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新しい社会に生きる

新しい時代は始まっています。

AIの発展により仕事や生活が変化し、

個性や多様性を認める

柔軟な生き方が求められています。

また、人の寿命が伸び、

100年人生を生きぬくための準備も必要です。

激しく変わっていく世の中で

求められる力があります。

それは自ら考え動き出す力、

新しい社会に生きる「知の力」です。

多摩大学では学生の「知の力」を育てるため、

実社会に触れながら

試行錯誤していく機会を多く用意しています。

文部科学省では、社会で自立的に活動していくために必要な「学力の3要素」として、

「知識・技能の確実な習得」「知識・技能の習得を基にした思考力、判断力、表現力」

「主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度」をあげています。

人々が100年を生きる時代を迎え、多摩大学では

主体性・巻き込み力（ACTIVE）、状況把握・課題解決力（INNOVATION）、

生涯学習力（KEEP ON）

という3つの視点で、高校までに培った力をさらに向上・発展させ、

社会に貢献する「知の力」を身につけた人材を社会に送り出しています。

主体性・
巻き込み力
ACTIVE

INNOVATION

状況把握・
課題解決力

生涯学習力
KEEP ON

多摩大学が育てる「知の力」

学長メッセージ
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※本誌に登場する学生の学年・コメント内容は
　取材時（2019年11月）のものです。



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、（一財）日本

総合研究所会長を務めるほか、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、『日本再生の基軸』（岩

波書店）、『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』（Ｎ

ＨＫ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』（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』（ＮＨ

Ｋ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。

　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

づく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10名以上の教授陣で文献

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」を行います。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実施し、既に

延べ15万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における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、長い人生を生き抜く知の基盤

を大学時代に構築し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と向き合う時代、またデジタル・トラン

スフォーメーション時代に胸を張って社会に出ていくこと

のできる若い人材に、多摩大学は、門を開いています。

100 年人生を見据え、アジアダイナミズムと
デジタル・トランスフォーメーション時代を生き抜く人材へ

寺島 実郎
学長

03TAMA UNIVERSITY 2021TAMA UNIVERSITY 202102

建学の精神

HISTORY

PRO F I L E

これから君たちが
生きていく新しい社会

多摩大学の教育とは

MESSAGE FROM

THE PRESIDENT OF
TAMA UNIVERSITY

東京都多摩市に多摩大学を設置
（設置者 学校法人田村学園）

初代学長に野田一夫就任

経営情報学部経営情報学科を開設

総合研究所を開設

大学院経営情報学研究科修士課程を設置

2代目学長に中村秀一郎就任

大学院経営情報学研究科博士課程を設置

3代目学長にグレゴリークラーク就任

4代目学長に中谷巌就任

メディア＆インフォメーション・センターを開設

品川サテライトを開設

情報社会学研究所を開設

研究開発機構を開設

統合リスクマネジメント研究所を開設

経営情報学部マネジメントデザイン学科を開設

平成元（1989）年4月

平成元（1989）年4月

平成元（1989）年4月

平成元（1989）年4月

平成 5（1993）年4月

平成 7（1995）年4月

平成 7（1995）年4月

平成 7（1995）年9月

平成13（2001）年9月

平成13（2001）年9月

平成16（2004）年1月

平成16（2004）年1月

平成16（2004）年4月

平成17（2005）年1月

平成18（2006）年4月

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を開設
（神奈川県藤沢市）

学長代行に野田一夫就任

5代目学長に寺島実郎就任

九段サテライトを開設

地域活性化マネジメントセンターを開設

国際交流センターを開設

統合リスクマネッジメント研究所を医療・介護ソリューション研究所へ改組

経営情報学部マネジメントデザイン学科を事業構想学科に改組

メデイア＆インフォメーション・センターを改組し、アクティブ・ラーニング支援
センターを開設

研究活性化センターを開設

ルール形成戦略研究所を開設

社会的投資研究所を開設

アクティブ・ラーニング支援センターをアクティブ・ラーニンセンターへ改組

地域活性化マネジメントセンターを産官学民連携センターへ改組

平成19（2007）年4月

平成20（2008）年4月

平成21（2009）年4月

平成21（2009）年4月

平成21（2009）年10月

平成21（2009）年10月

平成25（2013）年3月

平成27（2015）年4月

平成28（2016）年4月

平成28（2016）年4月

平成28（2016）年6月

平成30（2018）年6月

平成31（2019）年4月

平成31（2019）年4月

沿　革

国際性

学際性

実際性

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。

志

塾

現代 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

「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。

基
本
理
念

教
育
理
念
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アクティブ・ラーニング

実学主義

［アクティブ・ラーニングセンターの総合的な学修サービス］

図書館

アクティブ・ラーニングセンター

学修 IT ALプロブラム

1キャンパスに1学部で
アットホームな学習環境
経営情報学部では、緑が豊かなゆとりのあるキャン
パスで、企業経営、情報科学に関する学術と応用を
学び、高度の経営情報知識、創造的で実践的な問
題解決能力を身につけた人材を育成します。
グローバルスタディーズ学部では、閑静な住宅地に
ある湘南キャンパスで、語学力を活用したコミュニ
ケーション力、グローバルな問題解決能力、国際基
準の知識と教養を備えた人材を育成します。

産業社会の問題解決の最前線に立つ人材を育てる
実学主義を掲げ、開学以来一貫して実学教育を行ってきました。開学20周年の2009年に、新しい時代の実学
を「今を生きる時代についての認識を深め、課題解決能力を高めること」と再定義しました。

英語力育成
少人数の手厚い英語教育
グローバルスタディーズ学部では、入学後に受験するTOEICⓇの結
果をもとに習熟度別クラス分けを行い、それぞれのレベルに合った英
語教育を実施。英語力を効率的に、かつ徹底的に伸ばします。

ICTを学ぶ
新しい時代のビジネスに対応
経営情報学部では、履修モデルのひとつに「ビジネスICT」を設定。プ
ログラミングやWeb制作、マーケティングなどを研究するゼミを通じて、
情報技術でサービスを具体化できる人材をめざします。

100年人生
文部科学省 私立大学研究ブランディング事業選定
人生100年時代を見据え、大学がプラットフォームになり、学生や右
傾、地域住民、自治体、企業や団体など、さまざまなステークホルダーと
ともに、高齢者の社会参画を推進。「ジェロントロジー（高齢化社会工
学）」を軸に、大学の資産を活用して、都市郊外型高齢化社会の課題
の解決、変革に取り組みます。

三位一体のキャリアサポート
キャリアカウンセラーとゼミ担当教員が、各学生の個性や適性、状
況などの情報を常に共有し、一緒になって的確な指導・支援を行っ
ていることが、97％を超える高い就職率につながっています。

アジア
ダイナミズム
アジア・ユーラシアダイナミズム
21世紀のアジアはグローバルビジネスを牽引する存在。その動きや可
能性、課題について、インターゼミなどで研究します。

手厚い
学生サポート
学習・生活両面のサポート
学修や就職に対する支援に加えて、留学や学費、健康管理や学生生
活などの相談も行い、学生をさまざまな角度からサポートしています。

多彩なゼミ
学生を丁寧に育てるゼミ教育
経営情報学部のプレゼミ・ホームゼミ、グローバルスタディーズ学部の
ホームゼミ、さらに寺島実郎学長直轄のインターゼミと、多彩なゼミを開
設しています。社会の最前線で生じているさまざまな事例をテーマに、
問題を発見し解決する能力を養います。

少人数教育
学生満足度 約70％
手塩にかける教育
少人数のゼミで学ぶ経営情報学部、１クラス約15人のグローバルスタ
ディーズ学部。約70％の学生が「入学してよかったこと」に少人数教育
をあげています。

学生の能動的な学修意欲を引き出すため、
すべての講義でアクティブ・ラーニング手法を導入
多摩大学では、一方的な座学ではなく、学生と向き合う双方向の授業スタイルを採用し、アクティブ・ラーニング
を実践してきました。

学びをサポートするアクティブ・ラーニングセンター
2016年度に開設した「アクティブ・ラーニングセンター」。海外研修・留学導入、企業研究、地域研究などの分
野で、良質な体験型講義「アクティブ・ラーニングプログラム」や「産官学民PBL」を提供しています。

［ビジネスの発展に寄与する人材の育成］
世界（グローバル）に目を開きながら、地域（ローカル）の課題解決にも貢献できる「グローカルな人材」を育成します。

地域と世界、人と社会を結ぶビジネス人材
グローカル人材育成

P.24～

P.12～

P.16～

P.16～

P.28～

P.20～

P.08～

P.08～

P.10～

2つの学部と
キャンパス

17名の教職員による学修・IT・図書サービスなどワ
ンストップの教育支援や、海外研修・企業研究・地
域研究・キャリア・教養など国内外での34に及ぶ
アクティブ・ラーニングプログラムや産官学民PBL
を提供しています。

延べ3,285名
［2016～2019年度プログラム参加者数］

高い就職率
97％以上

多
摩
大
学
の

キ
ー
ワ
ー
ド

経営情報学部
多摩キャンパス

P.16～

P.32～

グローバル
スタディーズ学部
湘南キャンパス

P.20～

P.34～



自分がしたいことは何なのか。自分ができることは何なのか。

“私だけ”を見つけるために、自ら行動を始めよう。
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神尾 正紀

経営情報学部 事業構想学科2年
[滋賀・光泉高校出身]

主体性・巻き込み力
行動を始めるための「知の力」

ACT I V E

新しい社会に生きる

「どんなに価値のあるコトだって、
教室だけじゃ学べないことがあるんだ。」

人をまねることでスキルを自分のものにする。そのために最適な場として参加したのが寺島

実郎学長主宰のインターゼミです。ビジネス経験を持った人と一緒に学べる場は刺激に

富んでいました。ゼミで論文を書く上でも、社会を見ていく上でも「文献調査とフィールド

ワークの両方が欠かせない」と繰り返され、「飛騨高山アクティブラーニング」への参加を

決めました。高山市久々野町では自分で見て、聞いて町の魅力をSNSで発信し、特産品

のりんごを朴葉みそに練り込んだ「りんごの朴葉みそ」を開発。一見何もないように見える

町の魅力を見つけるのは難しい課題でした。でも、動いてみないことには始まらないし、動く

ことによって授業で学んだ知識がどう生きるのかと、自分に足りないものが見えてきました。

久々野町をPRする商品を開発
社会とつながる学びで多くを得た

◀産官学PBL・飛騨高山アクティブラーニング
　で開発した「りんごの朴葉みそ」

VO IC E



違う言葉や文化との交流は、新たな発見に満ちている。

可能性を広げるために、地域と世界とつながろう。
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主体性・巻き込み力
行動を始めるための「知の力」

「出会ってみて、初めて気づいた。
思っているより、世界はずっと近かったって。」

歩いているとよく英語で話しかけられますが、日本生まれの日本育ちです。以前は英語が苦手でしたが、客

室乗務員という将来の目標ができ、英語力を高め、観光・ホスピタリティについて学べる多摩大学を志望。

グローバルスタディーズ学部は少人数の割に留学生が多く、彼らと交流することで英語力向上に加え、中

国語も身につけたいと思うようになりました。話してみると、同じ東アジア人であっても、考え方や価値観が

違うところもあれば、国籍に関係なく、共通していると感じることもたくさんあります。半年間留学する予定の

シンガポールは多様な人種や文化が入り混じった国。英語での授業は大変かもしれないけれど、観光大国

でもあり、日本で学ぶのとは違う視点からホスピタリティが学べるのを楽しみにしています。

留学生と交流を通して
コミュニケーションの楽しさを知った

VOICE
ペルザー 美桜

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2年
[福岡県立城南高校出身]

インターゼミや、両学部での学修を通じて、急拡大するアジア・

ユーラシア地域と向き合い、自由闊達に交流できる人材や、

持続的な成長や課題の解決に貢献できる人材を育成します。

多摩地域のローカリティを究めるとともに、グローバルの視点

からとらえることができる「多摩グローカル人材」。都市郊外型

高齢化への対応と、地域経済の活性化という課題を抱える多

摩地域に欠かせない人材です。

アジアダイナミズムの
時代を生きる人材を育てる

グローバルと地域（ローカル）の両方を知る、
多摩大学が育てるグローカル人材

グローバルと地域とを
つなぐための学び

働きがいと
経済成長の
両立を

産業と
技術革新の
基盤を作ろう

持続可能な
消費と生産を
考えよう

湘南キャンパス

多摩キャンパス

多様な
働き方

高齢世代の
生活の充実

多摩地域の
経済活性化

グローバル
世界の問題

地域（ローカル）
地域の問題

AC T I V E



ACT I V E
L EA R N I NG

TAMA UNIVERSITY 202110

主体性・巻き込み力
行動を始めるための「知の力」

AC T I V E

アクティブ・ラーニング

多摩大学では独自に「AL（アクティブ・ラーニング）の4

段階評価」を設けています。第1段階は「学習意欲向上

を目的としたAL」として学ぶための心構えを学び、第2段

階は「知識の定着を目的とした一般的なAL）として専門

知識を学び、第3段階は「課題解決を目的としたAL」とし

て地域連携や産官学連携プロジェクトに参加し、第4段

階は「政策提言や社会工学を目的としたAL」で文献研

究やフィールドワークを行います。

STEP 1

STEP 2

STEP 3

STEP 4

学習意欲向上を
目的としたAL

知識の定着を
目的とした
一般的なAL

課題解決を
目的としたAL

政策提言や
社会工学を
目的としたAL

【身につく知の力】
●主体性
●多様性
●協働性

【身につく知の力】
●専門知識
●教養

【身につく知の力】
●問題発見力
●問題解決力

【身につく知の力】
●思考力
●判断力
●表現力

【海外研修・留学導入】
●アジアダイナミズム研修
　　─済州平和フォーラム─
●アジアサイエンスパーク協会研修（韓国大邱）
●EJC外国語学院（韓国・スウォン）
●韓国語・韓国文化研修　ほか

【経営情報学部】
●日本大好きプロジェクト
●FM西東京「こだいらMIX」
　ラジオコーナー構成
　パーソナリティ・レポーター
●NHKロボコン出場
●高大接続アクティブ・ラーニング研究会　ほか

■アクティブ・ラーニングプログラム実施例 （2019年度）

【企業研究】
●問題解決型データ分析実践　ほか

【グローバルスタディーズ学部】
●Discover Asia Studey Tour in Singapore
●I Love 湘南PROJECT
●沖縄  名桜大学研修　ほか

■ゼミでのアクティブ・ラーニング例 （2019年度）

■アクティブ・ラーニングセンターによるサービス
［ 学修 ］
授業内容の質問／レポート作成／論文指導／
プレゼンテーション／資格取得

［ アクティブ・ラーニング プログラム ］
アクティブ・ラーニング プログラムや産官学民PBLの開発

［ IT ］
ITサポート／IT系資格取得

［ 図書館 ］
図書の貸出／書籍検索

アクティブ・ラーニング

4つのSTEP

『アクティブ・ラーニング（AL）センター』では、17名の専

門教職員が、学修・IT・図書サービスなどワンストップの

教育サポートや、海外研修・企業研究・地域研究・キャリ

ア・教養・資格など国内外での34に及ぶALプログラム

や産官学民PBLを提供しています。また、FD（Faculty 

Development）活動の一環として、AL 技法の研究・開

発、高大連携プロジェクトの推進、教育や学生の実態把

握を図り、教員の授業力・教育力と職員の専門性の向

上に努めております。

学びたい気持ちを手厚くサポート
アクティブ・ラーニングセンター

多摩大グッズの企画予選を勝ち抜き、

本選に残る8組に残った時、

緊張とともに大きなワクワク感があった。

株式会社MNHの小澤尚弘社長に

プレゼンの態度や

付加価値を付けたことを評価された時

社会人になるのも楽しいかもしれない

と思った。

経営情報学部1年
【選択必修科目「多摩学」】

学生の目線から見て奥多摩町には

観光スポットはさまざまありますが、

若者向けに、「奥多摩町のお土産と言えばこれ！」

というものがないのです。そこで、

「ないなら自分たちが作ればいいじゃないか」

と思い、今回の企画を考えました。

また、ただ売るだけではつまらないと思い、

ガチャポンで販売するという試みに至りました。

経営情報学部3年
【ホームゼミ「奥多摩町の魅力を
発信するめたガチャポンプロジェクト」】

多摩で生まれ、多摩で育った僕は

多摩のことをあまり知らなかった。

知らなかったというより

知っていると思っていて、

実は知らなかったのだ。

多摩を盛り上げるために、

多摩について勉強することで

多摩のことがますます好きになった。

経営情報学部4年
【選択必修科目「多摩学」】

済州島視察研修を通じて、

日本人は韓国など他国をさらに理解し、

一層協力し合うことができると確信した。

この経験を糧に、より広い視野を持ち、

心を開き続けることにした。

今日の安寧をただ享受するのではなく、

身の周りで起きている問題を見つめ、

自分は行動したい。

経営情報学部1年
【アクティブ・ラーニングプロジェクト
「アジアダイナミズムフォーラム」】

11TAMA UNIVERSITY 2021

多摩大学の
アクティブ・ラーニングはこちらから  >>
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I N NOVAT ION

新しい社会に生きる

インターゼミ（社会工学研究会）は、多摩大学九段サテライトで開講してい

る寺島実郎学長の直轄ゼミナールです。講義の前半は学長によるその週

の世界と日本の出来事などの講話とミニ講義。後半は5分野の研究テー

マについて、チームごとにグループワークをおこない最終的には論文を書き

上げます。チームには学部生・社会人大学院生と２名以上の教授が加わ

り、世代を超えた共同研究を行います。

寺島実郎学長の監修により各界から講師を招き、リレー形式で行う講座で、

半期12回、年間24回開講しています。世界各地域の現況、国内の諸問題

をグローバル、ローカル、産官学など多様な視点から取り上げることで問題意

識を提起し、時代認識を深めます。毎回、地域住民約400名、学生約200

名が受講し、これまでの12年間の受講者は、のべ15万人以上になります。

多摩大学 寺島実郎監修
リレー講座2019

世界と日本の
構造変化の本質を探る
─知の再武装への挑戦

激動する世界に正対し、時代認識を深める「知の再武装」を試みる
一流の外部講師陣を迎えた寺島学長監修のリレー講座「現代世界解析講座」

プレゼミ
【対象】経営情報学部1年次

1年次に履修するゼミです。新入生がゼミの学修

方法を理解するために行っています。ゼミ活動を

通じて、自ら学修計画を立て、主体的に学ぶ態

度を身につけるとともに、今後、何を学んでいくの

か、将来のキャリア形成を考える機会にすること

を目的としています。

ホームゼミ
【対象】経営情報学部2～4年次

ホームゼミは2年次から4年次まで、指導教員と

学生が一体となり、専門分野について深掘りす

るもので、知識の修得と能力開発を行い、学生

の確実な成長を図ることをめざしています。また、

就職活動をサポートする機能もあることから、必

ず履修することが求められます。

ホームゼミ
【対象】グローバルスタディーズ学部3～4年次

3年次、4年次を対象に、2016年度より実施し

ています。指導教員と学生が一体となり、専門分

野からひとつのテーマを設定して長期的に学ぶ

ものです。学生の自主的な研究・学習活動を推

進することで、専門的な知識を深めることをめざし

ています。

多彩な多摩大学のゼミ

インターゼミ参加学生の声

【対象】経営情報学部／グローバルスタディーズ学部／社会人大学院生／卒業生／修了生

【対象】経営情報学部／グローバルスタディーズ学部／社会人大学院生／卒業生／修了生／一般

●

●

●

●

●

●

学部生だけでなく、それぞれ専門分野をもっている教員、大学院生
やOBの意見が飛び交う中での議論に参加できる機会はインター
ゼミ以外にありません。そこでは研究や論文執筆の方法を教えても
らえるだけではなくグループ研究において最も大切なのは「目的を共
有すること」であることを学びました。
（経営情報学部3年）
年3回のプレゼンや共同論文の執筆は、私の能力を確実に高めさ
せてくれます。（経営情報学部2年）
インターゼミで、コミュニケーションやディスカッション、文章を書く力
が身についたと感じています。（経営情報学部3年）
ＡＩや先端テクノロジーを大学生と一緒に学ぶ得がたい体験をして
います。（社会人大学院生）
歴史から現代の企業、社会にどの程度、視差があるかということを
長い時間軸から学ぶことができました。（社会人大学院生）
実際に自分が社会に出て、失敗や成功体験をしたときに初めてあ
のとき学長が言っていた言葉の意味を理解できた。（社会人）

秋学期開講テーマ

■ 2019年秋 ─世界が直面する課題と日本

■ 米中貿易戦争の政治経済学とチャイナリスクの制度分析

■ 2020年大統領選挙を控えたトランプ政権

■ IS後の中東情勢

■ 朝鮮半島を巡る国際関係と日本

■ 世界史への問い直し ─生命科学・AIの進化の中での人間観

■ 民主主義はインターネットを生き残れるか

■ リレージャパンチームが世界と競えるようになった理由

■ 超高齢社会への対応 ─疾患の性質変化と医療・介護の在り方─

■ アーカイヴと現代

■ 最近の世界経済情勢と日本経済の見通し

■ 2020年新春展望 ─日本人として考えるべきこと

多摩学／
サービス・エンターテイメント／
地域／AI／アジアダイナミズム

【研究課題】

状況把握・課題解決力
人と社会と交わるための「知の力」

多摩学、アジアダイナミズム、地域、AIなど、幅広いテーマを扱い
世代を超えた共同研究を行う寺島学長主宰のインターゼミ（社会工学研究会）

リレー講座はこちらから  >>インターゼミ（社会工学研究会）はこちらから  >>
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新しい社会に生きる

生涯学習力
自分と向き合い続けるための「知の力」

K EEP  ON

高校時代の野球部の仲間とは今も一

緒に草野球を楽しんでいます。同級生

だけでなく、先輩後輩も集まるので、プ

チ同窓会のようです。勤務先も業種も

いろいろなので貴重な情報交換の場

であると同時に、すごくリラックスでき、

「また明日からがんばるぞ」と仕事の活

力を養う場にもなっています。

シンガポールに住み始めて1年、野菜

も肉も日本のものの方がおいしいと感

じます。日本便の乗務では、スーパーで

食材を買いだめし、保冷パックに入れ

て持ち帰っています。まだ友達が少な

いので、お休みの時は買ったばかりの

ウクレレをコンドミニアムに付属する

プールサイドで弾いています。

野澤 勇太
ソフトバンク株式会社

経営情報学部経営情報学科
2013年度卒業

横須賀 有茉
シンガポール航空

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
2013年度卒業

画像提供元：シンガポール航空

「点がつながる時がある」とよく思います｡仕事をしていると、どうしても目

の前の業務にばかり意識が行き、そこはどんどん伸びるものの、他の部

分を見る余裕がなくなります。しかし、それでは変化についていけません。

例えば、国際情勢は今の業務に直接的に関係しませんが、会社の方

向性の理解や将来のためには、知っておくべきことです。もう一つ、現

在、取り組んでいるRPAによる業務の自動化・効率化のような新しい

分野では、まずやってみることが大事です。多摩大学では、学生と本気

で向き合う先生方のもとで幅広い分野を学ぶことができました。実際に

近隣の店へ客の動向を調べに行くように言われるなど、実践する大切

さも教わりました。5年後、10年後に思いがけないところで点と点がつな

がる可能性は大いにあるはず。そう考え、常に「幅広く興味を持ち、行動

する」を心がけています。

変化する時代に対応するには
他分野への関心と行動力が必要

VOICE

｢日本語で書かれたものは、日本人の目線からしか見ていない｣は、授業

で教授がおっしゃった言葉。もちろん日本語の文献も視点は一様ではあ

りませんが、英語の文献も読む必要があると教わり、今もなるべく異なる

視点の記事や本に目を通すようにしています。客室乗務員は機内サー

ビスに加え、保安要員としての役割も担っています。世界は常に動いて

いて、香港のデモでは空港が標的になりました。今はネットでいろいろな

情報が入手できますが、歴史的背景等も踏まえ、多角的に物事を見

て、正しく理解することが大切です。大学ではそのベースとなる知識を学

ぶことができました。また、仕事では仲間であるクルーとの信頼と協力が

不可欠ですが、クルーは多国籍なので、日本的な「空気を読み、察する」

ことが期待できません。その点、グループワークの機会が多かったことが

今、役立っていると感じます。

グローバルな世界で働くには
日本人以外の視点も欠かせない

VOICE

「自分らしく生きるために。
本当の学びを、ずっと続けていたい。」

100年人生を輝かせるために学び続ける。

卒業してからも多摩大学は、あなたの学びの拠点として機能し続ける。

多摩大の志（卒業生紹介）はこちらから  >>
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が身につく理由経営情報学部で

4年間ゼミ

16名以内

340授業

37名2種

97.2%

ゼミ1つあたりの
学生数

ゼミに1年次から4年次まで所属し
先生が学びに責任を持つ

高い就職率を
マンツーマンで学生に寄り添い実現

実務家の一流教員から
最前線の経営と情報を学ぶ

全ての授業に
アクティブ・ラーニングを導入

情報、数学の高等学校教諭（1種）
の免許を取得可能

KEEP ON

KEEP ON

INNOVATION

INNOVATION

ACTIVE

ACTIVE

SCHOOL  OF
MA NAGEMEN T  &
I N FORMAT ION
SC I E NCE S

経営情報学部
多摩キャンパス

経営情報学科／事業構想学科

第4次産業革命の進展や、コロナ禍を見てもわかるように、皆さんはこれから、真の激変の時代を生き抜かなければなりません。この
ような不確実で不安定の時代こそ、組織と個人の生き抜く知恵である経営情報への学びは人生の有力な選択です。
ですから、この経営情報学部では、４つの取り組みをおこなっています。
第一に、判断力、決断力、行動力を身につけるため、ゼミ中心教育を行います。第二に、一般講義も、学生が能動的に考え行動でき
るようになる、つまりアクティブ・ラーナー育成を軸に設計しています。第三は、広い視野の養成です。正しい時代認識、世界情勢へ
の深い知識を持てるようにインターゼミや特別講座を設けて教育を組み立てています。そして第四に、これらを実現するため、全教職
員がスクラムを組んで教育活動に取り組んでいます。
経営や情報の英知を活用して社会に貢献できる人材になりたい、心豊かな職業人として人生を送りたいと思っている方は、ぜひこの
経営情報学部で学んでほしい。そう思っております。

多摩大学 副学長
経営情報学部
学部長／教授

杉田 文章

ビジネスICT人材

学びのきっかけ

将 来の活 躍 分 野

が身につく学びの流れ経営情報学部で

目の前の人たちの幸せな未来を
考えて仕事をしたい

□ 地域の産業を盛り上げたい
□ 地域の雇用を生み出したい
□ 地域の健康を支えたい

ICTの力を借りて
「笑顔」を創り出せる仕事がしたい

□ 人を幸せにするシステムを作りたい
□ データを産業に活かしたい
□ データサイエンティストになりたい　

世界に飛び出しさまざまな問題を
解決する仕事をしたい

□ 世界を相手に仕事したい
□ 日本とアジアをつなぎたい
□ 日本の良さを世界に伝えたい

事業構想学科 経営情報学科

1.最前線事例　最先端の人材による教育を通して、未来を見通す力を育む
2.問題解決学　プログラミングや語学、統計、分析、経営理論など解決手法を学ぶ
3.産業社会論　産業社会や多摩学、世界潮流を学び、問題意識を高める

● 地域活性化
● イベント企画
● スポーツマーケティング　　など

● グローバルビジネス
● 国際経済
● 語学系　　など

● 情報（データサイエンスビッグデータ・IoT・
AI・プログラミング・Web制作・VR・ネット
ワークなど）

● 情報デザイン　　など

［ゼミ例］ ［ゼミ例］

● IT・インターネット業
● データサイエンティスト
● AI 
● ビックデータ
● システムエンジニア
● ネットマーケティング
● ソーシャルメディアビジネス　など

地域ビジネス人材
● 流通
● 観光
● まちづくり
● NPO
● サービス業
● 製造業の販売分野
● 自治体職員や公的機関　　など

▶就職先の例
コーセー／日本航空（JAL）／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／ロフト／常石造船　など

グローバルビジネス人材
● メーカー、サービス業
● 商社や金融関連企業
● アジア系企業など外資系企業
● 起業家
● NGO　　など

▶就職先の例
多摩信用金庫／サンリオエンターテイメント／多摩
テレビ／日本郵便／農業協同組合（JA）／積水ハウ
ス／ユー・エス・ジェイ（USJ）／富士ゼロックス多
摩／京王不動産／市役所／警視庁／防衛省　など

▶就職先の例
ソフトバンク／楽天／グリー／NTTデータエマーズ
／マクロミル／トランスコスモス／セラク／旭情報
サービス／高校教員　など

問題解決能力を身につける3つの柱カリキュラム体系

データサイエンス（ビッグデータ、IoT、AI）や
情報デザイン（マーケティング、消費者心理）を活用して
社会に貢献する人材へ

心豊かで社会に貢献できる人材を
４つの取り組みで育てます

オンラインシラバスはこちらから  >>経営情報学部の概要やカリキュラム等はこちらから  >>
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が身につく理由
経営情報学部で

ACTIVE

INNOVATION

KEEP ON

16名以内
ゼミ1つあたりの
学生数

4年間ゼミ
ゼミに1年次から4年次まで所属し
先生が学びに責任を持つ

97.2%
高い就職率を
マンツーマンで学生に寄り添い実現

37名
実務家の一流教員から
最前線の経営と情報を学ぶ

340授業
全ての授業に
アクティブ・ラーニングを導入

2種
情報、数学の高等学校教諭（1種）
の免許を取得可能

ゼミ1つあたりの学生数を1学年16名

以内に抑え、「手づくり感のある教育」

「手塩にかけて育てる」を教育方針に

教職員一丸となって「手づくり教育」

の「塾」を徹底する取り組みを行ってい

ます。

アクティブ・ラーニングを全ての授業

（247科目・340授業）に導入してい

ます。その他にも34のアクティブ・ラー

ニングがあり学生は、国内外の多彩な

場所で、良質な体験型講義に参加す

ることができます。

「グローバルな知識を地域に活かす多

摩グローカル人材」を育てるために、1

年次から教員とともに企業や自治体な

どと一緒行うプロジェクトに参加する。

それが多摩大学のゼミです。

経営情報学科では、高等学校教諭一

種免許（情報と数学）の取得が可能

です。教職支援室では、教員免許取

得に必要な科目の履修指導、個別面

談などのサポートを行っています。

多摩大学の高い就職率は、少人数制

の特性を生かした就職支援体制、キャ

リア支援課職員のマンツーマンの指

導、キャリア支援課職員とゼミ担当教

員の連携が可能にしています。

37名の専任教員はいずれも実務経

験豊富。そのうち10名は実業界出身

で、ビジネスの最前線でのリアルな体

験と情報、培った知見を、学生は吸収

することができます。

寺島 実郎　学長･教授
Terashima Jitsuro
特別講座Ⅰ・Ⅱ、インターゼミ

 ●グローバルビジネス

杉田 文章　副学長・学部長・教授
Sugita Fumiaki
ホームゼミ：スポーツやレジャーを通じて豊かな社会
づくりを構想する

金　美徳　教授
Kim Mitoku
ホームゼミ ： 経営・起業と情報・戦略

小林 英夫　経営情報学科長・教授
Kobayashi Hideo
ホームゼミ ： 組織行動と企業家精神

椎木 哲太郎　教授
Shiigi Tetsutaro
ホームゼミ：「社会経済」と「歴史」を通して、ライフデ
ザインと問題解決力を追究する

志賀 敏宏　教授
Shiga Toshihiro
ホームゼミ ：イノベーション〈創新〉で輝く人生・世界を

下井 直毅　教授
Shimoi Naoki
ホームゼミ：日本経済論～少し頭を使って考えてみよ
う！～

趙　佑鎭　事業構想学科長・教授
Cho Woo-Jin
ホームゼミ ： 複眼的見方と歴史観の涵養－マーケ
ティング・流通・ベンチャー経営

中村 その子　教授
Nakamura Sonoko
ホームゼミ： 広告、広報、ラジオ番組制作、イベント企画
を主とした組織PR・マーケティングコミュニケーション

浜田 正幸　教授　
Hamada Masayuki
ホームゼミ：組織マネジメント、組織心理学

巴特尓　教授
Baatar
ホームゼミ：日本とアジアの「架け橋」になる次世代ビ
ジネス・リーダー養成塾

石川 晴子　准教授
Ishikawa Haruko
ホームゼミ ： 英語・コミュニケーション

高橋 恭寛　准教授
Takahashi Yasuhiro
ホームゼミ：日本の伝統思想を探る

西村 知晃　准教授
Nishimura Tomoaki
ホームゼミ：企業の人材マネジメント

初見 康行　准教授
Hatsumi Yasuyuki
ホームゼミ：「仕事・働くこと」の探求

水盛 涼一　准教授
Mizumori Ryohichi
ホームゼミ：世界経済と移民社会から現代日本を考える

加藤 みずき　専任講師
Kato Mizuki
ホームゼミ：心理学から「買う」「売る」「見せる」を考える

小林 昭菜　専任講師
Kobayashi Akina
ホームゼミ：現在はグローバル時代！海外事情に強く
なろう！

佐藤 文平　専任講師
Sato Bumpei
ホームゼミ：スポーツの本質を追求できる知識を養う

 ●ビジネスICT

出原 至道　教授
Idehara Norimichi
ホームゼミ：日常生活を拡張する情報技術

今泉　忠　教授
Imaizumi Tadashi
ホームゼミ：データ利活用による課題解決・問題解決
の提案

大森 拓哉　教授
Omori Takuya
ホームゼミ：心理情報・統計・プログラミング

小西 英行　教授
Konishi Hideyuki
ホームゼミ：マーケティングを通じた社会貢献

彩藤 ひろみ　教授
Saito T. Hiromi
ホームゼミ：キャラクタデザインから都市計画まで。
デジタルクリエイションと現実社会との融合を図る

齋藤 S. 裕美　教授
Saito S. Hiromi
ホームゼミ：情報社会における倫理

中村 有一　教授
Nakamura Yuichi
ホームゼミ：システム設計・プログラミング・ネット
ワーク

良峯 徳和　教授
Yoshimine Norikazu
ホームゼミ：脳波を計測・分析して心の謎に挑戦

久保田 貴文　准教授
Kubota Takafumi
ホームゼミ：ビッグデータを利活用したビジネスにお
けるデータ分析と問題解決

増田 浩通　准教授
Masuda Hiroyuki
ホームゼミ：エージェントベースモデルと社会シミュ
レーション

木村 太一　専任講師
Kimura Taichi
ホームゼミ：財務会計

崎濱 栄治　専任講師
Sakihama Eiji
ホームゼミ：データサイエンスとイノベーション

 ●地域ビジネス

梅澤 佳子　教授
Umezawa Yoshiko
ホームゼミ：地域交流・活性化

中澤　弥　教授
Nakazawa Wataru
ホームゼミ：メディア論

長島　剛　教授
Nagashima Tsuyoshi
ホームゼミ：「プロデュース力をつける」東京多摩地域・
神奈川県のつなぐ力の研究（地域連携、地域金融）

中庭 光彦　教授
Nakaniwa Mitsuhiko
ホームゼミ：持続可能な都市・地域活性化政策、観光
地経営モデルの構築

松本 祐一　教授
Matsumoto Yuichi
ホームゼミ：ソーシャルビジネス・コミュニティビジネ
スの事業開発

野坂 美穂　准教授
Nosaka Miho
ホームゼミ：地域の人々との触れ合いを通じて、自らを
成長させるとともに、地域の独自性を活かした地域づ
くり・まちづくりを学ぶ

ゼミの学び
ゼミナール一覧

「新しくて面白いもの」を学べる出原ゼミ 

ヘッドセットひとつで、世界が無限に広がるVR（バーチャル・リアリティ＝仮想現実）。ゲームをはじめ、スポーツや
医療のトレーニングなど、幅広い分野での活用が期待されています。新しくて面白いものを学びたいと考えていた
私は、VRを深く学べる出原ゼミのことを知って進学を決めました。現在は、コマ回しを体験できるVRをつくって、フ
ランスで開催されたVRのイベントに参加するなど、充実した毎日を送っています。将来は大学で学んだVRの知
識をさらに高めることができる業界に進みたいと考えています。 

経営情報学部経営情報学科3年 
（宮城県石巻商業高校出身） 相澤 大虎

経営情報学部ホームゼミ一覧はこちらから  >>
※別冊「経営情報学部ゼミ案内（ゼミガイド）」もぜひご覧ください。
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が身につく理由グローバルスタディーズ学部で

週8コマ

23校

27イベント

21名2種

97.1%

海外協定校

1年次の英語集中教育で総合的な
英語力のレベルアップへ

高い就職率をマンツーマンで
学生に寄り添い実現

外国籍や海外経験豊かな教員から
リアルな英語を学ぶ

湘南地域連携の
イベント

英語の中学校教諭（1種）、
高等学校教諭（1種）の免許が取得可能

KEEP ON

KEEP ON

INNOVATION

INNOVATION

ACTIVE

ACTIVE

SCHOOL  OF
GLOBA L
ST U D I E S

グローバルスタディーズ学部
湘南キャンパス

グローバルスタディーズ学科

グローバルスタディーズ学部の目標は、「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。その
ために、入学初年度は英語に特化し、専門分野の学修に不可欠な英語力を身につけるとともに、コミュニケーション力と、自分で考え
る力を養います。２年次からはホスピタリティ・マネジメント、国際教養などの専門コースを選択して、環境や経済などにおける世界的
な課題や、それぞれの地域固有の文化などを学び、グローバルな視点や考え方を養います。
学部のある湘南には地域の文化を学べる貴重な教材が数多くあります。また、留学生との交流は英語力、コミュニケーション力や発
信力の向上に役立ちます。
グローバルスタディーズ学部は、さまざまなことに挑戦でき、楽しみながら学ぶ中で、観光・リベラルアーツ系国際教育・国際的地域
問題を通じ必要な時代認識と国際的な広い視点を身につけることができる学部です。

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

ウィリアム シャング
安田 震一

学びのきっかけ

将来の活躍分野

が身につく学びの流れグローバルスタディーズ学部で

地球市民としてグローバルに活躍したい

□世界的なビジネス舞台で活躍したい
□環境や経済など地球全体での問題解決に取り組みたい
□日本の良さを世界に伝えたい

観光･レジャーで人々を幸せにしたい

□外国人旅行客のニーズに応えたい
□英語によるコミュニケーションがしたい
□国境・文化・言語を越えて移動する人々を支援したい

ホスピタリティ・マネジメントコース 国際教養コース

1.専門教育科目　専門性を高め世界に通用する知性を磨く
2.基礎教育科目　多様な見方・考え方を理解し、基礎力を身につける
3.英語集中教育（AEP）　「話す」「聞く」「書く」「読む」の4つの要素をバランスよく学び、

思考力や洞察力なども養い総合的な英語力のレベルアップを図ります

観光学、
ホスピタリティ・マネジメント、
国と地域の文化歴史を中心に学ぶ

国際関係学、
英語学、
経営・経済学を中心に学ぶ

● 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
● 英語教員　　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

ホスピタリティ・マネジメント人材 国際教養人材
● 観光・レジャー産業
● 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
● ツアーガイド　　など

▶就職先の例
イケア・ジャパン／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／横浜信用金庫
／住友生命保険／ABCマート／楽天／ワークスアプリケーション
ズ／いちよし証券／井関農機／不二家／中学校・高校教員　など

「コミュニケーション力」と「問題解決力」を身につける
カリキュラム体系

必要な時代認識と広い視野を備えた
グローバルな人材を輩出するために

グローバル社会に必要な

英語だけでなく観光や
リベラルアーツ系（国際教養・地域）の学びを通じて
グローバルな舞台で活躍する人材へ

オンラインシラバスはこちらから  >>グローバルスタディーズ学部の概要やカリキュラム等はこちらから  >>



ウィリアム シャング［安田震一］
副学長・学部長・教授
Yasuda Shinichi（William Shang）
ホームゼミ：中国事情
職歴：北京大学大学院、中国社会科学院出版部、
NATIONAL STRENGTH AND CONDITIONING 
A S S O C I A T I O N（ J A P A N  B R A N C H ）、
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
英語集中教育（AEP）

ブライアン イングリッシュ　教授
Brian J. English
ホームゼミ：E X T E N S I V E  R E A D I N G  I N  
ENGLISH
職歴：KONKUK UN IVERS I T Y、WOOSONG 
UNIVERSITY、UNIVERSITY OF SOUTHERN 
CALIFORNIA、LOS ANGELES CITY COLLEGE 
AND OTHERS

大場 智美　准教授
Ohba Tomomi
ホームゼミ：日本の英語教育、世界の英語教育
マクロとミクロの視点から
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

 ●その他基礎教育

竹内 一真　准教授　
Takeuchi Kazuma
ホームゼミ：採用心理学と経営学の最前線
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
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

西井 賢太郎　専任講師
Nishii Kentaro
ホームゼミ：英語総合ゼミ
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

中澤　弥　兼担（経営情報学部 教授）
Nakazawa Wataru
ホームゼミ：メディア論
職歴：湘南国際女子短期大学、早稲田大学

 ●【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
ホームゼミ：観光を通じた国際・地域貢献
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

太田　哲　教授　
Ota Satoshi
ホームゼミ：インドとインドからみた世界
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

小松 加代子　教授　
Komatsu Kayoko
ホームゼミ：日本人の宗教性を考える－霊、死後の生、
魂をどう考えるか
職歴：エプソン（株）、リーズ大学、湘南国際女子短期大学

テレンス ジョイス　教授　
Terence A. Joyce
ホームゼミ：人の心と言語を理解する
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

田中 孝枝　准教授
Tanaka Takae
ホームゼミ：日本の「外国人」について考える
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

杉下 かおり　専任講師
Sugishita Kaori
ホームゼミ：ニッポンの解体
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
ホームゼミ：「観光」「観光まちづくり」の可能性を探る
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

李　崗　専任講師　
Gang Li
ホームゼミ：観光と地域社会
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

 ●【専門教育教授陣】 国際教養

新美　潤　学科長・教授
Niimi Jun
職歴：外務省

渡邊 泰典　教授
Watanabe Yasunori
ホームゼミ：ゲーム理論と統計的意思決定
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
ホームゼミ：AR T  O F  R ECONC I L I AT I O N :  
P O L I T I C S  O F  U N D E R S T A N D I N G ,  
COOPERATION AND PEACE
職歴：名古屋大学大学院、カザフアメリカン大学

エリック ホノベ　教授
Honobe, Erik
ホームゼミ：三国志の研究
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
ホームゼミ：エンターテイメントを（脳）科学する
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

橋詰 博樹　特任教授
Hashidume Hiroki

 ●教職課程

廣田 敬則　教授
Hirota Takanori
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

山田 大介　教授
Yamada Daisuke
職歴：私立中学校・高等学校教員、神奈川大学、大月
短期大学等
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が身につく理由
グローバルスタディーズ学部で

ACTIVE

INNOVATION

KEEP ON

23校
海外協定校

週8コマ
1年次の英語集中教育で総合的な
英語力のレベルアップへ

97.1%
高い就職率をマンツーマンで
学生に寄り添い実現

21名
外国籍や海外経験豊かな教員から
リアルな英語を学ぶ

27イベント
湘南地域連携の
イベント

2種
英語の中学校教諭（1種）、高等学校
教諭（1種）の免許が取得可能

海外（アジア・北米・オセアニア・ヨー

ロッパ）の協定校とはさまざまな交流を

行っております。長期留学では留学先

の授業料がかからない「交換留学」に

より学生の行き来があります。

湘南地域にキャンパスをおくグローバ

ルスタディーズ学部では『第5回藤沢

ワイン祭り with ジャズマリアージュ』

『藤沢市民まつり　湘南台ファンタジ

ア』『EPU主催 餅つき大会』など積極

的に地域のイベントを主催・参加して

います。

1年次の英語集中教育（ A E P：

Academic English Program）は、

1週間で8コマ、専門分野を学ぶため

に必要な英語力を伸ばすプログラム。

習熟度別に1クラス15名程度に分か

れ話す、聞く、書く、読むをバランスよく

学び、総合的な英語力のレベルアップ

を図ります。

英語の中学校教諭一種免許、高等学

校教諭一種免許の取得が可能です。

教職支援室では、教員免許取得に必

要な科目の履修指導、個別面談など

のサポートを行っています。

多摩大学の高い就職率は、少人数制

の特性を生かした就職支援体制、キャ

リア支援課職員のマンツーマンの指

導、キャリア支援課職員とゼミ担当教

員の連携が可能にしています。

専任教員21名のうち約半数は海外出

身で、日本人教員の多くも留学や海外

勤務経験があります。外国人と日本人

の教員が協力し、バランスのとれた国際

性と広い視野を身につけられるよう指導

しています。

ゼミの学び
ゼミナール一覧

実践的な英語力を鍛えながら、考える力も深められる

高校時代の留学で英語力の不足を痛感し、将来のためにも英語でのコミュニケーション能力を高めたいと思い、
SGSを志望。1年次のAEPでは英語力はもちろんのこと、「愛とは何か」「絆とは何か」「死刑の是非」など、日本
語でも難しい課題に取り組むことで考える力が大いに鍛えられました。また、1年次にハノイ（ベトナム）での海外
研修とカナダでの語学研修に参加。段階を追って英語力を磨き、自分のキャリアを考えられるプログラムが用意
されていて、現状を確認しながら、将来の目標を具体化していくことができます。

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2年
（横須賀市立横須賀総合高校出身） 林 陽人

グローバルスタディーズ学部ホームゼミ一覧はこちらから  >>



CA R EER
SU PPORT 97.2%

生涯学習力
自分と向き合い続けるための「知の力」

K E E P  ON

キャリアサポート

多摩大学では、カリキュラムの内容から自分を将
来についてまで、入学当初から、教員に相談する
ことができます。研究室の前にある相談スペース
は、いつでもオープンしているので、気軽に訪ね
て、自分の進路に関する迷いや悩みなどを払拭
することができます。「何をめざし、何を学ぶのか」
について、自分なりの答えを見つけてください。

教員による教育サポート

入学直後の1年次から始まるキャリアデザイン科
目に加え、3年次からは就職ガイダンス、マナー講
座、学内業界セミナー、インターンシップ、就職適
性検査、就職用模擬試験と対策講座、エントリー
シート対策講座、筆記試験対策、模擬面接会な
どの多様で、きめ細かなプログラムで、就職活動
を支援します。

手厚くきめ細かなプログラム

採用企業や地元企業などとの間で築いた太いパ
イプを活用して、学内合同企業説明会や学内選
考会などを実施。企業の動向やニーズ、経済状況
を学生に的確に伝えるとともに、学生とのマッチン
グも図っています。また、ハローワークなどの行政機
関とも連携して、就職に関連するさまざまな情報を
収集し、就職支援活動に役立てています。

企業・行政との連携

多摩大学が、97％を超える高い就職率を達成できている理由には、少人数制の特性を活か

した就職支援体制があげられます。2年次では、働くことについて考える行事を実施し、就職活

動が本番を迎える3年次からは、ゼミごとにキャリア支援課職員の担当を決め、個別面談や求

人紹介などを行います。このような学生の成長に合わせた施策を、適切に実施できるのも、少

人数制だからといえます。

少人数制の特性を生かした就職支援施策を用意

STEP 1

1年次
2年次

3年次
4年次

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

STEP 3
「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

STEP 2
■面接対策
「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
■筆記試験対策
「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

キャリアサポート

3つのSTEP

個々の学生に対して、キャリア支援課の相談員（キャリアカウンセラー）がマンツーマンで就職指導をす
る一方で、ゼミ担当教員は、日々のゼミ活動の中で、学生の個性や適性、就職に対する希望や状況な
どを把握します。キャリア支援課職員とゼミ担当教員は、学生に関するそれぞれの情報を常にリアルタイ
ムで共有しながら、一緒になって的確な就職指導・支援を行っています。
学生にとって、進路選択は簡単に結論を出せるものではありませんから、キャリア支援課では徹底的に
学生に寄り添うことを心がけています。さらに、定期的に就職に関する父母懇談会を開催。就職活動に
対して理解してもらい、学生が就職活動をしやすい環境づくりも行っています。

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 人間としての
成長をめざした
個別指導

適性と希望の
バランスを見据えた
情報提供

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

学生

ゼミ
担当教員

キャリア
支援課

■経営情報学部

●卒業生数・・・・・・
●就職希望者・・・・
●就職者・・・・・・・・
●進学者・・・・・・・・

328名
281名
273名
4名

就職決定率 （2019年度卒業生）

［就職実績］
～主な就職先一覧～
2015～2019年度卒業生の主な就職先
（業種別・50音順）

【金融業、保険業】
岡三証券／多摩信用金庫／第一生命／野村證券／ほけ
んの窓口グループ／明治安田生命保険　など

【製造業】
味の素冷凍食品／伊藤園／コーセー／沢井製薬／ジーユー
／常石造船／ファンケル／ＨＯＹＡ／山崎製パン　など

【情報通信業】
旭情報サービス／NTTデータエマーズ／京セラコミュニ
ケーションズシステム／グリー／シンプレクス／セラク／
ソフトバンク／多摩テレビ／トランスコスモス　など　

【卸売業、小売業】
イオンリテール／エービーシー・マート／ジンズ／ビックカ
メラ／ファミリーマート／三越伊勢丹／ラルフローレン／ロ
フト　など

【建設業】
一条工務店／積水ハウス／第一カッター興業／大東建託
など

【運輸業、郵便業】
日本航空／日本郵政／ヤマト運輸　など　

【不動産業、物品賃貸業】
穴吹興産／ＦＪネクスト／京王不動産／日本ハウスホー
ルディングス／ルミネ　など　

【宿泊業、飲食サービス業】
共立メンテナンス／日本ＫＦＣホールディングス／ペッ
パーフードサービス／星野リゾート　など

【生活関連サービス業、娯楽業】
シミズオクト／ベストブライダル／ユー・エス・ジェイ／サ
ンリオエンターテイメント　など　

【サービス業（他に分類されないもの）】
サニーサイドアップ／セントラル警備保障／TOTOエキス
パート／フルキャスト／パソナ／マイナビ　など　

【業種別卒業生就職者数（2019年卒業生）】

■グローバルスタディーズ学部
就職決定率 （2019年度卒業生）

［就職実績］
～主な就職先一覧～
2015～2019年度卒業生の主な就職先
（業種別・50音順）

【運輸業、郵便業】　
小田急電鉄／スカイマーク／ソラシドエア／全日本空輸
／日本航空／ゆりかもめ　など

【宿泊業、飲食サービス業】　
アパホテル／ザ・キャピトルホテル東急／すかいらーく／
帝国ホテル／森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ　など　

【生活関連サービス業、娯楽業】　
エイチ・アイ・エス／コシダカ／日本旅行　など　

【情報通信業】　
ドコモ・システムズ／楽天／ワークスアプリケーションズ
など

【製造業】　
アリアケジャパン／井関農機／廣済堂／徳力本店　など
　

【卸売業、小売業】　
イオンリテール／大塚商会／ニトリ／ビックカメラ／松屋
フーズ　など　

【金融業、保険業】　
いちよし証券／スターツコーポレーション／住友生命保
険／横浜信用金庫　など　

【不動産業、物品賃貸業】　
エイブル／共立メンテナンス／センチュリー２１・ジャパン
／ミサワホーム　など　

【複合サービス業】　
さがみ農業協同組合／横浜農業協同組合　など　

【サービス業（他に分類されないもの）】　
東京ベイヒルトン／藤沢市観光協会／マンパワーグループ
など　

【公務（他に分類されないもの）】　
警視庁／航空自衛隊　など　

97.1%
●卒業生数・・・・・・
●就職希望者・・・・
●就職者・・・・・・・・
●進学者・・・・・・・・

118名
102名
99名
1名

【業種別卒業生就職者数（2019年卒業生）】

75卸売業、小売業
情報通信業 52

サービス業（他に分類されないもの） 28
運輸業、郵便業 18

生活関連サービス業、娯楽業 15
製造業 14

不動産業、物品賃貸業 14
医療、福祉 13
建設業 11

宿泊業、飲食サービス業 10
学術研究、専門・技術サービス業 8

金融業、保険業 4
教育、学習支援業 3

公務（他に分類されないもの） 2
電気・ガス・熱供給・水道業 2

分類不可能の産業 2
複合サービス事業 1

その他 1

18卸売業、小売業
情報通信業 12

サービス業（他に分類されないもの） 11
宿泊業、飲食サービス業 9

製造業 7
運輸業、郵便業 6
金融業、保険業 6

生活関連サービス業、娯楽業 6
不動産業、物品賃貸業 6

教育、学習支援業 4
公務（他に分類されないもの） 3

医療、福祉 3
その他 3

複合サービス事業 2
学術研究、専門・技術サービス業 1

建設業 1
電気・ガス・熱供給・水道業 1

グローバルスタディーズ学部の
就職支援はこちらから  >>

経営情報学部の
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GLOBAL STUDIES

生涯学習力
自分と向き合い続けるための「知の力」

K E E P  ON

社会とつながる
多摩大学の
キャリアサポート

■経営情報学部
「大学経由インターンシップ」と「公募インターンシップ」があります。大学経
由インターンシップは、多摩大学が、特定の企業に学生の受け入れを依頼
しているインターンシップで、約70の企業・団体に学生の受け入れを依頼し
ています。公募インターンシップは、就職情報サイトなどから、学生自身が受
け入れ先企業を探して参加するものです。

■グローバルスタディーズ学部
大学経由インターンシップは、早期の就業観、労働観の醸成を目的とし、2
年次から経験することができます。国内インターンシップは2年次、3年次の
夏休みと春休みに、観光産業から地域に根差した企業・団体まで幅広い実
習先が用意されています。海外インターンシップは3年次の夏休みに、豊富
な企業研修が準備されています。

インターンシップ

多摩大学では、教職を志望する学生のために教職課程を設けています。経
営情報学部では、所定の科目を履修して単位を取得し、卒業時に申請する
と「社会調査士」の資格を取得することができます。また、就職活動を有利に
進めるために、資格取得のための講座受講を推奨し、資格取得受験料の一
部を補助しています。

資格取得

※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）の取得をめざすことができます。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。

学部・学科 免許教科 免許状の種類

経営情報学部
経営情報学科

情報
高等学校教諭一種免許状

数学※

英語 中学校教諭一種免許状

英語 高等学校教諭一種免許状

就職活動に向け、自分を振り返る良い機会になりました

2年次の夏に川崎市男女共同参画セン
ターで11日間のインターンシップに参加。
センター主催のイベントの運営スタッフや
広報誌用の記事の取材、災害時の避難
所の問題点を解決するためのグループ
ワークなどを行いました。インターンシップ
を通して仕事内容を知ることができただけ
でなく、他大学の参加学生からいい刺激
を受け、就職活動への意識が高まりまし
た。また、今後、自分に何が必要かという
課題も明確になりました。同時に社会人
の方からフィードバックをいただくことで、
自分では気づかなかった長所も知ること
ができました。

キャリア支援課

■教職課程　取得できる免許状・教科

グローバル
スタディーズ学部

●会計系（公認会計士／税理士／簿記）●法律系（司法書士／行政書士／宅地建物取引士）
●経営・実務系（ファイナンシャルプランナー）●情報系（ITパスポート／基本情報技術者）
●医療福祉系、公務員　　等

提携専門学校受講補助金制度で、いろいろな資格にチャレンジできます。
下記は提携講座の一部です。

■提携専門学校
　受講補助金制度の資格

経営情報学部
事業構想学科2年
（神奈川県立伊志田高校出身）

三好 真以

ITと経営の知識を持っていることを証明するために

 ITパスポートは、単なるパソコン好きでは
なく、ITと経営に関する正確な知識を
持っていることを証明するものになると考
え、チャレンジすることにしました。1年次
の後期にITパスポートの基礎を学ぶ講
義を受講。2年次の前期に受験に向けた
講義を受け、試験には、過去問題を徹底
的に解いて備えました。試験会場には
思った以上に社会人が多く、就職に役立
つ資格だと改めて感じました。将来は、た
とえば証券取引所のように学んだITと経
営の知識・技術を生かせる企業・職場に
就職したいと考えています。

経営情報学部
経営情報学科2年
（東京都立多摩科学技術高校出身）

大内 翼

290名以上
（両学部合わせて）
2019年度実績

MOS（Excel）合格者120名以上
ビジネス能力検定合格者190名以上

2019年度実績

フットサル部の部長として「オフ・ザ・ピッチ日
本一」をスローガンに掲げ、ピッチ内だけでな
く、ピッチ外でも敬意を払われるふるまいをめ
ざし、活動してきました。また、2年次と3年次
は関東大学フットサルリーグの委員長として
リーグの運営にも携わり、関東連盟や他大学
の代表と協力して物事を進める経験もしまし
た。これを活かし、スポーツを通じた人間形成
に取り組みたいと思います。

内定先：スポーツコミュニティ株式会社
経営情報学部事業構想学科4年
（神奈川・鶴見大学附属高校出身）

福田 恭丈

スポーツを通して子どもを
成長させたい

マーケティングにおけるデータ分析を行うゼミ
では、実際の企業のデータを使い、仮説を立
てて分析を進めていきました。大量のデータ
から何に着眼し、どう分析していくかは難しく、
なかなか結果が出なくて試行錯誤の繰り返し
でした。でも、何事も最初はできなくて当たり
前。そこであきらめずに忍耐強くやり遂げる大
切さを学ぶことができ、結果が出た時の達成
感も味わうことができました。

内定先：旭情報サービス株式会社
経営情報学部経営情報学科4年
（東京・関東国際高校出身）

蛯名 慎之介

粘り強さを信条に分析力を
活かしたい

2年次はシンガポールでの海外研修に、3年
次はハノイ（ベトナム）での海外研修に参加。
授業で観光について学んだうえで実際のビ
ジネスの場を見ると、観光客の興味のポイン
トなど、より深いところに目が行きます。その国
の歴史や日本語との関係を知ることで、旅行
がより意味があるものになるのも感じました。
学ぶことでもっと知りたいと思う――そんな自
分から動き、学ぶ楽しさを知りました。

内定先：株式会社日本旅行
グローバルスタディーズ学部4年
（神奈川県立上矢部高校出身）

有我 英人

観光を理論から実務まで
幅広く学べた

地域の多世代・多文化共生を考えるゼミで
は、外国籍の住民が多い団地で日本語教室
を開催したり、祭りの企画運営を手伝ったりし
ました。ゼミ生のスケジュールを調整して定期
的に日本語教室を開き、教材の改善にも取
り組む中で、人間関係は地道な積み重ねに
より築かれ、その結果として信頼が得られるよ
うになるのを実感しました。今後も、継続を大
切にして仕事をしていきたいと思います。

内定先：さがみ農業協同組合
グローバルスタディーズ学部4年
（神奈川県立大和西高校出身）

齋藤 知佳

地道に活動し、
信頼される存在になりたい

多摩大学で学んだことは、挑戦することと感
謝の気持ちを忘れないことの大切さです。ほ
んの小さなことでも、挑戦することによって未
来は変わります。また、多くの人との出会いに
恵まれ、多くの人に支えられた大学の4年間
だったことを感謝したいと思います。その気持
ちをこれからは株式会社ファンケルで活かし、
社会に貢献するとともに、私自身の経済的な
自立をはたしたいと思います。

株式会社ファンケル勤務
経営情報学部2018年度卒業　
（立正大学付属立正高校出身）

荒井 綺花

挑戦と感謝の気持ちを
忘れずに

地域交流・活性化のゼミで活動する中で、多
摩地域の皆さんと結びつきが生まれました。
その地域に貢献したいと思ったことと、多摩
信用金庫でインターンシップを経験し、金融
機関の役割を知ったことから、就職を希望す
るようになりました。金融は人の人生に関わる
仕事であり、信頼関係が重要です。今後は、
金融マンとして地域に寄り添うとともに、頼り
にされる存在になりたいと考えています。

内定先：多摩信用金庫
経営情報学部事業構想学科４年　
（東京都立松原高校出身）

横溝 侑哉

地域に寄り添う
仕事がしたい

「ホスピタリティ・マネジメントⅢ」で航空業界
への就職の難易度の高さを知り、自分に足り
ないものもわかりました。そこで、英語力をさら
にアップさせ、業務を体験するため、ベトナム
での海外インターンシップに参加。なかなか
思うように目標がクリアできず、悔しい思いも
しましたが、いろいろと考え工夫して壁を乗り
越えていく中で、自分から前に出てチャレンジ
する大切さを学びました。

内定先：ANAエアポートサービス株式会社
グローバルスタディーズ学部4年
（神奈川県立茅ケ崎西浜高校出身）

鈴木 佑哉

積極的な姿勢で挑戦を
続けていきたい

グローバルスタディーズ学部はグループプレ
ゼンやグループワークが多いのが特徴です。
複数人で一つの課題に取り組むと、お互い
の意見がぶつかることもあれば、分担したこと
を期日までにやってくれない人がいるといった
問題に直面するなど、人と協力する難しさを
学んだ4年間でした。同時に、責任感を持っ
て物事に取り組む姿勢や、自分一人では気
づけない切り口や自分と違う意見に触れ、視
野を広げられました。

内定先：株式会社ソラシドエア
グローバルスタディーズ学部4年
（東京都立府中高校出身）

進藤 瑞生

他者と協働するのは
難しくも、楽しいこと

ME S SAGE S  F ROM  GR A DUAT E S
先輩からのメッセージ

2年次でインターンシップに参加！ 国家資格ITパスポート取得！
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学生サポート

多摩大学独自の奨学金

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

多摩大学を強く志望する首都圏（東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県）以
外の学業成績が優秀な国内高等学校出身者に対して、年額40万円を給
付する奨学金です。出願時に申込み、合格する際に採用の可否が通知され
ます。2年次以降も学業成績などの書類審査により、4年間の継続受給が
可能です。
※対象となる選抜：一般選抜サテライト方式・Ⅰ期・大学入学共通テスト
利用方式Ⅰ期

多摩チャレンジ奨学金（首都圏外学生給付型奨学金） 学費

学業及び成績が優秀で人物及び健康ともに優れ、他の模範になる学生を
対象に給付される奨学金です。各学期ごとに給付され、区分1では各学期分
の授業料全額、区分2では5万円給付されます。

成績優秀者奨学金

学業成績が優秀で人物及び健康ともに優れ他の模範になり、将来グローバ
ルな活躍が期待でき、海外留学及び海外でのインターンシップを希望してい
る学生を対象に給付される奨学金です。短期留学・海外インターンシップで
は5～10万円、長期留学では最大60万円給付されます。

海外留学奨学金

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、入学金や学費の減
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。

被災学生学費減免措置

後輩の学生にも、私自身にもプラスになるSA制度

SAの役割は、プレゼミの先生のアシスタ
ントとして、1年間にわたって、履修方法
や授業の内容をはじめ、1年生のさまざま
な疑問に答えることです。授業内容など
には、シラバスを読んでもよくわからないこ
とがあります。私自身も、SAの先輩に助
けてもらって不安が解消したので、今度は
後輩の不安解消に役立ちたいと思い、
SAを引き受けました。SAを通じて、人と人
とをつなぐことや、丁寧に教えることの大
切さに気づき、私自身にも役立つ1年間
になりました。将来は、この経験を生かせ
る仕事に就きたいと考えています。

経営情報学部
事業構想学科3年
（多摩大学目黒高校出身）

萱間 慶美

気軽に相談できる場所として活用してほしい

ピアサポートは3・4年生が1・2年生の悩
み相談に応じるもの。相談は友達間での
トラブルや恋愛など、人間関係に関する
ものや、勉強方法や科目選択に関するも
のが多いですね。私は基本的に聞き役に
徹し、答えを出すのではなく、相談者自ら
が解決策を考えられるようなヒントを出す
ことを心がけています。悩みは知り合いに
相談しづらいもの。でも、誰かに話すだけ
で気持ちが軽くなったりしますから、ピアサ
ポートを含め、いろいろな相談窓口がある
のはいいことだと思います。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3年
（千葉・麗澤高校出身）

吉田 善哉

経営情報学部
「満足」「やや満足」74.5％
グローバルスタディーズ学部
「満足」「やや満足」66.0％

2019年度満足度調査

教員・職員が、そして学生同士で
学びから学生生活まで、多岐にわたってサポート

経営情報学部では、学修を総合的にサポートする「学修サービス

室」を設けています。サービス室では、授業内容、レポートの作成、

プレゼンテーション、資格取得などに対して幅広くサポートするほ

か、論文作成などの指導も行っています。学生の理解促進に向け

てきめ細かにサポートし、学修をスムーズに行えるようにしています。

また、オフィスアワーも実施しています。オフィスアワーとは、学生が

受講する授業科目の内容に関して、担当の教員に直接質問する

面談の時間のことです。17名の教員が担当し、1週間の中で必ず

90分以上をオフィスアワーに充てるよう決められていて、学生から

の相談を受けられるように待機しています。予約は不要です。

さらに、SA（スチューデント・アシスタント）制度も導入しています。

１年生に対して、SAの上級生が教育補助業務を行い、授業内容

や履修方法などについて、きめ細かくサポートします。安心して授業

に臨めるよう手助けする制度です。

グローバルスタディーズ学部では、学修サービス室で、学びの基礎

となる英語を中心にサポートするほか、実践的なTOEIC試験対策

指導も行っています。開室時間は学期中の月曜日から金曜日で、

夏休みや春休みには特別勉強会を開催することがあります。

学生生活に関しては、学生相談室（カウンセリングルーム）で、学生

の悩みに専門的に対応しています。臨床心理士のカウンセラー2

人体制で、週に3～4回の開室です。相談室では、どんな悩みでも

かまわないので、一人で悩みを抱えずに気軽に利用することを呼び

かけています。

保健室には看護師が常駐し、定期健康診断、近隣医療機関の紹

介、ケガなどの応急措置、健康診断証明書の発行などを行ってい

ます。健康管理、応急処置、近隣の医療機関の案内などを行って

います。健康で充実した大学生活を過ごせるように、さまざまな悩み

の相談にも応じています。

【経営情報学部】
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

授業料（秋学期）は10月末日までに納入

【グローバルスタディーズ学部】

★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 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

授業料（秋学期）は10月末日までに納入

■一般の奨学金・教育ローン・修学支援新制度
【一般の奨学金】
日本学生支援機構（JASSO）や外部の各種奨学金・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。

【国の教育ローン】
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は、合
格発表前の申し込みが可能です。

【多摩大学学費ローン制度】
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・（株）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。

【高等教育の修学支援新制度】
多摩大学は、2020年4月1日から実施される高等教育の修学支援新制度の対象大学です。

■特別給費生奨学金制度概要
総合型選抜・一般選抜の合格者のうち、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。

対象費用
区分1:入学時に納入すべき学費の全額
区分2:初学期分の授業料
区分3: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）

最大

98万円

生涯学習力
自分と向き合い続けるための「知の力」

K E E P  ON

奨学金・教育ローン制度はこちらから  >>
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現地で生活することで
初めて知る魅力がたくさんあった

マーケティングのゼミで学ぶ中で韓国に
ついてもっと知りたいと思い、留学を決め
ました。当時、私は韓国語が全くできませ
んでした。済州島は英語もほとんど通じ
ず、最初は買い物にも食事にも苦労しま
したが、その分、必死に勉強せざるを得
ず、確実に語学力は身につきました。韓
国は「情」を大切にする国で、だれもが言
葉ができず困っている私を本当によく助
けてくれました。悪化する日韓関係につい
ても報道と実際ではかなり違うことを目の
当たりにし、自分で見て考え、判断する大
切さを学びました。

経営情報学部
経営情報学科3年
（東京都立松原高校出身）

八束 あき

留学を終え、宗教など新たに
興味を持ったことを勉強しています

AEPで高めた英語力をさらにレベルアッ
プさせるとともに、海外の友人のネット
ワークを広げたくて留学を決意。一般英
語コースで実践的なコミュニケーション
能力を高め、後半はアカデミック英語
コースで授業に必要なプレゼンテーショ
ンやレポートなどのライティングの力の向
上をめざしました。他国の留学生との交
流では、日本と違って宗教が生活に深く
影響していると知り、学びたいことがはっ
きりしました。また、留学期間を有効に使
いたいと思い、積極的に行動するように
もなりました。

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3年
（神奈川県立有馬高校出身）

佐々木 ひろか

海外研修・短期留学・長期留学と、
多摩大学では、さまざまな留学のタイプを用意

経営情報学部・グローバルスタディーズ学部それぞれに、海外研修・短期留

学・長期留学プログラムがあり、単位が認定されます。海外研修については、

補助金制度、短期留学・長期留学については、奨学金制度があり、いずれも

返還不要です。

状況把握・課題解決力
人と社会と交わるための「知の力」

I N NOVAT ION

S T U DY  A BROAD
CONSU LTAT ION留学サポート

【海外研修】

【短期留学】

【長期留学】協定校

■経営情報学部
（2019年度留学プログラム）

シンガポール英語研修 シンガポール

天津・内モンゴル研修 中国

セブ島 英語研修 フィリピン

アジアダイナミズム済州島研修
-済州平和フォーラム- 韓国

EJC外国語学院　-韓国語・韓国文化研修- 韓国

サンフランシスコ英語研修 米国

シドニー英語研修 オーストラリア

バンクーバー英語研修 カナダ

オークランド英語研修 ニュージーランド

漢陽大学　韓国語研修 韓国

韓国

開南大学　サマープログラム 台湾

サムライカレープロジェクト カンボジア

アジアサイエンスパーク協会研修 

ESIEA フランス

Asia / アジア

天津財経大学 中国

新疆財経大学 中国

広東財経大学 中国

上海東海職業技術学院 中国

内モンゴル師範大学 中国

漢陽大学 韓国

淑明女子大学 韓国

東明大学 韓国

東国大学校 慶州キャンパス 韓国

済州漢拏大学 韓国

開南大学 台湾

カンボジア・メコン大学 カンボジア

Europe / ヨーロッパ

ESIEA フランス

UCO LAVAL フランス

【海外研修】

【短期留学】

【長期留学】協定校

高大連携台湾研修 台湾

シンガポール研修 シンガポール

中国昆明研修 中国

ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン 英国 ロンドン

マンチェスター大学 英国 マンチェスター

ビクトリア大学 カナダ ビクトリア

クライストチャーチ工科大学
ニュージーランド　
クライストチャーチ

クイーンズランド大学
オーストラリア 
ブリスベン

ロイヤルメルボルン工科大学
オーストラリア 
メルボルン

ハワイ大学 マノア校 米国 ホノルル

カリフォルニア大学 ロサンゼルス校 米国 ロサンゼルス

Asia / アジア

ナンヤンポリテクニック シンガポール

マカオ大学 マカオ

テーラーズ大学
マレーシア　
クアラルンプール

ビヌス大学
インドネシア 
ジャカルタ

ベトナム国家大学 ハノイ校 ベトナム ハノイ

泰日工業大学 タイ バンコク

国立曁南国際大学 台湾 南投

国立東華大学 台湾 花蓮

義守大学 台湾 高雄

真理大学 台湾 台北

中国文化大学 台湾 台北

東呉大学 台湾 台北

中信金融大学 台湾 台南

雲南師範大学 中国 昆明

雲南民族大学 中国 昆明

雲南大学滇池学院 中国 昆明

North America / 北米

アルゴマ大学 カナダ オンタリオ州

ウィニペグ大学 カナダ マニトバ州

セント・クレア・カレッジ カナダ オンタリオ州

レイクランド大学 米国 ウィスコンシン州

バルドスタ州立大学 米国 ジョージア州

Oceania / オセアニア

ロイヤルメルボルン工科大学
オーストラリア 
メルボルン

Europe / ヨーロッパ

ブレーメン州立経済工科大学 ドイツ ブレーメン

多摩大学では段階的に成長できる

「海外研修（Hop）- 短期留学（Step）- 長期留学（Jump）」とさまざまな留学

プログラムを用意しています。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。

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度
海外研修（HOP) 131 111 147 *89
短期留学（STEP) 47 61 48 52
長期留学（JUMP) 15 11 16 15
合計人数 193 183 211 156

*新型肺炎の影響により、春休みの海外研修は中止

引率のない短期留学。主に語
学の修得をめざすプログラム
です。

1学期にわたる長期留学。協
定校における交換留学と、自
身で留学先を選択する一般
留学があります。

教職員引率のもと、協定校で
の学習・交流、企業訪問等を
通じて短期留学への動機付
けとします。

HOP
海外研修

中国研修の際、昆明の藤沢友誼館にて現地の学生と交流する

春学期、ビクトリア大学（カナダ）へ長期留学に行った学生達

■グローバルスタディーズ学部
（2019年度留学プログラム）

S T E P
短期留学

J UM P
長期留学

交換留学：2019年2月22日～8月20日
濟州漢拏大学（韓国／済州島）

一般留学：2018年9月7日～2019年9月3日
イングリッシュ・ランゲージ・カンパニー（オーストラリア／シドニー）

●留学サポート実績 （名）

グローバルスタディーズ学部の国際交流はこちらから  >>経営情報学部の国際交流はこちらから  >>
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多摩丘陵の中の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キャンパスです。

❶

❷

❸

❹

❺ ❼

❻

❶アゴラ（111教室）／“主体的な学びの空間”としてグループワークにも利用できるフリースペース。教室の前には大学の最新情報を入手で
きる掲示板も設置されています。　❷大教室001（講堂）／授業の全体発表会やリレー講座などに使われる教室。多くの人を前にプレゼン
テーションする緊張感を経験することは成長につながるはず。　❸スポーツアリーナ／授業や部活だけでなく、空き時間は自由に使える全天候
型のスポーツアリーナ。学生課でボールやラケットを借りることもできます。　❹図書館／経済経営の専門書をはじめ、新刊書も数多く揃った図
書館では、快適に学習できるのはもちろん、AVコーナーで映画等も鑑賞できます。　❺歴史未来館／70インチの大型タッチディスプレイで動
画や学長メッセージ等を上映。来校者に先駆性あふれる多摩大学の歴史と未来ビジョンを紹介します。　❻セブンイレブン／軽食や飲み物、
文房具、教科書などを販売しています。チケット販売やコピーサービス・ATMなども利用できます。　❼学生食堂／カフェテリア形式で、豊富な
メニューをリーズナブルに楽しめる学生食堂「Felica」。快晴の日には富士山も見えるほど見晴らし抜群です！

❶

❷

❸
❺

❹

❻

❼

多摩大学体育会フットサル部は2019年8月、大阪で行われた「第15回全日本大学フット
サル大会全国大会」に優勝、さらにフェアプレイ賞も受賞しました。創部して7年目、全国
大会初優勝を果たし、念願の大学日本一の栄誉を得ることができました。

C a m p u s  L i f e
AC T I V E

学生団体
学生会

学生会執行部

多摩祭実行委員会

卒業アルバム実行委員会

体育会
男子フットサル部

女子フットサル部

スケート部　

スキー部

その他
多摩大サポーターズ

サークル連合
公認サークル

アボガド（テニス）

音楽連合（軽音楽）

自然・科学・技術（科学技術）

日本伝統文化研究会（文化研究）

ばどわいざー（バトミントン）

F.E.I.T（アナログゲーム）

ゆるーく格闘技（格闘技）

準公認サークル

ヴィクトワール（競馬研究）

ギタークラブ（軽音楽）

Sessionate（軽音楽）

サブカルチャー研究会（サブカルチャー研究）

TEAM TAMA RUN（ランニング）

Student Council & Club Activities

多摩キャンパス
 TOPICS

多摩キャンパス

附属聖ヶ丘中学高等学校

体育会
フットサル部

2019年度全国大会優勝！
大学日本一に！

経営情報学部のキャンパスライフはこちらから  >>
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❶

❷

❸

❹

❺

❻

❶

❷ ❸

❺

❹

❻

藤沢市観光協会主催の「2019湘南江
の島海の女王＆海の王子コンテスト」に
て、グローバルスタディーズ学部3年の石
川舞さんが、海の女王に選出されました！
7月の片瀬海岸東浜海水浴場でのお披
露目を始め、姉妹都市の松本市での市
民祭りのパレードに参加するなど湘南江
の島のPRの顔となっています。

C a m p u s  L i f e

AC T I V E

学生団体
学生会

学生会執行部

学園祭実行委員会

Event Promotion Union（EPU）

その他
SGSサポーターズ

サークル連合（SCU）
スポーツ系サークル

ダンスサークル

TGM（多摩ゴルフメンバーズ）

TBJ（野球サークル）

テニスサークル

バスケットボールサークル

バドミントンサークル

SGSバレーボールサークル

フットサルサークル

文化系サークル

Creationサークル（絵・写真）

音多摩（軽音楽）

Jazzサークル

茶道サークル

華道サークル

ボランティア系サークル

Zion’s club

Realize

Marine Sports

Student Council & Club Activities

2019湘南江の島
海の女王

2019年8月にチェコのプラハで行われたWorld Open Freestyle Football 
Championships“Superball Prague 2019”において、グローバルスタ
ディーズ学部4年の村井幸介君と天笠雄斗君は、Double Routine（2人で
のパフォーマンス）部門で、世界4位となりました。

フリースタイル・
フットボールで世界4位

2019年10月「ぶらりごみ拾いin六会2019 ～ポイ捨て無くし隊ふじさわ大
作戦～」が開催されました。このイベントは、日本大学生物資源科学部と多摩
大学グローバルスタディーズ学部の学生が主体となり、「自分たちの街の環
境美化をもっと意識できるように」と始めた取り組みで、今年で4年目となりま
す。当日は、多摩大学・日本大学の学生たちに加えて、中学校や高校の生
徒、市民団体、民間企業、藤沢市職員など29団体から計150名以上の参加
者が集まりました。参加者はチームに分かれ、日本大学から多摩大学までの
約1キロ四方の区間を、ポイ捨てや不法投棄されたごみを拾い集めながら歩
き、チームごとに拾ったごみの総量で順位を競いました。

150名が参加！
「ぶらりごみ拾い in 六会 2019」

湘南キャンパス
 TOPICS

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。

❶アゴラ／授業の予習復習に使われるスペース。大画面プラズマTVではCNNなどが流
れていて、いつでも海外メディア番組を視聴できます。　❷大教室E301（講堂）／授業
の全体発表会を行ったり、公開講座を開講したりする大教室。少人数のクラスでのプレ
ゼンテーションとは一味違う緊張感が味わえます。　❸国際交流コーナー／在学生と外
国人留学生がおしゃべりしながら交流を図るオープンなスペース。ピアサポートの相談
コーナーにも利用されています。　❹図書館／授業の課題や研究活動に必要な文献や
資料が揃った学習空間は、三面ガラス張りで開放感満点。海外の書籍や雑誌も豊富な
のがうれしいです。　❺就職資料室／企業情報や就職試験関連のテキストが閲覧可能
です。先輩の就職活動体験談には貴重なアドバイスやヒントがいっぱい詰まっています。
❻カフェテリア／昼休みになると、学生同士あるいは学生と教職員が一緒にテーブルを
囲み、ランチと会話を楽しむ場所。英語と日本語が入り混じるグローバル空間です。

グローバルスタディーズ学部のキャンパスライフはこちらから  >>
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オープンキャンパス2020
※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。

● 5/24（日）
　13:00～16:00
● 6/21（日）
　13:00～16:00
■7/12（日）
　11:00～16:00
■7/19（日）
　11:00～16:00

■8/2（日）
　11:00～16:00
■8/30（日）
　11:00～16:00

■…無料ランチ付

● 9/13（日）
　13:00～16:00

●10/4（日）
　13:00 ～16:00

●
　学園祭同時開催
（湘南キャンパス）

11/14（土）・15（日）

学校
推薦型
選抜

附属・系列校方式

指定校方式

公募方式

サテライト方式

Ⅰ期

Ⅱ期

Ⅲ期

40名

25名

15名

15名

20名

15名

10名

8名

30名

15名

10名

15名

5名

3名

大学入学共通テスト
利用方式

留学生選抜・帰国生選抜
社会人選抜
編入学選抜（2年生、3年生）

コミュニケーション
方式

12名

80名

5名

4名

30名

4名

総合型
選抜

一般選抜

その他の
選抜

A日程

B日程

選抜方式 9月 10月 11月 12月 1月 2月 ３月
募集人員

経営情報 グローバル

70名

若干名

33名

9/6（日）～10/20（火）

■出願期間（締切日消印有効）　■試験日　■合格発表　■入学手続期間（締切日消印有効）

詳細はP.38

詳細はP.39

詳細はP.39

選考・評価方法

調査書

Ⅰ期

Ⅱ期

Ⅲ期

Ⅰ期

Ⅱ期

一次:11/2（月）～11/12（木）
二次:11/13（金）～11/26（木）

総合型選抜と同じスケジュールで実施します。詳細はそれぞれの選抜要項をご確認ください。

総合型選抜コミュニケーション方式の
面談予約は6／21（日）開始!
詳しくはWebオープンキャンパス・総合型選抜対策セミナー
等で！

10/25
（日）

11/2
（月）

11/2（月）～12/8（火） 12/13
（日）

12/15
（火）

12/15
（火）

12/22
（火）

12/15（火）～3/3（水） 3/9
（火）

3/12
（金）

3/9
（火）

3/12
（金）

3/12
（金）

12/15（火）～3/10（水） 3/16
（火）

3/18
（木）

3/18（木）
～

3/24（水）

2/1（月）～3/3（水）

11/2（月）～11/24（火） 11/29
（日）

12/1
（火）

11/2（月）～11/24（火） 11/29
（日）

12/1
（火）

12/15（火）～1/18（月） 一次:2/6（土）～2/18（木）
二次:2/19（金）～2/25（木）

一次:2/6（土）～2/18（木）
二次:2/19（金）～2/25（木）

2/6
（土）

2/6
（土）

12/15（火）～1/15（金）

12/15（火）～2/10（水）

12/15（火）～1/28（木）

12/15（火）～2/10（水） 2/16
（火）

2/20
（土）

2/1（月）・
2/2（火）

2/11（木）～3/3（水） 3/8
（月）

2/11（木）～3/3（水）

※個別試験無し

※個別試験
　無し

※個別
　試験
　無し

新型コロナウィルス感染拡大防止のため、日程・内容等
は変更になる可能性があります。最新情報は多摩大学受
験生サイトをご覧ください。

ATTENTION

多摩大学受験生サイト

～

12/1
（火）

12/17
（木）～

12/1
（火）

12/17
（木）～

3/12
（金）

3/24
（水）～

3/12
（金）

3/24
（水）～

3/12
（金）

3/24
（水）～

3/12
（金）

3/12
（金）

3/24
（水）～

2/20
（土）

3/4
（木）～

2/20
（土）

3/4
（木）～

一次:2/6（土）～2/18（木）
二次:2/19（金）～2/25（木）

2/6
（土）

2/20
（土）

1/23
（土）

1/24
（日）・

志望理由書

事前面談（20分）

小論文（50分）

調査書

大学独自の筆記試験
（100分）または
大学入学共通テスト
の結果

調査書

志望理由書

面接（10分）

口頭試問（5分）

調査書

志望理由書

面接（20分）

小論文（50分）

※グローバルスタディーズ学部では
　面接時に英文音読及び英語質疑を
　行います。

※グローバルスタディーズ学部では
　事前面談時に英文音読及び英語質
　疑を行います。

※グローバルスタディーズ学部では
　口頭試問の代わりに英文音読及び
　英語質疑を行います。

入学者選抜 スケジュール
令和3（2021）年度　多摩大学

9/5（土）・11（金）・19（土）、
10/3（土）・10（土）・17（土）

事前面談日:

11/1（日）・7（土）・21（土）、12/5（土）事前面談日:
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入学者選抜
令和3（2021）年度　多摩大学

総合型選抜
名称変更前：「志」AO入試

一般選抜
名称変更前：一般入試、センター試験利用方式

■試験科目　2科目選択連続受験

※サテライト方式選択科目のうち、日本史Bは1日目のみ、政治経済は2日目のみ選択可能
※大学入学共通テスト利用方式は高得点2科目で判定（グローバルスタディーズ学部は英語必須）

サテライト方式 Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期

試験会場 新宿、町田、立川、横浜、藤沢、小田原の駅近く 多摩大学（多摩キャンパス・湘南キャンパス）

試験
科目

経営情報学部 英語・国語・日本史B※・政治経済※・数学の
中から２科目を選択

英語・国語・数学の中から
２科目を選択

グローバル
スタディーズ学部

［必須］英語
［選択］国語・日本史B※・政治経済※・数学の中から

1科目を選択

［必須］英語
［選択］国語・数学の中から1科目を選択 

Admission Policy Admission Policy

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。
■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。

入学者の受入方針（求める人物像）
■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。

グローバルスタディーズ学部
■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」ことを教育目標にしており、
　次のような人物を求める。

入学者の受入方針（求める人物像）
■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。

▶コミュニケーション方式Ⅰ・Ⅱ期

学校推薦型選抜 指定校方式
公募方式
附属・系列校方式

サテライト方式／Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期
大学入学共通テスト利用方式 Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期

コミュニケーション方式 Ⅰ・Ⅱ期
A日程・B日程

名称変更前：指定校・公募制・附属系列校推薦入試

▶A日程・B日程

※入学者選抜情報は変更する場合がありますので、詳細はホームページまたは
　「入学者選抜要項」をご確認ください。

こんな人に
向いてます！

年内（9～12月）実施なので
早期合格が目指せる！

■ 多摩大学で学びたいことが明確な人
■ 高校以外でも一生懸命頑張っていることがある人
■ 学ぶ意欲をアピールできる人

以下の方法で学力の3要素を多面的・総合的に評価
●調査書　●志望理由書　●事前面談（20分）　●小論文（50分）

Point
1

事前面談制のため出願前
（検定料がかからず）に面談結果が分かる！

Point
2

小論文は事前にテーマが通知される
ので試験前に準備して臨める！

Point
3

ココがポイント！

選考・評定方法

※グローバルスタディーズ学部では事前面談時に英文音読及び英語質疑を行います。

こんな人に向いてます！

以下の方法で学力の3要素を多面的・総合的に評価
●調査書　●志望理由書　●面接（20分）　●小論文（50分）

年明け（2021年3月）実施なので
一般選抜の結果次第で検討できる！

■ まずは一般選抜にチャレンジする人
■ 多摩大学で学びたいことが明確な人
■ 学ぶ意欲をアピールできる人 Point

1

小論文は事前にテーマが通知される
ので試験前に準備して臨める！

Point
2

ココがポイント！

選考・評定方法

※グローバルスタディーズ学部では面接時に英文音読及び英語質疑を行います。

口頭試問は事前にテーマが通知される
ので試験前に準備して臨める！
※経営情報学部のみ

Point
1

高校での頑張りを学校長が推薦して
くれる！

Point
2

ココがポイント！

こんな人に向いてます！

■ 高校で勉強や課外活動に一生懸命
　 取り組んでいる人
■ 高校生活を自信をもってアピールできる人
■ 附属・系列校に在学中または卒業した人

以下の方法で学力の3要素を多面的・総合的に評価
●調査書　●志望理由書　●面接（10分）
●口頭試問（5分）

選考・評定方法

※グローバルスタディーズ学部では口頭試問の代わりに英文音読及び英語質疑を行います。

ココがポイント！

得意な2科目で受験できる！
※グローバルスタディーズ学部志望の場合は英語必須

Point
1

2学部統一選抜のため、
同一日程における2学部併願が無料！
同時・複数出願で検定料割引！

Point
2

サテライト方式は新宿・横浜・町田・立川・
藤沢・小田原の6会場、Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ期は多摩・
湘南の2キャンパスから試験会場が選べる！

Point
3

こんな人に向いてます！

■ テスト勉強に自信がある人
■ 英語、国語、数学、日本史B、政治・経済のうち
　 2科目以上得意科目がある人
■ 大学入学共通テストを受験予定の人

以下の方法で学力の3要素を多面的・総合的に評価
●調査書
●大学独自の筆記試験（100分）または大学入学共通テストの結果

選考・評定方法
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多摩大学の 　 　　を体験！

PICK U
P !

プログラム
●入学者選抜対策　●大学・学部説明　●個別相談
●模擬授業　●在学生交流　●キャンパスツアー

5/24（日）
13：00～16：00

7/19（日）
11：00～16：00　LUNCH

9/13（日）
13：00～16：00

OPEN CAMPUS

6/21（日）
13：00～16：00

8/ 2（日）
11：00～16：00　LUNCH

10/4（日）
13：00～16：00

7/12（日）
11：00～16：00　LUNCH

8/30（日）
11：00～16：00　LUNCH

11/14（土）・15（日）
13：00～16：00　★学園祭同時開催

LUNCH …無料ランチあり

開催場所：多摩キャンパス［経営情報学部］・湘南キャンパス［グローバルスタディーズ学部］

※新型コロナウィルス感染拡大防止のため、日程・内容（Web公開型など）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。

両キャンパス同時開催！

入退場自由2020

事前予約特典
事前に予約して参加した場合は、
もれなく全員に図書カード等500円分をプレゼント！
（※Webオープンキャンパスの場合は除く）

経営情報学部
（多摩キャンパス）

グローバル
スタディーズ学部
（湘南キャンパス）

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

本
相鉄
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
キキャンパスャンパス

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

湘南湘南
キキャンパスャンパス

多摩多摩 九段九段
ササテライトテライト

品川品川
ササテライトテライト

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

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
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

多摩多摩

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

キキャンパスャンパス
聖ケ丘4丁目

聖ケ丘
1丁目

聖ケ丘
2丁目

■アクセス・所要時間

■多摩キャンパス
経営情報学部

〒206-0022
東京都多摩市聖ヶ丘4-1-1
TEL 042-337-7119
FAX 042-337-7302

◎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

●湘南台
　ゴルフパーク
●六会小学校

●亀井神社

引
地
川

●六会中学校

●
フレッサイン
湘南台

市営地下鉄

小
田
急
江
ノ
島
線

湘南台駅湘南台駅

湘南湘南
キキャンパスャンパス

相鉄線相鉄線

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

六六
会会
日日
大大
前前
駅駅

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 0466-83-7911
FAX 0466-83-7917

◎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

◎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。  

京王相模原線

田
小

急
江
ノ
島
線

市営地下鉄

00分
多摩
00分

※Webオープンキャンパスとして
　開催する場合があります。

品川サテライト

〒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

九段サテライト

〒102-0073
東京都千代田区九段北1-9-17

大学院 インターゼミ（学部・大学院）
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