向け、
それに対する考えを仲間とシェアす
ることで、社会や身近な人たちと共感
する力を伸ばしていきます。地域の
子どもたちに英語を教える中でも、
世代を超えた共感力が培われるで
しょう。

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。

PICK UP!

01

02

主体性

グローカル
力

共感力

交流力

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？

身につく力

身につく力

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〜

国際教養コース ホスピタリティ・
マネジメントコース

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）

多摩大学 副学長
グローバルスタディーズ学部 学部長
教授

副学長・学部長

ウィリアム シャング
安田 震一

グローバル社会の問題解決の最前線に立つ志人材

国や地域の違いから生
じる多様な視点や考え
方を学び、環境や経済
など地球全体で解決に
取り組 む べ き 課 題 に
取り組みます。

1年次に行われる英語
集中教育。英語力に応
じたクラス編成で、本学
部での専門分野の学びに
必要不可欠な英語力を
習得します。

基礎教育科目
英語集中教育（AEP)

 AEP
Academic English Program
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教 職 課 程 に つ い て

教 職 免 許 を 取 得 す るに は・・・

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。

「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。

　　　　　　　　　　先生に聞くグローバルスタディーズ学部のゼミPICK UP!

太田 哲 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

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。

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。

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。

03

対比力 捨てる力

何を学ぶ？

身につく力

廣田 敬則 教授
【プロフィール】
田辺市立中芳養小学校教頭、田辺市立田辺東部小学
校教頭、田辺市教育委員会学校教育課指導係長・課
長、田辺市立会津小学校校長、田辺市立田辺第二小
学校校長。2019年より多摩大学専任教員。

【担当科目】
日本語文章表現法、教職概論、特別活動、教育制度
論、介護等体験事前事後指導、教育実習Ⅰ・Ⅱ、教職実
践演習（中・高）、インターゼミ

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。また、学校ボランティアや地域と連携した活動などは、活動そのものから得る多くの学びがあると同時に、教師になって
からの財産となります。大学生活４年間を見通したキャンパスライフを描き、一人の人間としての成長を願っています。

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。

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。

04

コミュニ
ケーション

力
総合力

教育実習は、教職課程の集大成となります。
教育実習後に、体験発表会が義務付けられて
おり、教員や後輩の前で実習中の体験を伝え
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。

何を学ぶ？

身につく力
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4年間の学びの流れ グローバル社会に必要な
「コミュニケーション力」 と 「問題解決力」 を養成

グ
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ル
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学
部
　
グ
ロ
ー
バ
ル
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
学
科

国
際
教
養
コ
ー
ス

専門教育科目
観光Ⅰ・Ⅱ
Travel and Tourism 
Workplace English Ⅰ・Ⅱ
ホスピタリティ・マネジメントⅠ〜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〜Ⅴ
プロジェクト・ゼミナールⅠ〜Ⅶ

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
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

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

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・Ⅱ
　韓国語 Ⅰ・Ⅱ
　Global Issues: Wealth and 
　Poverty Ⅰ・Ⅱ
　Studies in Global Events: 　　
　World-views and Policy Ⅰ ・Ⅱ
　Studies In Environmentalism 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】
インターゼミ Ⅰ〜Ⅶ

ゼミナールⅢ・Ⅳ
卒業研究

【専門教育科目】
インターゼミ Ⅰ〜Ⅶ

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
   特別講義 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、
帝国ホテル、小田急電鉄

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、いちよし証券、井関農機
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〜Ⅳ
プロジェクト・ゼミナールⅠ〜Ⅶ

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。

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。また田中先生の「観光Ⅰ」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。なかでも杉下先生の「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 
2015年度卒業
神奈川県立麻溝台
高等学校出身

（株）JALスカイ勤務

グローバルスタディーズ学部
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
験がつめます。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 （2016年度卒業）

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

Step
Up!

Step
Up!

Step
Up!

インターゼミ Ⅰ〜Ⅶ

インターゼミ Ⅰ〜Ⅶ

インターゼミ Ⅰ〜Ⅶ

ゼミナールⅠ・Ⅱ

1年 ： 教職概論、教育原理、生徒指導・進路  指導論　2年 ： 特別活動、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、特別支援、総合的な学習の時間の指導法　4年 ： 教育実習Ⅰ・Ⅱ、教職実践演習（中・高）  【教職課程】

WEBでシラバス公開中！
QRコードはこちら
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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

グローバルスタディーズ学部

Yasuda Shinichi（William Shang）

【担当科目】
国際理解入門、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］副学長・学部長・教授

英語集中教育（AEP）
ブライアン イングリッシュ　教授 Brian J. English

【担当科目】
Grammar and Writing Ⅰ・Ⅱ、Listening and Pronunciation Ⅰ・Ⅱ、
Business Communication in English 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】
マクロ経済学、Listening and PronunciationⅠ・Ⅱ、英語試験対策講座Ⅰ・Ⅱ、プロジェクト・ゼミナールⅣ・
Ⅴ、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

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

大場 智美　専任講師 Ohba Tomomi

【担当科目】
Grammar and Writing Ⅰ・Ⅱ、英語科教育法Ⅰ・Ⅱ、ゼミナールⅠ〜Ⅳ 
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

エドワード マクシェイン　助教 Edward McShane     

【担当科目】
Speaking Ⅰ・Ⅱ、Reading 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

高橋 順子　非常勤講師 Takahashi Junko

松下 弓月　非常勤講師 Matsushita Yuzuki

岡田 佐織　非常勤講師 Okada Saori

黒川 雅子　非常勤講師 Kurokawa Masako

内田 文夫　非常勤講師 Uchida Fumio

新屋 裕太　非常勤講師 Shinya Yuta

廣田 敬則　教授 Hirota  Takanori

【担当科目】
日本語文章表現法、教職概論、特別活動、教育制度論、介護等体験事前事後指導、
教育実習Ⅰ・Ⅱ、教職実践演習（中・高）、インターゼミ
職歴：和歌山県田辺市立小学校教頭・校長、田辺市教育委員会学校教育課課長、全
国連合小学校長会理事

教職課程

太田　哲　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

【専門教育教授陣】 ホスピタリティ・マネジメント
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Ⅰ・Ⅱ
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

砂川 秀樹　非常勤講師 Sunagawa Hideki

DJ・HAGGY　萩原 浩一　非常勤講師 Hagiwara Hirokazu

三吉 美加　非常勤講師 Miyoshi Mika

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

李 崗　専任講師韓 準祐　専任講師 Gang LiHan Junwoo

【担当科目】
観光Ⅰ・Ⅱ、現代観光研究Ⅰ・Ⅱ、ホスピタリティ・マネジメント特別講義Ⅳ、イン
ターゼミ
職歴 ：立教大学アジア地域研究所、大正大学地域構想研究所

【担当科目】
観光Ⅱ、地球社会とアジアⅡ、癒しの文化論、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

油木田 美由紀　非常勤講師 Yukita Miyuki

紺屋 あかり　非常勤講師 Konya Akari

深松 亮太　非常勤講師 Fukamatsu Ryota

張　陽子　非常勤講師 Chang Yoko

その他基礎教育

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

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Ⅲ・Ⅳ
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

安西 晋二　非常勤講師 Anzai Shinji

浅原 房夫　非常勤講師 Asahara Fusao

中川 譲　非常勤講師 Nakagawa Yuzuru

立田 由紀恵　非常勤講師 Tatsuta Yukie

金井 憲一郎　非常勤講師 Kanai kenichiro

李　光宰　非常勤講師 Lee Kwang Jae

ポール マーサー　准教授 Paul Mercer

【担当科目】
メディア学入門、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Ⅲ・Ⅳ
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

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

芦田 尚道　非常勤講師 Ashida Hisamichi

星　純一　非常勤講師 Hoshi Junihi

寺島 教雄　非常勤講師 Terashima Norio

長田 祥男　非常勤講師 Osada Sachio

呉　燕　非常勤講師 Wu Yan

渡辺 智信　非常勤講師 Watanabe Tomonobu

【専門教育教授陣】 国際教養
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・Ⅱ
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

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

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

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

山田 大介　非常勤講師 Yamada Daisuke

藤田 賀久　非常勤講師 Fujita Hirohisa

木村　真　非常勤講師 Kimura Makoto 田中 ちよ子　非常勤講師 Tanaka Chiyoko

橋詰 博樹　特任教授 Hashidume Hiroki

ミハイル マリノフ　非常勤講師 Mihail Marinov

小松原 宏子　非常勤講師 Komatsubara Hiroko
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アクティビティ団体 3
運動系サークル　 8
文化系サークル　 6
ボランティア系　 3

バラエティに富んだ
全20 の団体

多彩な活動を通して
豊かな経験を積むことが大切です。学生団体紹介

体育館で男女混合の試合を中心に活動をし
ています。経験者はもちろん初心者の方、女
性の方、誰でも大歓迎です！ また、夏は海！ 冬
は雪山！ で合宿をして1年中楽しく活動して
います。

フットサルサークル
アクティビティスタッフ

各自、戦術、戦略を組み立て、カードゲーム
や、ボードゲームを中心に活動している頭脳
集団です。初めての方、挑戦者の方お待ちし
ています。

「好きなことを好きなように好きなだけ」を
モットーに、写真や絵の創作活動をするサー
クルです。絵を描くことがすき！ 小説書きた
い！写真撮りにいきたい！ などの思いがある
方お待ちしてます！

音楽未経験者の方、プロの方、大歓迎です！     
機材も多数用意しているので幅広い分野の
音楽が演奏できます！ ぜひ一度見に来るだ
けでもいいので参加をお待ちしてます！

面白さ保証付き、みんなでワイワイ楽しくお
しゃべりしながら料理をを作るサークルで
す！ みんなが、おいしく食べたい料理を作り、
学生や教職員にふるまって、みんなを幸せに
しています。

初心者、経験者、男女問わず大歓迎！基本的
にチームを変えながら5対5のゲームをみ
んなで楽しく活動しています。とてもラフな
サークルなので気軽に遊びに来てね！

ジャスを中心に幅広い曲も演奏しています。
地域イベントに多数出演しています。大学か
ら始めた学生も多数いますので、興味ある
方は、是非きてください。

夏休み・春休みに海外の開発途上国に行っ
て家を建てる活動(GV)や、国内でのボラン
ティア活動等を中心に活動しています。是非
私たちと一緒に「世界のために」何かしてみ
ませんか!!

皆が楽しめるゲーム形式中心の練習メ
ニューで活動しています。湘南キャンパスの
中では1番人数の多いサークルで、先輩後輩
みんな仲良く、ワイワイとしたアットホームな
サークルです。

茶道を通じた交流や、国際的な相互理解を
目的としています。外部(裏千家学校茶道 相
模支部)から講師を招いて稽古を重ねていま
す裏千家学校茶道親睦茶会や茶せん供養茶
会の参加をしています。

大学のテニスコートで夕方から活動していま
す。また、それ以外の曜日でもコートを取っ
て活動もできます。とにかく自由で皆で楽し
くやろう的なサークルです。

うらら会（カードゲーム）

Creation（絵、写真） 音多摩（軽音）

Yummmmy（料理）

バスケットサークル

Jazzサークル

Zion’s Club

バドミントンサークル

茶道サークル

テニスサークル

文化系サークル

文化系サークル

文化系サークル

文化系サークル

運動系サークル

文化系サークル

ボランティアサークル

運動系サークル

文化系サークル

運動系サークル

マリンスポーツや、海でゴミ拾いをして地域
の方々とのと交流を深めたり、海の魅力を伝
えるためのイベントの企画立案から運営ま
で行っています。

Marine Sports
ボランティアサークル

●活動時間
第2・第3水曜日

●活動場所
沼津市マリーナ

●活動時間
毎週月・水・金曜日

●活動場所
テニスコート

●活動時間
毎週金曜日

●活動場所
茶道室

フリースタイルフットボールは、チェコで行わ
れた、Superball 2018（世界大会）において
3位になりました。またダンスではプロ級の
メンバーがストリートダンスを中心に活躍し
ています。ぜひ遊びに来てください。

Free Style Football & Dance Circle
運動系サークル

●活動時間
毎週水曜日

●活動場所
体育館

●活動時間
不定期

●活動場所
E-205教室

●活動時間
毎週金曜日

●活動場所
体育館

●活動時間
不定期

●活動場所
カフェテリア

●活動時間
毎週 月・水曜日

●活動場所
E-301教室

●活動時間
毎週月・水・金曜日

●活動場所
アゴラ

留学生と日本人との懸け橋となり、異文化交
流活動を行ったり、地域の子供向け英語教室
を開催したり、多数のイベントを企画立案か
ら開催までAll REALIZEで行なっています。

REALIZE
ボランティアサークル

●活動時間
第1・第3木曜日

●活動場所
E203・学外

●活動時間
毎週木曜日

●活動場所
体育館

●活動時間
不定期

●活動場所
ラウンジキッチン

●活動時間
毎週 木・金曜日

●活動場所
E-301教室

学園祭を盛り上げていく組織です。普段の学
生生活ではできない、とても貴重な体験をす
ることができます。様々な経験をすることで
仲間との強い絆が生まれ、将来の強い武器
となります。

多摩大学 学園祭実行委員会
アクティビティ団体

●活動時間
毎日

●活動場所
学生会室

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。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！！

SGSサポーターズ
アクティビティ団体

●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

●活動時間
毎週火曜日

●活動場所
体育館

メンバーがとにかくユニークで面白い！ 学外
のチームと試合をしたりして野球を中心に
活動しています。野球だけじゃなくてご飯も
行ったりするので、ぜひ体験から来てみてく
ださい！！！

TBJ（野球サークル）
運動系サークル

●活動時間
月に一度　不定期

●活動場所
近隣野球場

近隣のゴルフ場で“ほんわかとアットホーム”
な感じで活動しています。用具等は無料で貸
し出し出来るので興味がある方、是非あそび
に来てください。

TGM（ゴルフサークル）
運動系サークル

●活動時間
毎週木曜日

●活動場所
湘南台ゴルフパーク

体育でやったから好き、ハイキューが好き、
あのバレーボール選手が好き、どんな理由
でもいいです。興味があるなって思ったら、
一度でもいいので来てください。

Hi-Q(バレーボールサークル)
運動系サークル

●活動時間
毎週月曜日

●活動場所
体育館

学内や湘南地域の活性化の為、藤沢市や地
域の商店街と連携し多数のイベントを企画・
運営しています。様々な方達と関わりなが
ら、自分たちが成長していくことをモットー
に活動をしています。

Event Promotion Union
アクティビティ団体

●活動時間
毎週火・木曜日

●活動場所
学生会室

グローバルスタディーズ学部

※2019年3月の情報です。
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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。

※（株）：株式会社　（相）：相互会社

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

97.0 % ● 卒業生 84名
● 就職希望者 67名
● 就職者 65名
● 進学者 7名

就職決定率（2018年度卒業生）

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

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

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 
日本コンピュータ・ダイナミクス株式会社勤務　2015年度卒業 ／ 千葉黎明高等学校出身

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。エアライン講座の講師の方は実際に航空業界
で活躍されており、現場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、積極的に質問しました。面接講座では、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。

エアライン講座のおかげで
“憧れ”を現実に
猪又 菜那  
日本航空株式会社勤務　2017年度卒業／ 新潟県立直江津中等教育学校出身

グローバルスタディーズ学部

不動産業、物品賃貸業
複合サービス事業
金融業、保険業
教育、学習支援業

サービス業（他に分類されないもの）
製造業
建設業

学術研究、専門・技術サービス業
運輸業、郵便業

生活関連サービス業、娯楽業
宿泊業、飲食サービス業

医療、福祉
情報通信業

卸売業、小売業

卒業生データ

業種別卒業生就職者数（2018年度卒業生）

就職希望者
67人
就職者
65人

97.0%

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、日本航空、日本旅
行、野村證券、野村不動産、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、山
形テレビ、Z会、日本コカコーラ 他

サポートメンバー

サポートメンバーの出身企業例
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）

【運輸業、郵便業】　小田急電鉄(株)、スカイマーク(株)、全日本空輸(株)、(株)日本航空、(株)ゆりかもめ　等
【宿泊業、飲食サービス業】　アパホテル(株)、(株)すかいらーく、(株)帝国ホテル、森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ(株)　等
【生活関連サービス業、娯楽業】　(株)エイチ・アイ・エス、(株)コシダカ　等
【情報通信業】　楽天(株)、(株)ワークスアプリケーションズ　等
【製造業】　アリアケジャパン(株)、(株)廣済堂、(株)徳力本店　等
【卸売業、小売業】　(株)イオンリテール、(株)大塚商会、(株)ニトリ、(株)ビックカメラ、(株)松屋フーズ　等
【金融業、保険業】　いちよし証券(株)、スターツコーポレーション(株)、住友生命保険（相）、横浜信用金庫　等
【不動産業、物品賃貸業】　(株)共立メンテナンス、(株)センチュリー２１・ジャパン、ミサワホーム(株)　等
【複合サービス業】　さがみ農業協同組合、横浜農業協同組合　等
【サービス業（他に分類されないもの）】　東京ベイヒルトン(株)、マンパワーグループ(株)　等
【公務（他に分類されないもの）】　警視庁　等

【主な就職先一覧】 2015〜2018年度卒業生の主な就職先（業種別・50音順）
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キャリアサポート

I Love 湘南 Project

留学プログラム

グローバルスタディーズ学部では、以前より学生会執行部やサークルなどが地域交流活動を行ってい
ました。2015年11月に藤沢市観光協会との協定を締結してから、その動きがさらに加速。2017年6月、
地域交流活動に興味のある学生を中心に、教職員を加えて「I Love 湘南 Project」を発足しました。グ
ローバル社会と地域（ローカル）社会での活躍をともに大切にし、両者は一致すると考えるグローバル
スタディーズ学部ならではの、グローカルな取り組みです。

参加者メッセージ

田邉 輝広　公益社団法人藤沢市観光協会勤務
グローバルスタディーズ学部2018年度卒業／神奈川県立松陽高等学校出身

特に「多言語メニュー作成支援」には力を入れ、2年間で70

〜80店舗のメニューを翻訳しました。商店街の方々や藤沢

市から期待も高まり、責任と同時にやりがいを感じました。

社会人に向けて重要な経験が積めたと思います。

宮田 夏光 
グローバルスタディーズ学部 2年／光明学園 相模原高等学校出身

活動を通じて、世代や立場を超えた人の繋がりが出来ること

が面白かったです。「海藻シンポジュウム支援」では、将来進

みたいと考えているホテル業界の人と接点ができ、企業勉強

にもなりました。

湘南から世界へ
ローカルを学び、
グローバルに活躍する

グローバル社会での活躍を目指すグローバルスタディーズ学部は、同時にローカル（地域）社会との連携に力を注

いでいます。2020年東京オリンピック・セーリング競技の会場でもある藤沢市湘南は、海外ネットワークの強化に取

り組んでいます。こうした活動に積極的に参加するグローバルスタディーズ学部は、ローカルでの学びとグローバル

な活躍が結びつく、“グローカル人材”への成長に適した環境といえます。地域活動で培った力は、【Hop-Step-

Jump】の段階的留学プログラムに活かされ、留学プログラムで磨いた力が地域活性化に役立ちます。

ローカルで培った
リーダーシップ・社会性・知識を

グローバルに活かす。

グローバルで磨いた語学力・
コミュニケーション力・

広い視野をローカルに活かす。

留学プログラム
【Hop-Step-Jump】で段階的に成長

地域連携活動

段階的に成長できる「海外研修（Hop）-短期留学（Step）-長期留学（Jump）」な留学プログラムを多数用意しています。
グローバルな舞台で活躍するための重要なツールとして語学力を重視し、外国語能力を高めるために、在学中に一度は
留学プログラムに参加することを推奨しています。

留学という大きな決断に答えるためにも、面談を繰り返しながら、
学生の希望に沿った留学プログラムを見つけていきます。

オーダーメイドの留学プログラム

世界経済を牽引しているアジアの中で、目覚ましく発展を遂げている
地域に焦点を絞って、独自のプログラムを展開しています。

●時代認識・文化衝突・国際関係・ツーリズム（観光業）など、多角的な視点から事前研修を

行います。

●海外での研修中は、協定を締結している大学に行き、英語でのプレゼンテーションや現地

学生との交流を行うとともに、現地の産業や世界遺産を訪れ、ホスピタリティや文化保存

について学びます。

アジアを中心とした海外研修

アメリカ

アジア・
オセアニア地域

ヨーロッパ

Hop
海外研修

Step
短期留学

Jump
長期留学

Hop
海外研修

Step
短期留学

Jump
長期留学

3 週間〜 6 週間の短期留学。
主に英語の習得を目指した
語学プログラムを実施します。

約 1 週間の海外研修。
企業訪問や世界遺産・博物館の
見学を通して知見を広げます。

1 学期にわたる長期留学。
協定校の講義に参加し、
英語で専門分野の科目を
学びます。

☆海外留学奨学金制度（最大60万円・返還不要）あり！

グローバルスタディーズ学部 注目TOPICS
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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は誰にも負けないキミは、ＡＯ入試でアピールしてみよう！

※日程等は変更する場合がありますので、
　本学ホームページまたは入学試験要項にてご確認ください。

入試イベントカレンダー

入試方式
募集人数

経営
情報

グローバル
スタディーズ

｢志｣AO入試

コミュニケーション型Ⅰ期

90 33
コミュニケーション型Ⅱ期

ダイレクト型Ⅰ期

ダイレクト型Ⅱ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

AL入試 若干名

　　　　　

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）
社会人入試
編入試

若干名

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
※日程等は変更する場合がありますので、本学ホームページにてご確認ください。

 

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　

　　　

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

※入学試験要項をご確認ください。

6/16（日）・7/7（日）11：00〜16：00 
※湘南キャンパスのみ開催

6/23（日）・7/14（日）11：00〜16：00 
※多摩キャンパスのみ開催

9/22（日）13：00〜16：00

8/25（日）11：00〜16：00

11/24（日）13：00〜16：007/28（日）11：00〜16：00

  8/4（日）11：00〜16：00

2（金）〜24（土） 一次　8/30（金）〜  9/  9（月）
二次　9/10（火）〜10/11（金）

一次10/22（火）〜11/8（金）
二次11/11（月）〜11/21（木） 9/8（日） 〜  10/15（火）

11/21（木）

〜

12/6（金）
10/18（金）〜11/12（火）

11/21（木）

〜

12/6（金）
10/18（金）〜11/12（火）

12/12（木）

〜

12/25（水）
11/18（月）〜

12/3（火）

12/12（木）

〜

12/25（水）

12/12（木）

〜

12/25（水）

11/18（月）〜
12/3（火）

11/18（月）〜
11/26（火）

一次12/12（木）

〜

12/25（水）

3/12（木）

〜

3/24（火）

二次1/6（月）

〜

1/15（水）
11/18（月）〜12/3（火）

【A日程】12/20（金）〜2/21（金）
【B日程】12/20（金）〜3/4（水）

一次 11（火）〜19（水）
二次20（水）〜28（金）

12/20（金）〜1/21（火）
【窓口受付】1/22（水）

12/20（金）〜1/17（金）

2/21（金）

〜

2/28（金）
12/20（金）〜2/12（水） 【窓口受付】2/13（木）

3/12（木）

〜

3/24（火）
2/13（木）〜3/2（月）

【窓口受付】3/3（火）

2/21（金）

〜

2/28（金）
12/20（金）〜2/12（水） 【窓口受付】2/13（木）

3/12（木）

〜

3/24（火）
2/13（木）〜3/2（月）

【窓口受付】3/3（火）

一次 11（火）〜19（水）
二次 20（木）〜28（金）

一次 11（火）〜19（水）
二次 20（木）〜28（金）

12/20（金）〜1/28（火）
【窓口受付】1/29（水）

11/2（土）／11/3（日）
学園祭同時開催（湘南キャンパス）

11/9（土）／11/10（日）
学園祭同時開催（多摩キャンパス）

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。

5/26（日）11：00〜16：00 10/27（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。
● ビジネスを構想する力を身に付けていく意欲がある者。
● 情報技術をビジネスに活用したいという意欲がある者。

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、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。
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。
● 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。
● 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、やり遂げる意欲がある者。

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

P43へ

P43へ

P43へ

P44へ

P44へ

P44へ

30
（金）

22
（火）

12
（木）

8
（日）

12
（木）

21
（木）

12
（木）

12
（木）

12
（木）

11
（火）

11
（火）

21
（金）

12
（木）

11
（火）

21
（金）

12
（木）

21
（木）

27
（火）

1８
（金）

7
（土）

26（水）
3/9（月）

17
（日）

8
（日）

8
（日）

1
（日）

25
（土）

1
（土）

26
（日）

2
（日）

17
（月）

5
（木）

17
（日）
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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！

TYPEC 指定校・公募制推薦入試
Ⅰ 期／出願期間 ： 10/18（金）〜11/12（火）／試験 ： 11/17（日）／合格発表 ： 11/21（木）
Ⅱ 期／出願期間 ： 11/18（月）〜12/ 3（火）／試験 ： 12/ 8（日）／合格発表 ： 12/12（木）

TYPEB「志」AO入試 ダイレクト型
ダイレクト型 Ⅰ 期／出願期間 ： 11/18（月）〜12/3（火）  ／試験 ： 12/7（土）、12/8（日）／合格発表 ： 12/12（木）
ダイレクト型Ⅱ 期／出願期間 ： 【A日程】12/20(金)〜2/21(金)【B日程】12/20(金)〜3/4(水)／ 試験 ： 【A日程】2/26(水)、 【B日程】3/9(月)／合格発表 ： 3/12(木)　

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（P44）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出願システムで
「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。
※理由の如何にかかわらず、

返金できませんのでご注意ください。

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

 〜POINT〜 センター試験利用入試 5つの特徴

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。

TYPEF

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98万円！ 返還不要

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 ： 12/20（金）〜1/17（金）※締切日消印有効／個別試験なし／合格発表 ： 2/11（火）
Ⅱ 期 ／出願期間 ： 12/20（金）〜2/12（水）※締切日消印有効  窓口受付 ： 2/13（木）／個別試験なし／合格発表 ： 2/21（金）
Ⅲ 期／出願期間 ： 2/13（木）〜3/ 2（月）※締切日消印有効  窓口受付 ： 3/ 3（火）／個別試験なし／合格発表 ： 3/12（木）

スマートフォンからでも
簡単に出願できます！

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（２日程）」と、
多摩キャンパス・湘南キャンパスが会場の「Ⅰ期（２日程）」「Ⅱ期」「Ⅲ期」の6回チャンスがあります。

TYPEE

 〜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98万円！ 返還不要

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 ： 12/20（金）〜1/21（火）※締切日消印有効  窓口受付 ： 1/22（水）／試験日 ： 1/25（土）・26（日）／合格発表 ： 2/11（火）
 Ⅰ 期　　 　 ／出願期間 ： 12/20（金）〜1/28（火）※締切日消印有効  窓口受付 ： 1/29（水）／試験日 ： 2/ 1（土）・ 2（日）／合格発表 ： 2/11（火）
 Ⅱ 期　　 　／出願期間 ： 12/20（金）〜2/12（水）※締切日消印有効  窓口受付 ： 2/13（木）／試験日 ： 2/17（月）　　　  ／合格発表 ： 2/21（金）
Ⅲ 期　　 　／出願期間 ： 2/13（木）〜3/ 2（月）※締切日消印有効  窓口受付 ： 3/ 3（火）／試験日 ： 3/ 5（木）　　　  ／合格発表 ： 3/12（木）

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 ◯ ◯ × ×

ＡL 入試、一般入試 ◯ × × ×

センター試験利用入試 ◯ × ◯ ×

多摩大学Web出願の詳細は、

でご確認ください！

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

私は推薦入試を
選びました

※日程等は変更　 　する場合がありますので、本学ホームページまたは入学試験要項にてご確認ください。

TYPEA「志」AO入試 コミュニケーション型
「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 5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 特別給費生奨学金制度 最大98万円！ 返還不要

5 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。

W
e
b
エ
ン
ト
リ
ー

面
談
日
登
録

「
志
」A
O
入
試

志
望
理
由
書
送
付

面
　談

試
験（
書
類
選
考
）

合
格
発
表

W
e
b
出
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
コミュニケーション型
受験の流れ

 コミュニケーション型 Ⅰ 期／出願期間 ： 　8/ 2（金）〜            24（土）　   ／試験 ： 8/27（火）／合格発表 ： 8/30（金）　【面談 ： 8/1（木）、8/6（火）、8/7（水）、8/9（金）、8/20（火）、8/21（水）】
 コミュニケーション型 Ⅱ 期／出願期間 ： 　9/ 8（日）〜10/15（火）／試験 ： 10/18（金）／合格発表 ： 10/22（火）　【面談 ： 9/7（土）、9/21（土）、9/28（土）、10/5（土）、10/11（金）イブニング】

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 ： ※開催日・場所等の詳細はP47または本学ホームページにてご確認ください。  

AO入試対策セミナー ： 7/15（月）、7/22（月）、7/31（水）、8/8（木）、8/31（土）、
 9/14（土）、10/5（土）、11/30（土）　※開催日は変更する場合があります。

AL入試 AL（アクティブ・ラーニング）入試は、昨年度から実施している新入試です。
グループワークやプレゼンテーションなど、様 な々面から問題解決力を評価します。
最新情報は本学ホームページでご確認ください。

TYPED
出願期間 ： 11/18（月）〜11/26（火）／試験 ： 12/1（日）／合格発表 ： 12/12（木）

留学生入試、社会人入試、編入試、帰国生入試その他
※日程等は「志」AO入試と同様です。詳細はそれぞれの入学試験要項でご確認ください。
※帰国生入試はグローバルスタディーズ学部のみ実施します。
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●奨学金制度・学費ローン

●学費

●入学検定料

★ 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 240,000円

施設拡充費 50,000円

図書教材費 40,000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 1,040,000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★ 240,000円

図書教材費★ 40,000円

後援会年会費★ 20,000円

合計 1,000,000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 240,000円

施設拡充費 50,000円

図書教材費 40,000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 1,020,000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★ 240,000円

図書教材費★ 40,000円

後援会年会費★ 20,000円

合計 1,200,000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％　※2019年1月現在
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　10万円以上 500万円以下

利率 変動金利2.514％　固定金利3.200％　※2019年1月現在
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％　※2019年1月現在
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　※据置期間中は分割払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％　※2019年1月現在
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　※据置期間中は分割払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（土・日・祝日、年末年始を除く）　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（1月1日休み）　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98万円）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、AL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

経営情報学部 経営情報学科
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｢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、中学校一種免許の「英語」が
取得できます。また、高校一種
免許との同時取得が可能です。

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 2018年度卒業 ／
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 2016年度卒業 ／ 
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】 ※2018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）　 ★  雲南民族大学（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）  ★  ロイヤルメルボルン工
科大学（オーストラリア）

【短期プログラム】 ※2018年度募集実績
・ロンドン大学（イギリス）／3週間　・マンチェスター大学（イギリス）／4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　★ 開南大学（台湾）／2週間　・台湾研修（台
湾）／1週間　・アジアダイナミズム済州島研修（韓国）／5日間　・EJC外国語学
院（韓国）／1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　
・セブ島研修（フィリピン）／2週間   ・シンガポール研修（シンガポール）／1週間
・広東研修（中国）／1週間　・昆明研修（中国）／1週間　・アジアダイナミズム
モンゴル研修（モンゴル）／1週間　・ハノイ研修（ベトナム）／1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。
また、海外留学奨学金制度（返還不要）があります。

“志”の実現に向けて

※　 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。

35,000円（センター試験利用入試のみ15,000円）
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オープンキャンパスには、親や友達と3回参加し
ました。AO入試の加点になるだけでなく、1対1で
面接対策もしてくれて、入学前に詳しく大学のこ
とを知る良い機会となりました。他大学の模擬授
業も受けましたが、少人数制で先生との距離が近
い多摩大学の方が、学びやすいと感じました。参
加者一人一人に手厚く接していた印象で、参加2回
目には顔を覚えてくれていてうれしかったです。

入学試験では「AL入試」にチャレンジしました
が、オープンキャンパスの個別相談で、じっくり対
策を聞けたことが試験合格に役立ちました。ま
た、在学生との交流では、入学後の大学生活を
具体的に思い描くことができました。想像どお
り、多摩大学は少人数制で指導してくれる“濃
い”大学です。高校で取り組んだ国際関係の学
びを、大学でさらに深めていきたいと思います。

模擬授業を通して、
先生との距離が近いことを実感

入試対策を深く相談できたことが
試験合格に活きた

有馬 夏希
経営情報学部 1年
麻布大学附属高等学校出身

山田 華
グローバルスタディーズ学部 1年
神奈川県立横須賀明光高等学校出身

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～

OPEN CAMPUS 2019 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。

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

05/26
SUN

06/16
SUN

06/23
SUN

07/07
SUN

11/02 - 03
SAT - SUN

11/09 - 10
SAT - SUN

11/24
SUN

07/14
SUN

07/28
SUN

08/04
SUN

08/25
SUN

09/22
SUN

10/27
SUN

新しい自分になる、 一歩を踏み出そう。

※日程等は変更になる場合がありますので、本学ホームページにてご確認ください。
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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

大講堂

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。

17分
町田
19分

JR山手線

東京

九段下

品川
表参道下北沢

溝の口

登戸

長津田

相鉄いずみ野線

相鉄本線

二俣川湘南台

相模大野

京王相模原線

中央林間

あざみ野

海老名

横浜市営
地下鉄

菊名

京急本線

横須賀中央

上大岡

戸塚大船

小田原

沼津

片瀬江ノ島
鎌倉 久里浜

横浜市営地下鉄
ブルーライン

東神奈川

小田急
多摩線

新百合ヶ丘

唐木田 多摩
センター

永山

立川北高尾甲府

JR中央本線

JR横
浜
線

小
田
急

江
ノ
島
線

江
ノ
島

電
鉄

JR横
須
賀
線

多
摩
都
市

モ
ノ
レ
ー
ル

JR武
蔵
野
線

京
王

井
の
頭
線

京王線

都営新宿線

小
田
急
小
田
原
線

JR東
海道
線

東急
東横
線

東急
田園
都市
線

JR南
武
線高幡

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

池袋 上野

大宮

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
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

●
マクドナルド

●
クリエイト ●

ダイソー

●フジミ

ローソン●
湘南台高校 ●

藤沢北消防署前

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

●六会小学校

●六会中学校

●湘南台
　ゴルフパーク

●
フレッサイン
湘南台

相鉄線
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

湘南台駅湘南台駅

湘南
キャンパス
湘南

キャンパス

相鉄線
市営地下鉄

六会

六会日大前駅入口

亀井野

国道467号線

踏切

県道403号線

駅
前
大
日
会
六

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教員ラウンジ

⑤カフェテリア⑥スポーツアリーナ

②パウダールーム

授業等で必要となるスペックやソフトウェ
アに学内・学外どこからでもアクセス可能 ！

　　　「仮想デスクトップ環境」整備！！ 

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

1

5

4

32

NEW
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