学 部 長 メッセージ

多様な学びの環境で、将来にいきる力を育てる

make the world go round.

「学理実際」を兼備した人材の養成。本学部は 10 0

「商学専門演習」と、一般的な教養を深める
「総合学際

年もの間この理念を掲げ、学生の主体的な学びの姿勢

演習」のふたつのゼミを同時に履修できる制度で、学生

を促進する仕組みを確立してきました。まず特色として

のより主体的な学びを可能にします。各ゼミではそれぞ

挙げられるのが 1 学科７コース制。大学入学時にテーマ

れの特 長をいかし、企 業の方と交 流したり合宿をした

を絞るのではなく1・2 年次に基礎をしっかりと学んだあ

り、積極的に独自の学習体系を取り入れています。

と、3 年次のコース選択で深く研究したいテーマを決め

1,000 人もの学生がいる中で、少人数の演習がしっか

ることができます。また学問の垣根はなく、選択したコー

りと行われていることも本学部の特色のひとつです。ゼ

ス以外の科目も履修することができます。明治大学で

ミだけでなく、少人数の授業形態はいくつもあるので、

は商学の学問を
「総合的市場科学」と捉えており、マー

授業ごとに異なる集団の中で学び、時には議論を交わし

ケティング、金融、アカウンティング、エコノミクス、マネ

刺激を受けることができます。たくさんの人と出会える

ジメントなど幅広い分野の学問を学ぶことができるので

学部であると同時に、とても濃い学びができるのです。

す。このような環境の中で、自分に必要な学問を選べる
自由度の高いコース制は大きな魅力といえるでしょう。

みなさんは大学で何がしたいですか。自分がしたい
ことと明治大学商学部でできることを、まずはよく知っ

また学生の主体性を尊重する本学部では、さまざま

てください。そしてここにいる学生が何を考え、どうい

な場面でアクティブラーニングを心がけています。1 年

う風に学んでいるのか関心をもってください。漠然と商

次の春学期から実際の企業の課題に取り組むことがで

学 部に入りたいと考えている人、資格 取 得といった具

きる
「フューチャースキル講座」、地域や企業と連携し、

体 的な目標をもっている人など志望 動 機はさまざまだ

社会を学べる
「特別テーマ実践科目」といった授業が代

と思います。目的を達成した後にやることがないという

表として挙げられます。2 年次からはじまるゼミでも、幅

ことにならないように、本学部にある多様な教 育プロ

広い教養を備えた人材を育成するため
「ダブル・コア」

グラムをしっかりと理 解して、存分に活用してもらいた

を取り入れています。これは商学の専門知識を学べる

いと思います。

商学部長

出見世 信之（でみせ のぶゆき）
1987年明治大学商学部卒業、89年明治
大学商学研究 科修 士課程
（ 商学）修了。
博士（ 商学）
。亜細亜大学短期大学助教
授、埼 玉 大 学 経 済 学 部 助 教 授 を 経 て
2001年に明 治 大 学 商 学 部 助 教 授に 就
任。2003 年より商学部教授。研究テーマ
は
「 企業倫理・CSRおよび企業統治に関
する国際 比較研究」。主な著書に
『 企業
統治問題の経営学的研究 』『 企業倫理
入門』『日本の企業倫理』（共著）など。

動画と記事で学部を知る
「Step into Meiji University」
も
ぜひご覧ください
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※登場する人物の在籍年次や役職等は、取材時点のものです。
2021年以前撮影の写真も掲載しています。
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商学部概要

商学部で学ぶということ―
「 総合的市場科学 」

少人数教育で広い視野と創造性を養成

明治大学商学部の強み

商学部では、伝統的に少人数教育を重視しています。1 年

ビジネスの
プロフェッショナルを育成する

次の「基礎演習」
「 文章表現」では、レポート作成やディベー
ト、フィールドワークなど、大学での学問研究に不可欠な技術
を身につけることができます。そして、2 年次からは「商学専
門演習」と「総合学際演習」から各 1 演習、2 系統のゼミを履

ビジネスの世界を総合的に研究する

修することが可 能となります。 これからのビジネスパーソン

明治大学商学部は 1904（明治 37）年に日本初の私立大学の商

大学にはビジネス系の学部がいくつかありますが、商学部もそ

は、高度で専門的な知識だけでは十分とはいえません。より

科として誕生し、
「明治の商科」として 1 世紀以上の伝統を誇っ

のひとつです。
「商」
の文字がついているため、商人や商取引など

広い視野をもち、創造性を発揮することが要求される時代に

ています。以来、学制の改革と時代の移り変わりの中で、商学部

を学ぶ学部と考えている方もいるかもしれませんが、商学部では、

なっています。この創造力は、専門性だけではなく、広く深い

は着実に発展・充実してきました。現在、その伝統を継承しつ

ビジネスの世界をさまざまな角度から総合的に研究します。そ

教養によって高めていくことができます。2 系統のゼミで商学

つも、国際化・情報化時代の新たな要請に応えうる実学として

の中には経済、経営、流通、そして金融も含まれてきます。明治

の専門知識と高度な教養を身につけることで、それらが学生の

の「商学」の発展を担い、社会経済環境の急速な変化に主体的に

大学では、このような商学部で学ぶ内容を「総合的市場科学」と

内面で『融合』し、新しい価値観や世界観、総合的な判断力に

対応できる次世代のリーダーの育成を目指しています。

呼んでいます。

つながっていくはずです。

Point

1

自由度の高い7 つのコース制

1・2 年次は基礎・総合教育科目を学び、3 年次より 7 つ
の専門コースから自分の希望のコースを選択。3 年次以
降は自分が選択したコース科目を重点的に履修しますが、
同時にほかのコース科目も履修可能で、それらを単位修
得することもできます。自由度が高く、幅広く学べます。
▶詳細はP.13〜26

■ 商学部の7つのコース
Point

アカウンティングコース

アプライド・
エコノミクスコース

マネジメントコース

経済学の基礎理論や経済活動の歴史を
ふまえて、経済政策や国際経済に関する
応用理論を学び、経済問題に対する分析
能力を養います。

現代企業の経営について、基礎から実践
に至るまでの体系的知識を修得し、企業
経営において中枢的役割を担う人材を
育成します。

▶詳細は P.13

▶詳細は P.21

交換・取引の仕組みを社会経済的視点
と個別企業の視点から扱い、交通の理
論・歴史・政策や商業の役割について
も広く学びます。

▶詳細は P.15

ふたつのゼミを同時に学ぶ
演習教育の「ダブル・コア」

少人数制で学ぶ演習（ゼミナール）
では、商学専門演習に

会計国際化の動向と会計制度変革のダ
イナミズムを理解し、幅広い教養と高い
問題解決能力を有する専門職業人に必
須の会計理論を学びます。

加えて、基礎総合系の総合学際演習を併置し、ふたつの
演習を同時に履修することができます。ふたつの異なる
分野を深く学習することにより、より広い視野で教養のあ

▶詳細は P.23

る『知のふたつのコア』を融合させます。
▶詳細はP.05〜06

クリエイティブ・
ビジネスコース

「学びたい」に応える

マーケティングコース

2

7つのコース

変革期の日本経済に活力を生み出すイ
ノベーションを構想し、実践的に主導で
きる、事業創造力に富んだ人材を育成し
ます。

商学部の各コースは、それぞれの教育目標に応じて基

▶詳細は P.25

幹科目を設定しています。また、応用展開科目では、自

Point

3

地域や企業と連携した
「自主・自立型実践教育」

社会貢献ができる能動的な人材の育成プログラム、地域・
産学連携による「自主・自立型実践教育」
では、実社会に
見られる課題について、分析・改善案の企画・報告といっ

由に履修できる選択科目も開設し、その中には
「 特別
テーマ実践科目」
「 特別テーマ研究科目」
「 特別テー

た一連のプロセスを経験。さまざまな地域や企業との連

マ海外研修科目」があります。
「 特別テーマ実践科目」

携をベースに、学生主導の社会連携活動を展開します。

は、社会連携活動を通して社会から見え、社会が見え

▶詳細はP.07〜08

る学生の育成を目指しています。
「 特別テーマ研究科
目」は、商学に関する最先端の研究を学生に紹介しま

POINT

す。
「 特別テーマ海外研修科目」では海外協定校など
で専門分野にかかわる事柄を学ぶことができます。

ファイナンス＆
インシュアランスコース
銀行・保険・証券のシステムを学び、金
融の世界において将来、スペシャリスト
として活躍するための基礎力を養います。

▶詳細は P.17

03
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経済学、経営学、商学の違いとは？

グローバル・
ビジネスコース
世界と日本との貿易・経済関係や、そこ
での企業活動について学び、貿易実務や
国際経営活動の実践的能力の養成を目
指します。

▶詳細は P.19

経済学が、経済現象を理論的に解明することを目的とするのに
対し、経営学や商学は、経済活動、社会的・制度的現象の学際
的な分析を目的としています。また、経営学と商学の相違点は、
経営学が企業、行政組織、NPO・NGO などさまざまな組織の運
営や管理について学ぶことを目的とするのに対し、商学は流通、
交通、貿易、金融、保険、会計など、経済的事業体による商業行

Point

4

実践的な語学力を養成する
多言語4年間一貫教育

4 年間にわたる段階的なカリキュラムにより、教養に裏打
ちされた実践的な語学力を養成。TOEIC® の一斉受験や
海外留学支援、3・4 年次の「発展外国語」開講など、語
学教育に注力しています。
▶詳細はP.29〜30

為の実際とその理論について学ぶことを目的としています。
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商学部の特色

個を育てる商学部の学び①

（履修例）
分野の異なるふたつのゼミで同時に学ぶ「ダブル・コア」

Seminar Report

幅広い、深い教養を備えた職業人を育成
ふたつのゼミを同時履修できる「ダブル・コア」

商学専門演習「交通・観光と場所の文化」

藤井 秀登

MESSAGE

教授

世界の出来事は、大別すると、自然、社会、および精神が織りなす関係性から
成り立っています。これらを秩序立って理解できるように、明治大学商学部で

ダブル・コア

はダブル・コアがカリキュラム化されています。このカリキュラム修了後には、

明治大学商学部では、2 年次から演習教育（ゼミナール）がスタート。
商学の専門知識を学ぶ「商学専門演習」と、
深い教養を学ぶ「総合学際演習」のふたつのゼミを同時に履修できます。

世界の出来事を二重の視点から、筋道立てて把握できるようになるはずです。
異なる視点をもつ他者との対話がその鍵です。対話によって自己の世界が広が
り、将来の仕事への展望も開けるでしょう。
PROFILE
民間企業の営業職などを経て、明治大学大学院商学研究科で博士号を取得。研究テーマは、
交通と観光の場所文化。著書に
『 現代の観光事業論』
（ 税務経理協会、2014 年）、
『 現代交通
論の系譜と構造』
（税務経理協会、2012年）など。

商学専門演習
「交通・観光と場所の文化」
場所に固有の文化をいかした
交通と観光の未来像を探る

総合学際演習「映画研究」

藤井秀登ゼミでは、場所の文化という視点から、交通の観光資源

MESSAGE

化を研究しています。観光資源としての交通には、場所に固有の文
化を反映した景観と、その景観に映える交通の配置が必要です。た
とえば、機能的な建造物である空港と合致した航空機は、それらの

「小田原宿なりわい交流館」
（小田原文化の発信地）の入り口にて、小田原かまぼこ通り
活性化協議会メンバー
（前列右端）と一緒のゼミ生代表

斬新なシルエットが観光資源になります。また、時代の文化を映し

年間の映画研究を通じて鍛えた洞察力はとても役立っています」と言ってくれま

場所に固有の文化をもつ街並み景観と、その景観を徒歩で巡るため

す。皆さんも商学部で、映画好きの仲間と映画学の勉強をしてみませんか。

の空間思想が求められます。ゼミでは、特に景観と徒歩の融合が生

PROFILE

み出す小田原の観光資源を、小田原かまぼこ通り活性化協議会と連

明治大学大学院文学研究科（ 独文学専攻）博士後期課程退学。ミュンヘン大学留学。専門は
ドイツ文学。小説、映画、ラジオドラマ、絵画などのジャンルを研究。担当科目はドイツ語。

携しながら模索しています。かまぼこ通りの文化をいかした、散策
に適したまちづくりに向けてゼミ生がアイデアを協議会に提案し、イ

安部 颯

千葉県立
成田国際高等学校卒業
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する知識）」を習得したあと、欧米で制作された映画の研究に取り組みます。テー

ゼミの卒業生は、
「どんな仕事でも
〈人間力が要〉だということを痛感しています。3

さらに徒歩も交通に含まれます。徒歩で観光地を散策する場合、

マーケティングコース
3年

私のゼミでは
「シネマ・リテラシー
（映画を理解するために必要な映画技法に関

に分析し、何がどのように描かれているのかを探ります。社会人として活躍している

特徴をもつために観光資源となっています。

STUDENT VOICE

教授

マや構造、カメラワークやサウンドなど、様々な人間が描かれている作品を多角的

出した駅舎や沿線の車窓景観と調和した鉄道は、路線別に視覚的な

ベントの開催時などで検証しています。

渡辺 徳美

ゼミの様子（コロナ禍のため、通常とは異なる教室を使用）

2 系統のゼミに取り組むことで、

幅広い教養と多角的な視野が身につきました
私は 2 つのゼミに取り組んでいます。ひと

の興味がある分野のゼミと、2 つのゼミを学

つは、マーケティングコースのゼミで、観光・

ぶことで、幅広い教養や物事を多角的に捉

交通の分野に社会経済学的視点からアプ

える視野を身につけられていることを実感し

ローチしています。英語も駆使しながら専門

ています。ディスカッションや発表の経験を

書や新聞記事を読み解き、その内容につい

積む中では、自分の意 見を上手く伝える力

てディスカッションなどを行い、知見を深め

や、ゼミ生や先 生との対 話の中でコミュニ

る学びです。もうひとつは、映画を研究する

ケーション能力も養われました。この成長

ゼミです。映像表現の技法や制作の意図な

を、これからの就職活動や社会に出てから

どを研究し、論文としてまとめることに取り組

の企画立案や課題を発見する力につなげた

んでいます。商学の専門分野のゼミ、自分

いと思います。

TOPICS

商学部ゼミナール協議会

商学部生の有志でつくる大学公認の学
生団体。学部のゼミナール間やゼミ生
同士の交流を促し、学部全体の活性化
を図ることを目的として、イベントの企

誰もが強みをいかして輝ける環境をつくる
商学部のゼミナール活動の活性化を目標に、
ゼミ対抗クイズ大会や1年生のゼミ選びをサポー

することで、風通しが良く士気の高い組織になり

画・広報・運営を中心に活動しています。

ます。相手の立場に立って物事を考え、誰もが

トするイベントの企画・運営を行っています。

活動しやすい環境をつくる力は将来も役に立つ

活動では、メンバーが意見を発信しやすい環境に

と確信しています。

なっているか、それぞれの強みを最大限にいかせ
ているかを意識できるようになりました。自ら積
極的に発言することや、適材適所で仕事を分担

マーケティングコース 3年

松澤 里奈 茨城県私立土浦日本大学高等学校卒業

MEIJI UNIVERSITY

06

商学部の特色

個を育てる商学部の学び②

Class Report

多様な価値観に触れる実践的な学びの中で

STUDENT VOICE

協調性と自主性が身につきました

地域・産学連携による
「自主・自立型実践教 育 」
特別テーマ実践科目

大学では、
「人から学ぶ」というこれまでの受け身の姿勢ではなく、自ら積極的に試
行を重ね発見する能動的な姿勢が求められます。明治大学商学部は実践的でハイ
レベルな講義を通し、能動的で即戦力となる人材を育成します。

マーケティングコース
2年

山岸 貴来乃

埼玉県立
川越女子高等学校卒業

明治大学近隣の商店街の活性化や大学と

点を持った人と交流することで、世の中に多

地域の交流を促進することを目的として、商

様なものの見方や意見があることを知り、協

店街のさまざまな店舗の商品を代行販売しま

調することの重要性を学びました。また、高

した。授業では、発注する商品の量を前日の

校までの一方的に知識が与えられる環境では

売り上げや天候などを考慮して学生で決めま

なく、大学では自ら行動を起こし、学び取る姿

す。活動の中で、他人の意見を取り入れて行

勢が大切ということも知りました。より自主

動する協調性と、自ら動く自主性が身につい

的かつ実践的にマーケティングについて学ぶ

たと感じます。大学には、さまざまな考えや

ことができ、将来にも役立つ力の身につく授

価値観の人がいます。私は、自分と異なる視

業です。

店舗経営に必要な営業力、会計知識、企画力などを多角的に短期間

地域商店街との
相互コミュニケーションの促進

で養うため容易な道のりではありませんが、その分やりがいのあるプ
ログラムです。
入念な下準備ののち、店舗運営班は和泉キャンパス内での屋台の出

店舗経営の基礎を主体的に学び
地域の活性化を目指す

店を行います。店舗のレイアウトや会計、販売方法の精査と課題は山
積み。一つひとつ、失敗を繰り返し、過去の先輩方に学びながら良い
店舗とは何なのかを試行錯誤します。最初は声を出して売ることすら

本講義では、地元商店街と明大生との相互コミュニケーションの促

できなかった学生たちも、段々とコツを掴み、自分たちで創意工夫を

進を目的とし、実際の店舗経営の基礎を学び、実践します。具体的な

凝らしてオリジナルの店舗をつくっていくのです。たとえば、忙しく

学習内容は「和泉キャンパスでの出張店舗運営」と「学内情報誌の作

てお昼時に買い物に来られない職員の方にも商品を売るために考えた

成」です。

のは、デリバリー・予約表システム。色々なアイデアを考えるのが好

明大前駅近くの商店街は、かつては明大生があふれる賑やかな場

きな学生には最適な講義だといえます。冊子作成班は構成やレイア

所でしたが、現在は店舗のあった場所にマンションが増え、学生との

ウトを一から思考し、キャンパスで配布する店舗のクーポンマガジン

つながりが希薄になっています。その状況を改善するべく始まった

を作成します。店舗への取材や印刷会社との交渉など、社会人になっ

のが本講義で、受講生は店舗運営と冊子作成、2 つの班に分かれ明

ても役立つコミュニケーション能力が大いに養われます。たくさんの

大前駅の飲食店を明大生や職員の方々に利用してもらう方法を模索

方々と会話を重ねることで、自らの知見も飛躍的に広がるでしょう。

販売中の様子

商品をPRする看板

■ 2022 年度特別テーマ実践科目一覧

■ 2022 年度特別テーマ研究科目一覧

すべての学年で履修が可能です。
外部の専門家などが実践的な学びをバックアップします。

専任教員を中心とした研究グループが行っている大学院レベルの
研究成果を、学部生にわかりやすく解説する科目です。

します。その際に用いるのがマーケティングの基本、Product（製品・

どちらの班になっても必ず求められるのが主体的に考える姿勢。高

商品）、Price（価格）、Promotion（プロモーション）、Place（流通）、

校生のみなさんには、人に教わるという受動的な段階から、自分で考え

いわゆる 4P の手法です。闇雲に商品を売るのではなく、事前に商店

て動くという能動的な段階にステップアップを目指していただきたい

地域における新規事業提案・基礎編

街の店舗に赴き調査を行うことで、本当に売れる方法を考えます。

と思います。ぜひ本講義に挑戦して、自分の力を試してみてください。

大災害時代の復興未来学

SDGs調理科学

社会が求める科学技術イノベーション
地域商店街との相互コミュニケーションの促進
フィールドワーク調査法

MESSAGE

若林 幸男

変革するビジネス

教授

大学生と地元の方が疎遠になってきた状況の中、かつてのように仲良しの隣人

ニューノーマル下のビジネス

グローバルビジネス （Global Business）

域商店街との相互コミュニケーションの促進」
は、こうした問いに対して、学生が

広報活動によるブランディングと取材の基本

キャンパスの中で販売することや、地元商店街の色々なお店の情報を情報誌とし
て印刷、配布しています。マーケティングを楽しんで、実践していきましょう。

コンサルティング実践（課題抽出フェーズ、戦略立案フェーズ）
データで読み解く
「よい企業」
オンライン国際交流講座

PROFILE
明治大学大学院商学研究科修了。明治大学商学部助教授を経て2005年より同教授。主な研究テーマは、総合
商社における人的資源の構築。著書に『三井物産人事政策史』
（ミネルヴァ書房）、
『学歴と格差の経営史』
（日
本経済評論社）。明大前商店街と明大生の結びつきを強め、隣人として生活をエンジョイする活動を継続中。

School of Commerce

ラテンアメリカ地域概論-歴史的視座から現代を探求する：16世紀-19世紀、19世紀-現代
日本人の心理・行動とSDGs
海外ラグジュアリーブランドの広報活動
科学的リテラシー：放射線編、電磁波編
災害と情報科学：災害を理解する、災害に対峙する
映画を通して考える現代ドイツ
日本企業のクォリティとSDGs
歴史と文化から学ぶスペイン語
＜音＞を通じて自然・社会環境を考える

「ラテンアメリカ異文化国際交流プログラム：アルゼンチンAustral大学とのジョイントクラス」
「ラテンアメリカ・カリブ地域異文化国際交流プログラム」
地域における新規事業提案・応用編

顧客サービスとサプライチェーン全体最適論
資本市場とダイバーシティ―自らのライフキャリアを考える

ファッションにおけるデータ活用
ファッションとテクノロジー

07

コンタクト・ゾーンと物質文化

地方の魅力をどう伝えるか：小鹿野町の地域実践編：Zoomを活用した遠隔地との協働の探求

としての関係に戻すためには、どのようにしたらよいか−。私が展開している「地
考えたさまざまな工夫を「実践する」
科目です。地元商店街のお店の物産を和泉

代行販売のチラシと情報誌

Fundamentals of accounting

MEIJI UNIVERSITY

08

商学部の特色

個を育てる商学部の学び③

Class Report

学生のチャレンジを促す3つの科目・プログラム
総合講座 A（フューチャースキル講座）

「フューチャースキル講座」は、1 年の春学期において、企業からの課題
にチャレンジし、その後、積極的に学習することを促す科目です。

CLASP

明治大学商学部独自の
外国語アドヴァンスメント・プログラム！

CLASP（Commerce Language Advancement Studies

を英語で学ぶための基礎を固めると同時に、海外の多様な文化・

Program）
は、グローバル社会で活躍することのできる豊かな学識

社会への理解を深め、将来の長期海外留学にも役立つ外国語能

と、高い外国語能力を備えた、行動力あるビジネス・パーソンを

力を養うことを目的にしています。

育てるための外国語重点プログラムです。ビジネスの専門科目

（1 ）
〜
（3 ）の科目・プログラムから必要単位をすべて修得すると２年次の終わりに修了証書を授与します。

1年次
図書館に通いデータの収集をしたり、チームで解決策を出し合い、とき

大学での学びのモチベーション・
原動力になる講座！！

には熱い議論を戦わせます。テーマの解決のために必要だと思うこと
を、自らが能動的に考え、自らが主体的に行動し、自分たちで解決策を

「スマホアプリの新機能・サービスを開発してください」というテー

アウトプットする講座です。

マが企業から出されたら、どのような案をみなさんは考えますか？ 実

そして、その解決策に対してさまざまな質問が企業の方々から投げか

はこの講座で過去に出されたテーマです。このように企業から出され

けられます。この質疑応答を通じて、自分たちの解決策に何が足りない

たテーマに対し、チームごとに自分たちで解決策を立案し、企業の方々

のかを指摘され、気付くのです。商品を販売したり、サービスを提供した

にそれらを提案するのが「フューチャースキル講座」です。さながら企

りするには、消費者心理の把握や市場調査の必要性、自社の製品開発力

業の企画会議のようなビジネス体験をし、このような経験を通じて実

や事業戦略の強み・弱みの分析など、多面的な領域から考察する必要性

2年次

（1 ）

上級英語（必修科目）

6単位以上

（2 ）

和泉キャンパス開講の英語による講義科目

2単位以上

（3 ）

①

商学部開講「特別テーマ海外研修科目」
（和泉開講）

②

学部間共通外国語

③

グローバル人材育成プログラム

集中講座（夏期・春期）

左記の中から
1つ以上に参加し、
修了証または
修得単位を提示

修了証書
を授与

があります。そしてその必要性が「今の自分たちに足りないもの」＝

践的な学習をします。
したがって、座学ではありません。先生が一方的に理論を解説し知

「これから学んでいくべき要素」
、つまり、
「これから何を学べばよいのか？」

識をインプットする講座ではありません。テーマの解決のために、自

それを知る転機になり、これから始まる大学生活の学びのモチベーション・

分たちでアンケート調査やヒアリングなどフィールドワークをしたり、

原動力になります。これが「フューチャースキル講座」の狙いです。

初習外国語の《プラスワン》

もっと初習外国語学習に力を注ぎたい学生のために

国際語としての英語の重要性は言うまでもありませんが、大学でもうひとつ外 《 プ ラスワン》の 履 修 モ デル

国語を習得すると、皆さんの目に映る世界と将来の可能性はさらに大きく広がり

ます。商学部は、初習外国語の学習意欲が高い学生のために、2010年度から
《プ
MESSAGE

久保 隆光

専任講師

「フューチャースキル講座」
は、ビジネス課題に実際にチャレンジする講座です。グループワー
クによってビジネス課題の解決策を企業に提案し、評価を企業から受ける課題解決型の学習ス
タイルです。また、自ら能動的に考え、行動し、体験したことから学ぶというアクティブラーニン
グでもあります。この講座を通じて自分のフィールドや視野を広げてみませんか？ そして、みな

1年次春学期

必修の初級2科目において初習外国語の学習スタート

1年次秋学期

必修の初級2科目＋選択科目「初級プラスワン」

2年次春学期

必修の中級2科目＋選択科目「中級プラスワン」

2年次秋学期

必修の中級2科目＋選択科目「中級プラスワン」

ラスワン》
を設置しています。留学したい、国際的な仕事をしたい、専門の学業
や大学院進学に必要、外国語を使って旅行をしたい、各人の目的は違っても、約
15名のクラスに集う仲間たちと3学期にわたって楽しく学ぶことができます。異
文化にも触れる実践的な授業は意義深い時間となるに違いありません。

［ プ ラスワン の 外 国 語 科 目 ］

さんはどのような解決策を提案しますか？ みなさんならではの解決策をぜひ教えてください！
ドイツ語

PROFILE

フランス語

中国語

韓国語

スペイン語

明治大学商学部卒業。明治大学大学院商学研究科博士後期課程修了
（博士・商学）。
担当講座：労使関係論など。

MESSAGE

STUDENT VOICE

1年

小松 文

東京都立
立川国際高等学校卒業
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School of Commerce

答えのない課題に一から取り組み

物事を順序だてて考え、伝えられるようになりました

三田 剛史

准教授

ようこそ明治大学商学部へ。時に及んでまさに勉励すべし。大いに楽しく
世界を拡げてくれ。せっかくなので一緒に漢字の森に分け入ってくれると嬉し
い。違う自分になれるかも知れない。漢字で表現される情報を捉え、日本、中
国、アジアの来し方行く末を考え、日本語と異なる音で相手が何を言っている

この講座では、企業の課題に対して、グ

長 期 的な目線で地 域を活 性 化させるため

のかよく聴き、相手の言葉で自分の思いを伝えてみよう。受験生諸君、伝える

ループで解決策を考えます。私たちの班で

には、実現可能性も重視して考える必要が

べき何かを持っているか？ 学問はおもろいで。

は、乗降者数が少ない駅を活性化するとい

あり、想像以 上の難しさを感じました。答

う鉄 道 会 社の課 題に取り組みました。 現

えのない課 題に、意見を出し合い、協力し

PROFILE

状分析をして課題の原因を発見することか

て取り組むことで、論理的な思考力や相手

ら始まり、地域住民のニーズと企業が提供

に納得してもらえる話し方が身についたと思

できるものを考えて合 致する案を探します。

います。

大阪出身の日本人。担当科目は中国語、研究領域は経済思想史。中国語学習の秘訣、中国人に
なりきるに如くはなし。北京留学中は、中華料理だけを食べ、中国語を聴き話し歌い、中国の服
を着て、中国の学生と一緒に勉強した。留学開始から3ヶ月後のある日、授業が終わって寄宿舎
に帰ると警備員に呼び止められた。
「同志、ここは留学生寮ですよ！」

MEIJI UNIVERSITY
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カリキュラムの 特 長

商学部の 4 年間で学べること

［ カリキュラム 体 系 図 ］

商学部では、1・2年次の学習を基に、3年次より多彩なコースから自分の興味に合ったコースを選択できます。
商学の専門知識と深い教養とを兼ね備えることで、商学の最先端分野の理論的・実証的研究の成果の修得を目指しています。

1 年次
基礎教育科目

また、伝統的にゼミナール教育（演習）を重視しており、4年間一貫して少人数教育を行っています。
総合教育科目

［ 4 年間の学びの流れ ］
1 ・2 年 次（和 泉キャンパス）

基礎演習

アプライド・エコノミクスコース

文章表現
総合教育科目

論文作成
（奨学論文、卒業論文）
資格試験等

商業総論

統計学 など

地域と社会

法学A・B、アジア史A・B、地理学A・B、社会学A・B、社会思想史A・B

日本思想史A・B、政治学A・B、人類学A・B

人間と自然

哲学A・B、自然科学概論A・B、生命科学A・B、線型数学A・B、解析数学A・B、化学A・B、言語学A・B、論理学A・B、心理学A・B

物理学A・B、環境科学A・B

外国人留学生のための科目

日本事情A・B・C・D・E・F
総合学際演習

必修

口語英語、 英語講読、 基礎英語、 上級英語

選択
必修

実習

発展英語
ドイツ語、 フランス語、 中国語、 韓国語、 スペイン語、 ロシア語、
日本語〈留学生のみ選択可〉
初級ドイツ語プラスワン、
初級フランス語プラスワン、
初級中国語プラスワン、初級韓国語プラスワン、
初級スペイン語プラスワン

講義

中級ドイツ語プラスワン、
中級フランス語プラスワン、
中級中国語プラスワン、中級韓国語プラスワン、
中級スペイン語プラスワン

上級ドイツ語、上級フランス語、上級中国語、上級韓国語、
上級スペイン語、発展ドイツ語、発展フランス語、
発展中国語、発展韓国語、発展スペイン語

選択スポーツ実習

体育・スポーツ実習A・B

選択集中スポーツ実習

スポーツとグローバリゼーション、スポーツと健康
簿記学A・B

基本科目

アカウンティングコース

経営学総論 会計学総論

保健体育科目

ゼミナールでの研究

マネジメントコース

専門の基礎

外国文学（西洋）A・B、外国文学（東洋）A・B、芸術（音楽）A・B、芸術（美術）A・B

選択

グローバル・ビジネスコース

情報関係科目

基礎演習、 文章表現、 経済学A・B

初習外国語

ファイナンス&インシュアランスコース

保健体育科目

4 年次

日本文化史A・B、西洋文化史A・B、日本語表現論A・B、日本近代文学A・B、日本古典文学A・B、宗教学A・B

既習外国語

マーケティングコース

外国語科目

経済学

専門分野の知識を深める

3 年次

印は選択必修科目

文化と芸術

外国語科目

自分の興味に合ったコースを選択

2 年次

総合学際演習

3・4 年 次（ 駿 河台キャンパス）

基礎能力を総合的に養う

印は必修科目

ミクロ経済学、マクロ経済学、理論経済学A・B、経済史A・B、商業総論A・B、経営学総論A・B、
会計学総論A・B、統計学A・B、金融総論A・B、貿易総論A・B

基幹科目

クリエイティブ・ビジネスコース

科 目 詳 細 は 各 コ ース ペ ージ を 参 照 してくだ さ い

商学専門演習

商学専門演習
総合講座（商学入門）
、Essentials of Commerce A・B

応用展開科目

商 学 部 の 学 び の ポ イント

総合講座A・B、総合講座（商学研究入門）
、会計特殊講義A・B

1

Point

2

3

単位の修得方法について

（シラバス・時間割）
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（登録前にチェック）

ICTエレメンタリー、ICTベーシックⅠ・Ⅱ、ICT 統計解析Ⅰ・Ⅱ、ICTデータベースⅠ・Ⅱ、
ICTメディア編集Ⅰ・Ⅱ、ICTアプリ開発Ⅰ・Ⅱ、ICTコンテンツデザインⅠ・Ⅱ、ICT 総合実践Ⅰ・Ⅱ

※カリキュラムは一部変更となる場合があります。

教育課程の弾力的な運用を推進し、学生の学習効果を高めるため導入していま

ICTベーシックⅠ（半期2単位）
ICTベーシックⅡ（半期2単位）

受講

民法A・B、商法A・B、労働法A・B

れを積み重ねて 134 単位以上修得すると卒業資格が与えられます。

半期履修制度

資料参照

その他

単位数が決められており、それを勘案しながら科目を修得していく制度です。こ

（セメスター制）について

パターン1

Point

大学においては、単位制が採用されています。単位制とは、科目の一つひとつの

単位制について

履修登録

す。具体的には、授業科目を半期で完結させ、試験、成績評価、成績発表を半期
ごとに行う制度です。
理論経済学A（半期2単位）
理論経済学B（半期2単位）

パターン2

各科目の単位を修得するためには、学生本人が学期のはじめに履修計画を立て履
修登録を行い、その科目の授業に出席します。さらに成績評価のため行われる試
験等に合格することが条件となります。

個人別時間割で
履修登録を確認

講義

総合講座C・D、貿易特殊講義、Applied Commerce A・B

特別テーマ実践科目A・B・C・D、特別テーマ研究科目A・B・C・D・E・F、特別テーマ海外研修科目A・B・C・D、地域活性化システム論A・B
憲法A・B

Point

ジョブ・インターンシップ

試験

成績

■ Q&A

中学や高校で社会科の
科目にあまり興味が
もてなかったのですが、
Q
商学部で学ぶことは
社会科と似た
内容なのでしょうか？
Answer

もちろん内容は重なる部分が多

1 学年に1,000人もの

学生がいると
聞いていますが、
Q
先生との
コミュニケーションの
機会はあるのでしょうか？
Answer

1 年次から 4 年次まで、高校のク

商学部を卒業しても
普通の会社に
就職するだけという
Q
印象があるのですが、
卒業生の方はどのような
活躍をされていますか？
Answer

実際に、商学部の卒業生が活躍

いのですが、
「社会科科目＝暗記」という受験

ラスよりも小さい少人数の演習が用意されて

している業種でもっとも多いのは、金融業や

勉強の固定観念は捨ててください。商学部で

います。さらに、
「ダブル・コア」プログラム

保険業で、それに次いで製造業です。民間企

はビジネス活動のあらゆる局面から、経済活

により、ふたつの演習を同時に履修すること

業に勤める場合でもさまざまな業種や職種が

動を詳細に分析し、自ら問題を見つけること

ができるため、ふたりの先生からじっくり学ぶ

ありますが、さらに公認会計士のような専門

が重要になってきます。その問題の解決方法

ことが可能です。また、授業時間以外に担当

職、コンピュータ SE、公務員、企業経営者、

を考え、解き明かしていくことが大学での勉

教員が学生の質問に答える「オフィスアワー

教員、大学院への進学、留学など、卒業後に

強の中心となります。

制度」
もあります。

は多くの選択肢があります。

MEIJI UNIVERSITY
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コース
紹 介

アプライド・エコノミクスコース

経 済 は 生き物 。上 手 に 付き合 おう !

Applied
Economics Course

STUDENT VOICE

お金の循環や貿易など

Q 明治大学商学部を選んだ理由は？

商業活動の仕組みを

広い視点から学べます

Answer

商学や政治経済、法学など社会科学系の勉強をしたいと考え

ており、自分が勉強したいことが学べる明治大学の商学部を選びました。
アプライド・エコノミクスコースを選んだのは、授業でも所属しているゼ
ミの研究内容に近いことを学びたいと考えたからです。

Q 印象に残っている授業は？

アプライド・エコノミクスコース
3年

清野 知里

Answer

「公共経済学」です。この授業では政府の経済活動における

税金や社会保障の仕組みについて学ぶことができます。自分が所属してい

宮城県仙台第一高等学校卒業

このコースでは、経済学の理論的な部分を体系立てて理解しま
す。財政の仕組みなどといった社会におけるお金の循環の仕方

る「日本」という社会の中で税金や社会保障の果たす役割を、グラフなどを
用いて研究できた点が非常に印象的でした。

や、国家間の貿易におけるモノとお金のやり取りの仕組み、為替
の仕組みなどを専門的に学習。広い視野をもち、さまざまな経済
問題の課題を解決できる力を身につけます。

日常生活と密接な関係をもつ経済活動は、市場経済を通じて

よる経済・通貨危機の発生、環境問題の深刻化といった世界規

行われます。現在我々は、お金を払えば、市場における取引を通

模の経済問題にも直面しています。これらの問題の解決能力を

じて、世界中のさまざまなものを手に入れることができます。こ

有する人材を育成していくことがこのコースの役割です。

れは我々の社会で市場経済が機能しているおかげです。

目標は、この経済学の体系的な学習を通して、将来、経済活動の

国家公務員・
地方公務員

官庁エコノミスト、
シンクタンク

大学院進学・
研究者

担い手になるために必要な能力を備えた人材を養成することにあ
ります。
現在我々は、財政赤字の拡大、人口高齢化や少子化の進行と

データ
サイエンティスト

いった国内問題を抱える一方で、グローバリゼーションの進展に

1

3

現実の経済問題とその解決策を理論的、歴史的な視点で考察す
る学問です。アプライド・エコノミクス（応用経済学）コースの

月

2

目 指 す 将 来 イメ ー ジ

経済学は、市場経済の仕組みに対する的確な理解に基づいて、

［ 私の時間割（ 3 年次）］

金融業、
マスコミ、
総合商社などの
民間企業

4

外国専門書講読
外国専門書講読

商学専門演習
商学専門演習
メディアとリテラシー
メディアとリテラシー

水野 勝之 教授
計量経済学

経済変動モデルの実証分析

山田 知明 教授
経済政策論

経済格差の
動学的一般均衡分析

千田 亮吉 教授
日本経済論

経済モデルによる政策評価

海老名 剛 准教授
産業組織論

企業行動と競争政策

高浜 光信 教授
国際経済学

通貨同盟、通貨協力に関する
経済分析

小林 弦矢 准教授
統計学

応用ベイズ統計学

熊澤 喜章 教授
中小企業論

中小企業の
国際比較・歴史研究

畑農 鋭矢 教授
公共経済学・財政学

脱落、サンプルセレクション、
欠測のデータ分析

井上 達樹 専任講師

基幹科目
▪ 経済政策論A・B
▪ 公共経済学
▪ 財政学
▪ 中小企業論A・B
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▪ 産業組織論A・B
▪ 地域経済論A・B
▪ 国際経済学A・B
▪ 日本経済論A・B

▪ 環境経済学A・B
▪ 計量経済学A・B
▪ 金融論A・B
▪ 国際金融論A・B

▪ 貿易論A・B
▪ 世界経済論A・B
▪ 日本経営史A・B
▪ 労使関係論A・B

▪ 公益事業論A・B
▪ 経営情報システム論A・B
▪ 企業と環境問題
▪ 中国政治経済論

▪ 東南アジア政治経済論
▪ 産業立地論
▪ 経済予測入門A・B
▪ 外国専門書講読



環境経済学A



日本経済論A



商品学B

日本経済論B

環境経済学B





総合学際演習 公共経済学
総合学際演習









6







金

国際経済学A
国際経済学B


財政学

欧州地域市場論

産業組織論B



産業心理学B

貿易論B

市場調査論A
市場調査論B


土


Answer

商学科では、心理学的な要素や統計学的なデータを用いた

マーケティングについて学ぶことができます。そのため、世の中の商業活
動がどのように行われているのかという現象に対する知見がぐんと広がっ
たように感じています。





Q 将来の目標は？



Answer









将来、社会に出て就職した際に、大学で学んだマーケティン

グや経済に関する部分を活かしていきたいと思っています。また、政治経
済や社会に対して自分なりに考察することで、今後の日本社会を生き抜く
糧とすることができればよいと考えています。

注目授業

国際経済学の理論と応用

自力で政策評価を行う

国際経済学
A・B

経済政策論
A・B

教授

近代日本における人的資本と
経済発展



木



高浜 光信

経済史



水

5

PICK UP

専任教員氏名および研究テーマ

火

科目名の上段は春学期・下段は秋学期

Q 商学科で成長したことは？

国際経済学にはモノを扱う側面
とカネを扱う側面のふたつが存在し
ています。 モノを扱う側 面は国 際
貿 易 論とよばれ、なぜ貿 易が行わ
れ、貿易を行うとどのような意味で

山田 知明
教授

経 済学を学ぶ理 由のひとつとし
て、昔の有名な経済学者は「経済学
者に騙されないため」と答えました。
テレビや新聞、ネットで経済問題や
その対応策としての経済政策に関す

幸福に（なるとは限りませんが）な

る議論を見ていると、賢そうな人た

るのかの考察が中心です。カネを扱

ちが互いに矛盾していることを話し

う側面は国際金融論とよばれ、こち

ていたりします。どちらが正しいの

らでは各国に別々のカネが存在する

でしょうか？経済政策論はその答え

ことで生じる色々な摩擦を考察する

を自 分の頭で導き出すための分 析

ことが目的です。

ツールを身につけるための授業です。

MEIJI UNIVERSITY
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コース
紹 介

マーケティングコース

取 引を 促 進させる手 法 を 学 問 する

Marketing
Course

STUDENT VOICE

商品やサービスが

Q 明治大学商学部を選んだ理由は？

消費者に届くまでを知る

実生活に近い学びが魅力

Answer

商学部には自コースの専門ゼミと教養ゼミの 2 つに入れるダ

ブル・コア制度があります。専門ゼミで授業内容をより深く学べるうえ、
教養ゼミで社会人になってからも役立つ知識を身につけることができるこ
の制度の存在が、商学部を選ぶ決め手になりました。

Q 印象に残っている授業は？

マーケティングコース
3年

髙椋 陽太郎

Answer

福岡県
私立東福岡学園東福岡高等学校卒業

「商品学」です。手に取れる商品、サービスなど性質の異なる

商品に分けて授業が展開されます。企業の商品開発・管理などを考える

このコースでは、身の回りで日々行われている商取引について
学びます。商品やサービスが調達された後、製造・生産を経て物流

なかで商品戦略を理解できるようになり、面白くなります。身近で、日々
の実体験に基づく学問であるため意欲的に学べました。

によって運ばれ、消費者に届くまでの過程を
「 なぜ」
「 どのように」
という視点から探るところに面白さを感じました。ゼミでは、地球
規模でのモノの流れ・より良い物流を考えています。

商学は取引に関する学問です。そのなかでマーケティングは、

化する国際間・地域間におけるモノやヒトの移動のあり方につ

顧客の欲求を満足させるために、製品、価格、流通、広告などの

いて、理論とケーススタディ、現状分析と歴史分析を通じて知

観点から事業を捉えていきます。今日、情報技術の発達やグロー

見を広めていきます。

月

1

バリゼーションの進展によって、製品やサービスと顧客は、国や
目 指 す 将 来 イメ ー ジ

地域を越えて移動しています。製品やサービスの取引をみると、

［ 私の時間割（ 3 年次）］

2

売る側における広告表現や取引条件、買う側における消費行動

3

や購入・決済方法は多様化しています。マーケティング研究で
は、こうした製品やサービスの取引をより促進させるための考え

企業の
マーケティング
企画担当者

方を理論とケーススタディの両面から学習します。また、国や地
域の社会経済や商工業に影響を及ぼす取引には、モノやヒトの

さまざまな組織での
広告、イベントなどの
立案者

製造企業の
新製品
開発スタッフ

場所的移動という交通が必須となります。そこで時代ごとに変

4

外国専門書講読
外国専門書講読

世界経済論B
商学専門演習
商学専門演習
ビジネス英語A


火




マーケティング管理論

デジタル経済における
ビジネスモデルの革新

菊池 一夫 教授
商業経営論

商業経営論の再構築

恩田 睦 准教授
都市・地域交通論

都市・地域交通論、交通史、鉄道史

髙橋 昭夫 教授
商品学

インターナル・マーケティング

竹村 正明 教授
商業総論

お金儲けは、なぜむずかしいか

加藤 拓巳 専任講師
マーケティング管理論
商品の価値づくりと
ブランドマネジメント

小川 智由 教授
物的流通論

ロジスティクスとマーケティングの
戦略展開

原 頼利 教授
流通システム論

流通における組織間関係に
関する研究

若林 幸男 教授
流通史

マーケティング史

福田 康典 教授
市場調査論

市場における情報の生成と伝播

藤井 秀登 教授
交通論

観光交通に関する歴史的・理論的研究

町田 一兵 教授
国際交通論

環太平洋を中心とする国際交通・物流

消費者行動研究のための
データ分析

基幹科目
▪ 商業経営論A・B
▪ インダストリアル
▪ 消費者行動論A・B
マーケティング論A・B ▪ マーケティング企画A・B
▪ マーケティング管理論A・B
▪ 市場調査論A・B
▪ 商品学A・B
▪ 交通論A・B
▪ 広告論A・B
▪ 流通史A・B
▪ 物的流通論A・B
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▪ 国際交通論A・B
▪ 都市・地域交通論A・B
▪ 公益事業論A・B
▪ 観光事業論A・B

▪ 産業組織論A・B
▪ クリエイティブ・
マーケティング論A・B
▪ 情報管理論A・B
▪ 国際マーケティング論A・B ▪ 外国専門書講読
▪ 流通システム論A・B

国際交通論A

商品学A

国際交通論B

商品学B

金

土





商業経営論A 労使関係論A 観光事業論A
商業経営論B 労使関係論B 観光事業論B
総合学際演習 公共経済学 物的流通論A
総合学際演習


流通史
都市•地域交通論A
流通史

貿易論B







多くの授業で、
「なぜ？」
「 自分だったら？」と角度を変えて

経験を積む過程があり、自分で考える力、答えや正解のない問題に向かう
力が身につきました。また、グループでひとつのゴールを目指す経験か
ら、相互協力や考えを伝える力を磨くことができました。

Q

学んだことをどう活かしたい？

Answer











6













PICK UP

Answer





商取引を学ぶなかで、相手への配慮や、相手の立場に立って考

えるようになりました。この力は、社会に出てからも人間関係を構築する上で
役立つと思います。異なる立場や状況を理解し、円滑なコミュニケーションを
図ることを心がけていきます。

注目授業

都市交通・地域交通の問題について学ぶ

市場を知ることはマーケティングの第一歩である

都市・地域交通論
A・B

市場調査論
A・B

准教授

消費者行動論

木

5

恩田 睦

佐藤 平国 専任講師

水



専任教員氏名および研究テーマ
小林 一 教授

科目名の上段は春学期・下段は秋学期

Q 商学科で身についた力は？

みなさんにとって身近な鉄道やバ
スといった交通機関は、大都市では
朝夕の混雑問題、地方では利用者の
減少による存続問題に直面していま
す。この原因には、鉄道会社やバス

福田 康典
教授

マーケティングは刻々と変化する市
場環境の中で行われています。企業
が新製品に関する情報を若者に効果
的に伝えたいとするならば、まずは若
者のコミュニケーション環境を理解

会社の経営だけでなく、都市計画や

しなければなりません。この講義で

「まちづくり」
のあり方が大きく関わっ

は、市場に関するデータをどのように

ています。この講義では、都市交通・

収集・分析し、戦略的なインテリジェン

地域交通をめぐる問題の背景とその

スを抽出していくかを、企業のケース

解決策について、歴史・理論・ケースス

研究やソフトウェアを使ったデータ処

タディなどを通じて考えていきます。

理体験を通じて学んでいきます。

MEIJI UNIVERSITY
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コース
紹 介

ファイナンス& インシュアランスコース

ビジネス社 会 のスペシャリストを育 てる

Finance and
Insurance Course

STUDENT VOICE

ビジネスの土台となる

Q 商学部・コースを選んだ理由は？

金融を学び、企業や人を

金融面から支えられる人に

Answer

すべてのビジネスの土台となる金融を学び、社会の仕組みを

理解したいと考え商学部に入学。保険学のゼミナールに所属しており、自
身のゼミナールで学んでいる内容をより深く学びたいと考え、ファイナンス
＆インシュアランスコースを選びました。

Q 印象に残っている授業は？

ファイナンス＆インシュアランスコース
3年

小野沢 梨夏

Answer

「機関投資家論」
では、年金制度や運用などの実用的な知識を学

ぶことができるため、
自身の金融リテラシーを向上させることができます。また、

神奈川県立厚木高等学校卒業

このコースでは、社会保障や保険の社会的機能、企業の資金調達
など金融に関することを学びます。また、新型コロナウイルス感染症の

授業内で金融に関するニュースを紹介してくださるので、就職活動に役に立つ点
も有意義だと感じています。

影響や、SDGsやESGへの関心の高まりを受けた、近年の金融業界の
情勢についても取り上げられます。

グローバリゼーションの潮流は、日本のビジネス社会を根底か

シャリストとして活躍するための基礎となるでしょう。また、以

ら変えようとしています。この変動の時代にもっとも改革を期待

上の知識は、金融サービス産業だけではなく、広く事業活動を展

されているのが、ファイナンス（金融・証券）の分野です。企業

開する場合や財務分野に従事する際にも大いに役立ちます。

や個人をとりまくリスクは、今後増大かつ複雑化するのは必至で

目 指 す 将 来 イメ ー ジ

あり、リスクを管理するためのインシュアランス（保険）の役割が
重要となります。このコースでは、こうした変化に対応し、国際
ビジネス社会における共通言語としての金融・証券・保険の知
識をマスターできるよう、広い分野をカバーした斬新かつ体系的
なカリキュラムを組んでいます。さらに、
「実学の明治」の伝統を

金融・財務分野
に関する
コンサルティング
業界

銀行・証券・保険
などの
金融業界

ふまえ、証券アナリストなどの資格取得に役立つようにも構成さ

明治大学を
はじめとする
全国の金融・財務・
保険理論を専攻する
大学院

メーカーなど
非金融事業会社の
財務部・経理部の
スペシャリスト

れています。これらの金融資格は、ビジネス社会においてスペ

［ 私の時間割（ 3 年次）］
月

1



2



3
4

火

Q 現在どんなことを学んでいますか？
科目名の上段は春学期・下段は秋学期

水

木

金

証券市場論A コーポレート・ファイナンスA 外国専門書講読 社会保障論A
証券市場論B コーポレート・ファイナンスB 外国専門書講読 社会保障論B
機関投資家論A 保険リスクマネジメントA



機関投資家論B 保険リスクマネジメントB


芸術（音楽）A










保険学A
保険学B

商学専門演習

土














商学専門演習

5







ファッション・
ビジネス論A
ファッション・
ビジネス論B





6













Answer

私が興味を持って学んでいるのは、保険学です。保険の成り立

ちや、身近なリスクとその対策に興味が生まれました。将来は企業や人を金
融面から支え、人々の生活を豊かにする仕事がしたいと考えています。

Q 商学科で成長したことは？
Answer

成長したと感じるのは、金融関係のニュースを見て、自分の

考えを持てるようになったことです。年金制度や定年問題など、今後自分
自身にかかわる大きな問題を、今から自分事として考えられるようになっ
たため、将来像をより鮮明に描けるようになりました。

専任教員氏名および研究テーマ
打込 茂子 教授
国際金融論

国際資本移動と国際金融システム

萩原 統宏 教授
金融取引論

経営戦略と企業価値・業績の相互作用

朝岡 大輔 准教授
コーポレート・ファイナンス

企業金融とコーポレートガバナンスの研究

三和 裕美子 教授
機関投資家論

機関投資家とコーポレートガバナンス、
ESG投資

伊藤 隆康 教授

小原 英隆 教授
金融論

金融分析

浅井 義裕 教授

金融機関論

中央銀行と金融市場、
イスラム金融

土屋 陽一 准教授
金融論

経済学における情報と期待形成

保険リスクマネジメント論

中小企業の
保険リスクマネジメント・金融

野田 顕彦 准教授
証券市場論

金融市場の価格形成機能に関する実証研究

中林 真理子 教授
保険会社の企業倫理と消費者保護

藤井 陽一朗 准教授
損害保険論

意思決定分析の基礎と保険論への応用

呉 東錫 助教
外国専門書講読

企業の資金調達に関する実証分析

基幹科目
▪ 金融論A・B
▪ コーポレート・ファイナンスA・B
▪ 金融機関論A・B
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▪ 国際金融論A・B
▪ 金融取引論A・B
▪ 証券市場論A・B

▪ 機関投資家論A・B
▪ 保険学A・B
▪ 損害保険論A・B

▪ 生命保険論
▪ 社会保障論A・B
▪ 保険リスクマネジメント論A・B

PICK UP

保険学

▪ 会計情報論A・B
▪ ベンチャー・ファイナンスA・B
▪ 外国専門書講読

注目授業

リスクと向き合う今日の保険のあり方

金融商品の基礎知識を身につける

保険学
A・B

金融取引論
A・B

中林 真理子
教授

病気や怪我、火事、自動車事故…
社会にはさまざまなリスク（危険）
が
あふれています。そしてこれらのリ
スクに対し経済的保障（補償）を提
供できる有力な制度が保険です。保

萩原 統宏
教授

企業が発行する株式や債券をはじ
めとする金融商品の価格は、どのよ
うにして決まるのでしょうか。この
問題は、それらを発行する経営者に
とっても、それに投資する投資家に

険制度の機能や、保険経営について

とっても、議論の尽きない重要な問題

学ぶとともに、保険加入に際して必

です。この講義では、金融商品の価

要な法律や保険料計算に必要な知

格に関する基礎的な理論と利用法に

識なども広く学びます。 また AI や

ついて、最近の実務的な話題も交え

IoT の台頭が保険市場におよぼす影

ながら学習し、上手に利用するための

響にもふれていきます。

方法について考える機会とします。

MEIJI UNIVERSITY
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コース
紹 介

グローバル・ビジネスコース

世 界 に 羽 ば たくプロフェッショナルを目 指して

Global
Business Course

STUDENT VOICE

培った広い視野や分析力を

Q 明治大学商学部を選んだ理由は？

活かし、国際ビジネスに
関わるのが目標です

Answer

商学部は明治大学の看板学部で、商社や金融会社、公務員、

メーカーなど多様な場所で先輩方が活躍しています。フレキシブルな学びで、
入学後に将来の進路が変わってもそれを実現できると思いました。また、海外
に興味があり、グローバル・ビジネスコースを選びました。

Q 印象に残っている授業は？

グローバル・ビジネスコース
3年

一ノ瀬 優生

Answer

国際マーケティング活動の役割、内容と事業成果の関係につい

て理解し、実践するための基礎を学ぶ「国際マーケティング論」
です。海外市

長野県伊那北高等学校卒業

日本が世界とどのように貿易や経済活動を行ってきたのか、これ
からどのように行っていくのかを日本企業の貿易活動、マーケティ

場参入から現地市場で成長するための競争優位の構築方法について、自分の
考えや意見をまとめたことが印象に残っています。

ング戦略など実際の事例や当時の国際情勢を絡めて学べます。ビ
ジネス活動に必要なコミュニケーション能力やビジネス交渉など、
世界を相手にできる広い視野が身につきました。

［ 私の時間割（ 3 年次）］
月

日本の経済が世界経済と密接な関係を保ちながら存在するよ

能力を養います。本コースの目的は、理論、ビジネスの両面から

うに、今や企業活動は世界の市場を抜きには考えられません。こ

のアプローチを設定することで、将来における日本のグローバル・

のコースでは、世界と日本との貿易や経済の関係を包括的に研究

ビジネスをリードする人材を育成することにあります。

し、その中で企業の活動や経営を世界的な視野に立って研究しま

4

ムや制度を知り、世界経済の現状や諸問題を学習することで、世
界経済における日本の現状を理解して、将来の見通しを判断する
能力を修得します。一方ビジネスを中心としたサブコースでは、
日本企業の貿易活動や国際経営活動を幅広く学習すると同時
に、異文化間コミュニケーションやビジネス交渉などの企業活動

2
3

目 指 す 将 来 イメ ー ジ

す。理論を中心としたサブコースでは、貿易のさまざまなシステ

1

世界市場で
国際ビジネスを
リードする
ビジネスパーソン

異文化を
深く理解し、色々な
国籍の人たちを
マネジメントできる
グローバル企業の
管理職

新しい発想や
アイデアに基づき
着実に経営資源を
蓄積・活用できる
企業家

外国専門書講読
外国専門書講読

火


世界経済論A

バーバル・ビジネス英語A

世界経済論B

バーバル・ビジネス英語B

国際マーケティング論A
国際マーケティング論B
人類学A
人類学B



科目名の上段は春学期・下段は秋学期
水

木

国際交通論A

商品学A

国際交通論B

商品学B













5







6







金

土





貿易政策論
観光事業論B

欧州地域市場論

商学専門演習

貿易論A

商学専門演習

貿易論B

市場調査論A

アジア•太平洋地域
市場調査論

市場調査論B




Q 学びのなかで身についた力は？
Answer

日本や世界の国境という枠組みを越えて行き来しているモノや

人、お金などを通して世界の動きを学ぶことで広い視野が身につきました。ま
た、日常的に世界で何が起きているのかに関心を持ち、自分なりに考え、分析
する力を磨くことができました。





Q 将来の目標や進路は？



Answer




商学部では、物事を広い視点、多様な立場から考え抜く力を育み

ました。卒業後は商社に入り、この力を海外取引の場における相互理解やビ
ジネス交渉に活かしていきたいと考えています。また、フェアトレードやSDGs
などに関して自分の意見を持ち、主張できるようになりたいです。

も体系的に理解し、グローバル・ビジネスの場における実践的な
PICK UP

専任教員氏名および研究テーマ
篠原 敏彦 教授
貿易商務論

多国籍企業の組織編成の考察

所 康弘 教授
貿易論

貿易戦争と国際貿易秩序の動揺

塩澤 恵理 教授
バーバル・ビジネス英語

国際ビジネスコミュニケーション論・
国際貿易

鈴木 仁里 専任講師
国際マーケティング論

多国籍企業の国際マーケティングと製品開発

小林 尚朗 教授
貿易政策論

新しい世界経済秩序と東アジア地域協力

山本 雄一郎 教授
ビジネス英語

国際ビジネスコミュニケーション

新興国の経済開発と貿易

基幹科目
▪ 貿易論A・B
▪ 貿易政策論A・B
▪ 国際ビジネス交渉論A・B ▪ 中南米地域市場論
▪ 国際経済学A・B ▪ 物的流通論A・B
▪ 国際マーケティング論A・B ▪ ビジネス英語A・B
▪ 北米地域市場論
▪ アジア・太平洋地域市場論 ▪ 国際金融論A・B ▪ 国際経営論A・B
▪ 貿易商務論A・B
▪ バーバル・ビジネス英語A・B ▪ 欧州地域市場論
▪ 世界経済論A・B
▪ 国際交通論A・B ▪ 外国専門書講読
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多様な視点から学ぶグローバル化の光と影

ビジネスの現場で必要な英語とは

貿易論
A・B

ビジネス英語
A・B

高橋 文紀 助教
外国専門書講読

注目授業

所 康弘
教授

私たちの日常の暮らしや経済活
動は、貿易と強く結びついています。
店舗には外国産商品があふれてい
ます。多種多様な食材や洋服を購
入できる背景には、国際的諸制度の
発展と貿易の拡大があります。と

山本 雄一郎
教授

ビジネス英語では、さまざまなビ
ジネスの場 面を想 定し、生きた英
語、使える英語を学びます。基本的
なビジネスメール・会話を理解する
だけではありません。貿易取引、ビ
ジネス交渉の表現にふれ、英文契約

ころが、近年、国家間の貿易紛争・

書を読み、英字新聞の経済・金融記

対立やグローバル化の弊害が明らか

事などを幅広く紹介します。将来、

になっています。本授業は貿易を

グローバル化が進むビジネスの第一

通じて、グローバル化の光と影、な

線で活躍するために必要な英語の基

らびに国際経済関係を学びます。

礎づくりに役立ちます。

MEIJI UNIVERSITY
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コース
紹 介

マネジメントコース

企 業 経 営・企 業 行 動 を 理 論 的・実 践 的 に 学 ぶ

Management
Course

STUDENT VOICE

多角的な視点を持ち、

Q マネジメントコースを選んだ理由は？

当たり前を疑う。企業経営に
必要な力が磨けます

Answer

中学・高校の部活動や行事でリーダー的役割を務めた経験もあ

り、ビジネスにおいて組織を引っ張れる人材になりたいと考えていました。そ
のためマネジメントコースで、企業経営の実態や経営する上で大事な視点を学
ぶことが必要だと思い、マネジメントコースを選びました。

Q おすすめの授業は？

マネジメントコース
3年

浅井 友洋

Answer

「生産管理論」では、要点をつかみやすい授業スライドと身近

な製品例を多く用いた説明により、消費する側では知ることのなかったモノ

神奈川県立柏陽高等学校卒業

さまざまな視点、立場での企業経営を学んでいます。根幹となる
企業の経営戦略、グローバル時代ならではの国際的な企業経営、

づくりの裏側を知ることができました。ゲスト講師の話を聞く機会もあり、
企業を深く知ることもできる興味深い授業でした。

消費するだけでは目に入ることのないモノづくりの裏側などです。
また、情報化時代とも呼ばれる現代らしく、ICTを活用した経営や
情報管理についても学ぶことができています。

［ 私の時間割（ 3 年次）］
企業活動が行われなければ私たちの生活は成り立ちません。自

ことが大きな目的です。このコースで学ぶことによって、企業活

動車、パソコン、スマートフォン、タブレットからファッション、

動に限らず身の回りにあふれるさまざまな組織活動についても深

アニメ、ゲームに至るまで、これらの製品・サービスは企業によっ

はないでしょうか。このマネジメントコースでは、そうした企業
経営・企業行動の中身について理論的・実証的に学んでいきます。
世間では経営学というと、会社を経営するノウハウを学ぶための
学問のように思われがちですが、そうではありません。我々の社

3

目 指 す 将 来 イメ ー ジ

のみなさんにとって、企業の中で日々どのような活動が実際に行
われているのかについては、よくわかっていないというのが実態で

2

く理解できるようになるでしょう。

て生み出され、私たちの手元に届けられています。ところが学生

1

4
世界中の
地域・分野の
企業において
事業の中核を担う
経営人

自ら事業を
立ち上げ
会社を起こす
起業家

国や地方の
産業振興に携わり
色々な政策を行う
各種公務員

大学や研究所、
シンクタンクに
おける研究者

5
6

科目名の上段は春学期・下段は秋学期

月

火

水







木

金

商品学A

商品学B

消費者行動論A



外国専門書講読 情報管理論A 保険リスクマネジメントA 労使関係論A
外国専門書講読 情報管理論B
生産管理論A
生産管理論B

商学専門演習
商学専門演習






消費者行動論B

経営情報システム論A 国際経営論A


国際経営論B
経営戦略論A

土






















ファッション・
ビジネス論A
ファッション・
ビジネス論B















経営戦略論B

Q 学びのなかで身についた力は？
Answer

多角的な視点から物事を見て、考える力が身につきました。

ひとつの視点で物事を見ていては考えが偏ります。企業経営や戦略を考え
るうえでも、さまざまな視点を持ち、当たり前を疑うことが大事になると学
び、実際にそのような力がついたと感じています。

Q 将来の目標は？
Answer

働くうえでも、日常生活を送るうえでも、多角的な視点から

物事を見る力を多様な価値観を認め高め合っていくことに活かしていきた
いと思っています。自分と相手の視点が違うことを忘れず、それらすべて
を意識的に受け入れる姿勢を持ち続けたいです。

会生活と深い関係にある企業活動の中身について正しく理解する
PICK UP

専任教員氏名および研究テーマ
村田 潔 教授

山下 洋史 教授

経営情報システム論
組織情報倫理学

経営品質科学に関する研究

佐藤 香織 准教授

西 剛広 准教授
経営戦略論

出見世 信之 教授

情報管理論

コーポレート・ガバナンスとイノベーション

経営組織論

内部労働市場、労働者のメンタルヘルス

経営哲学・経営倫理

企業倫理・CSRおよび
企業統治に関する国際比較研究

久保 隆光 専任講師
労使関係論

働き方の「自己決定」について

富野 貴弘 教授
生産管理論

ものづくり企業の競争力に関する研究

久保 ゆりえ 助教
経営労務論

日本における社会的企業の実態調査

基幹科目
▪ 経営戦略論A・B
▪ 生産管理論A・B
▪ 情報管理論A・B
▪ 経営情報システム論A・B
▪ 経営組織論
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▪ 経営労務論
▪ 労使関係論A・B
▪ 経営管理論
▪ 産業心理学
▪ 経営哲学

▪ 経営倫理
▪ 企業論
▪ 日本経営史
▪ 国際経営論A・B

▪ ベンチャービジネス論
▪ クリエイティブ・
マーケティング論A・B
▪ 企業と倫理A・B

▪ 保険リスクマネジメント論A・B
▪ ファッション・ビジネス論A・B
▪ 企業評価論A・B
▪ 外国専門書講読

注目授業

人間は、なぜ情報を獲得しようとするのでしょうか？

ものづくりの現場を知る

情報管理論
A・B

生産管理論
A・B

山下 洋史
教授

それは、私たち人間が常に不確実な
世界で生活し、その不確実性を情報
が低下させてくれるからです。例え
ば、天気予報から得られる情報は、明
日の天候が晴れなのか、曇りなのか、

富野 貴弘
教授

この講義では、ものづくりを行う
企業の競争力について学びます。も
のづくりの現場では、日頃どのよう
な活動が行われているのか、そうし
た活動が競争力とどのような関係に

雨なのかという不確実性を大幅に低

あるのか、具体的なイメージを描け

下させてくれます。こうして低下した

るようになることを目標とし、体系

分の不確実性が、実は情報理論にお

的に解説していきます。日本企業の

ける「情報量」
なのです。情報管理論

ものづくりの強みはどこにあり、逆

では、このような情報の果たす役割を

に今、何が課題になっているのでしょ

皆さんと一緒に考えていきます。

うか。一緒に考えていきましょう。

MEIJI UNIVERSITY
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コース
紹 介

アカウンティングコース

世 界 標 準 で 働くなら、アカウンティングコース

Accounting
Course

STUDENT VOICE

専門知識と本質を

Q アカウンティングコースを選んだ理由は？

捉える力で企業経営を

サポートできる公認会計士に

Answer

政治経済に興味があり、企業の成長について深く知りたくて、

企業の経済活動を数字で表わす会計学や企業経営について学べる商学部に
入学。大学で公認会計士の資格を知り、取得に向け勉強していたため、関連
する学びができるアカウンティングコースを選びました。

Q 印象に残っている授業は？

アカウンティングコース
3年

朝倉 昭四郎

Answer

「租税法 A」です。税金は難しいイメージですが、わかりやす

い説明、時事問題も絡めた解説で、税金が身近な存在であると実感できま

富山県立富山南高等学校卒業

会計学を中心として経営学や企業法など、企業経営や企業評
価に必須の知識を学びます。会計学でも
「 実践会計論」
「 意思決

した。また、自分で調べ・考えて提出した課題に先生からコメントが届き、
オンライン授業で対話しながら学べたことが印象的でした。

定会計論」
「会計情報論」など幅広い授業があり、各専門分野に
詳しい先生方から多角的な視点や切り口で会計を学べるため、
総体的・多角的に専門的知識を身につけることができます。

“ アカウンティング（Accounting）” の意味は、
「会計」
です。こ

シャリストを輩出してきた伝統と実績を有しています。また、大

れは “ ビジネスの言語 ” ともいわれ、世界規模での統合が進んで

学院教育とも密接な連携をとりつつ、時代の要請に応えられる有

います。2005 年には、EU 諸国およびオーストラリアにおいて国

為な人材の育成を目指しています。

際会計基準（現在は国際財務報告基準）
とよばれる単一の基準が

1

目 指 す 将 来 イメ ー ジ

導入され、2009 年には、国際会計と米国会計基準の差異が取り

2

除かれました。もちろん日本でも、現在、国際会計基準を導入し
た企業は 233 社に増えて、全上場企業の時価総額に占める割合が
42％以上となっています。このように、会計を学ぶことは、世界

3

コンサルティング
会社

会計
プロフェッション

マスコミ関係

で通用するスキルを磨くことを 意味するのです。本コースは、世
界の投資家にビジネスを伝える「アカウンティング」
を多面的に分

金融・証券

析できる知識を修得することを目的とし、これまでに圧倒的多数

企業の経理・財務・
部門

専任教員氏名および研究テーマ
原価計算論

会計言語機能論に基づく
現代会計制度の分析

松原 有里 教授
租税法

移転価格税制の今後

加藤 達彦

教授

監査論

企業や公的組織に対する
監査に関する研究

前田 陽 教授
日本企業における経営と
管理会計

王 志 准教授

財務会計論

経営分析論

サステナビリティと無形資産の
マネジメントと開示

名越 洋子 教授

教授

国際会計論

大企業・中小企業のM&Aに関する
理論的・実証的・制度的研究

奈良 沙織 教授

意思決定会計論

姚 俊 准教授

山本 昌弘

会計情報論

会計基準の設定過程と
事例研究

神田 良介 准教授

企業評価論

企業のディスクロージャーと
アナリスト

税務会計論

税務会計学の研究対象と
研究方法とについて
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▪ 業績管理会計論A・B
▪ 監査論A・B
▪ 経営分析論A・B

▪ 税務会計論A・B
▪ 国際会計論A・B
▪ 会計情報論A・B

業績管理会計論

戦略管理会計に関する実践的・
文献学的研究

▪ 企業評価論A・B
▪ 企業法A・B
▪ 租税法A・B

▪ コーポレート・
ファイナンスA・B
▪ 金融取引論A・B

6

火





外国専門書講読



外国専門書講読

租税法A



▪ 実践会計論A・B
▪ 外国専門書講読



企業評価論B




実践会計論A





実践会計論B





PICK UP

科目名の上段は春学期・下段は秋学期
水

木

コーポレート・ファイナンスA 意思決定会計論A
コーポレート・ファイナンスB 意思決定会計論B




財務会計論A

金

土







財務会計論B 観光事業論B
経営分析論A

企業法A

経営分析論B

企業法B

商学専門演習 会計情報論A
商学専門演習 会計情報論B

会計情報論
A・B

Answer

物事の本質や軸を捉える力がつきました。公認会計士を目

指して暗記中心の勉強をしていましたが、授業では「なぜ」
「その背景は」
と
深く考え、計算式や制度の本質を追求します。物事の本質を考えることは、
専門的な知識を吸収するうえで重要だと実感しました。





Q 将来の進路は？



Answer

















商学部での授業や資格取得の手厚いサポートにより、在学中

に公認会計士試験に合格できました。今後は、商学部で身につけた専門知
識や物事の本質を捉える力を活かし、経営者の疑問に的確に答え、企業経
営をサポートできる公認会計士を目指します。

注目授業

最新事例で連結会計を学ぶ

教授

基幹科目
▪ 財務会計論A・B
▪ 原価計算論A・B
▪ 意思決定会計論A・B

5

月

名越 洋子

小田 康治 専任講師

企業の財務業績を向上させるための
管理会計

4

IR（投資家向け広報）

の職業会計人（公認会計士、税理士）や企業を支える経理のスペ

千葉 修身 教授

［ 私の時間割（ 3 年次）］

Q 商学部の学びで身についた力は？

会計情報論は、会計や金融を専
攻する学生を主な対象に、将来の実
務を意識した講義を行っています。
テーマは、企業のグループの決算で
ある連結会計、そしてさまざまな業

「価格」と「コスト」の仕組み
意思決定
会計論 A・B
前田 陽
教授

意思決定会計論は「企業の意思
決定を、会計情報を用いて有用に行
うにはどうすればよいのか？」
をテー
マとした講義です。企業として、
「利
益を獲得する」という点を見逃すこ

種で行われている経営統合や合併・

とはできません。会計では「利益＝

買 収（M&A）の会 計や理 論のほか

売上  コスト」と計算され、利益を

に、近 年の事 例も取り上げていま

多く得るには売上を増やすか、コス

す。企業の実務がイメージしやすく

トを引き下げねばなりません。本講

なるため、就職活動での企業研究に

義では、
このような利益を生み出す多

もきっと役立つはずです。

様な管理会計手法を扱っています。

MEIJI UNIVERSITY
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コース
紹 介

クリエイティブ・ビジネスコース

ニュー・ビジネスの 探 求とキャリア・アップ

Creative Business
Course

STUDENT VOICE

基礎から応用まで、

Q 明治大学商学部を選んだ理由は？

具体的な事例も交えて

ビジネスの最先端を学びます

Answer

後悔をしないキャリア選択をするために最適な学部だと感じ

たからです。商学部では、2 年次にゼミ、3 年次にはコースを選択します。
それぞれの選択の場面で、自分と向き合い将来のことを考える機会がある商
学部は、特にやりたいことがなかった私にとって魅力的でした。

Q 現在どんなことを学んでいますか？

クリエイティブ・ビジネスコース
3年

須賀 美由希

Answer

データ分析、e- ビジネス、スポーツビジネスなど、現在日本で

盛り上がっているビジネスに関する基礎知識を幅広く学んでいます。ニュー

愛知県立明和高等学校卒業

ビジネスにおける基礎的な知識やトレンドについて、多角的に
学べるのがこのコースの特長です。ビジネスの最先端の知識を

スなどでよく見るビジネスの仕組みや知識について学ぶことができて興味深
いです。

得ながらも、マーケティングやマネジメントなどの従来から存在
する学問を学ぶことは、デジタル化など変革期にある日本にお
いて大きな意味があると思います。

［ 私の時間割（ 3 年次）］
月

目 指 す 将 来 イメ ー ジ

IT 革命、グローバリゼーション、少子高齢化、市場経済化な
ど、社会の大きな変動のなかで、日本経済はパラダイム的転換を
遂げつつあります。まさに産業構造そのものの転換が迫られてお
り、そこには新たなビジネスチャンスがひそんでいます。本コー
スは、そのような社会変化を見据え、2004 年度に新設されたコー
スです。最新かつ斬新な科目群を設置し、実践的で現場密着型

イノベーションを
推進する起業家・
プロジェクトリーダー

既存の企業の
事業変革を担う
マネジャー

地方自治体で
企業誘致、
企業育成などを
支援する専門家

の少人数教育を実践することによって、イノベーションを構想し
実践的に主導できる人材を育成します。

火

1





2





3

国際
マーケティング論A
国際
マーケティング論B


レジャービジネス



マーケティング企画A

4

メディアとリテラシー マーケティング企画B

5



クリエイティブ・
マーケティング論A
クリエイティブ・
マーケティング論B

6





PICK UP

専任教員氏名および研究テーマ
東野 香代子 特任講師

水野 誠 教授
クリエイティブ・マーケティング論
消費者行動における複雑性と創造性

中山 千尋 特任講師

ファッション・ビジネス論

海外ラグジュアリーブランドの広報戦略

総合講座A

キャリア教育・グローバル人材育成・観光

藤嶋 陽子 特任講師
特別テーマ実践科目

ファッションとメディア

▪ 異文化間
コミュニケーション論
▪ バイオテクノロジーと
バイオビジネス
▪ 企業と倫理A・B
▪ 企業と環境問題
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▪ 経済予測入門A・B
▪ 流通システム論A・B
▪ ベンチャー・ファイナンスA・B
▪ e-ビジネスA・B
▪ ビジネス法務A・B
▪ ベンチャービジネス論

▪ 実践会計論A・B
▪ クリエイティブ・
マーケティング論A・B
▪ ファッション・ビジネス論A・B
▪ 消費者行動論A・B
▪ ビジネス英語A・B

▪ 経営戦略論A・B
▪ 企業評価論A・B
▪ 外国専門書講読



木
外国専門書講読
外国専門書講読

商業経営論A







金

土





e-ビジネスA
e-ビジネスB

国際経営論A スポーツビジネス論




商学専門演習 経済予測入門
商学専門演習





ファッション・
ビジネスA
ファッション・
ビジネスB

経済予測入門









「e- ビジネス 」です。B to B に B to C の機 能を取り込んだ

「e-SCM」について学びました。先生が、熱のこもったエピソードを交えな
がら、その重要性を伝えてくれたことが印象に残っています。私たちの生
活に身近になりつつある e-SCM について深く楽しく学ぶことができました。





Q 将来の目標や目指す進路は？



Answer




大学で学んだ幅広い分野にわたる知識をいかし、新しいビジネ

スやサービスを生み出すことで、社会に貢献したいです。商学部、クリエイ
ティブ・ビジネスコースで得た知識はビジネスの現場でこそ役に立つと考え
ています。

注目授業

海外ラグジュアリー・ファッションから学ぶブランディング

クリエイティブ・
マーケティング論A・B

ファッション・
ビジネス論A・B

教授

▪ メディアとリテラシー
▪ 中国政治経済論
▪ 東南アジア政治経済論
▪ スポーツビジネス論
▪ レジャービジネス論
▪ 産業立地論

水

Answer

時代の先端のマーケティングを学ぶ

水野 誠
基幹科目

科目名の上段は春学期・下段は秋学期

Q おすすめの授業は？

企業や非営利組織にとって現在
もっとも重要な課題のひとつは、い
かに画期的な新製品・新サービス
を創造し、それをどんな斬新な方法
で顧客に届けるかです。この講義で

東野 香代子
特任講師

海外ラグジュアリーブランドのビ
ジネス戦略をモデルに、ブランドビ
ジネスの基本的な知識を身につけま
す。後半は、さまざまな産業分野に
応 用できるブランディングの基 本

は、顧客の潜在的なニーズやウォン

を、海 外ブランドのコミュニケー

ツをどう理解し、それに合致する製

ション戦 略を通して解き明かしま

品やサービスをどのように創り出す

す。パリコレやショップオープンな

か、最新のメディアやチャネルを用

ど、最新ファッションニュースも事

いて、いかに顧客との関係を構築す

例として取り入れ、そのブランディン

るかについて学んでいきます。

グとしての意義を学びます。
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基 礎 教 育・総合 教 育

教養を深め、専門教育の基 盤をつくる
1・2 年次は必修科目である基礎教育科目と外国語科目、保健体育科目を中心に構成されています。
ほかにも基本科目や総合教育科目を学ぶことができます。

■「 初年次教育プログラム」
と導入・展開・論文作成の3 段階からなる
「 ゼミナール教育」
商学部のゼミナール教育は、2年次を導入、3年次を展開、そして4年次を論文作成の時期と位置づけます。2年次の商学専門演習は、3年次からのコー
ス選択の助走期間としての意味ももっています。

1 年次

2年次

3年次

初年次教育プログラム
基礎演習

文章表現

4年次

ダブル・コア（総合学際演習／商学専門演習）
導

など

入

展

開

論文作成

商学部の学びの形

選択コース
保健体育科目

基礎教育科目は、商学の専門知識と深い教養を兼ね備え、商学の最先端分野の理論的・実証的研究成果の修得のために設置。「基礎演習」
「文章

総合教育科目・情報関係科目

表現」
「経済学」などから成り、初年次導入教育の役割を担っています。「初年次教育プログラム」で大学で学ぶための土台を築いたら、2 年次からゼ
ミナール教育がスタート。「商学専門演習」と「総合学際演習」を同時に履修できるダブル・コア制度があります。

幅広い分野を主体的に学び、

STUDENT VOICE

基礎教育科目

今までにない新たな視点を得る

総合教育科目

マーケティングコース
3年

扇 真珠

広島県
私立広島なぎさ高等学校卒業

やりたいことを見つけ、自分の将来の可能

ポーツと地域の関わりについて学ぶ「体育・

性を広げることができると考え、商学部へ入

スポーツ実 習 」が印 象に残 っています。 ス

学。1、2 年生の間に受けた基礎教育・総合

ポーツのプレーヤーだけでなく、観 客やサ

教育の授業では、商学や経営学とは違う幅広

ポーターも含めて、楽しめるスポーツだからこ

い基礎を学ぶことができました。選択肢が多

そ、地域貢献につながることを知り、部活動

いので主体的に、文化と芸術、地域と社会、

との向き合い方も変わりました。これからも、

人と自然といった、高校まででは学べない幅

物事を表面的な見方でなく、さまざまな視点

広い知識が得られたと感じます。中でも、ス

から捉えられるよう学んでいきたいです。

［ 専 任 教 員 氏 名 お よ び 研 究 テ ーマ ］
大学生として学習 ･ 研究していくためには、まず土台づくりが必要

大学では「学部の専門科目：商学」
とそのほかの「教養分野の科目」

です。1 年次では、図書館での資料 ･ 文献収集、データの分析、論理

を学ぶことを大きな目的としています。教養分野の科目では、
「人間の

的な文章の作成やプレゼンテーションといった「研究の作法」を少人

営みとそれを取り巻く環境」を対象として、
「文化と芸術」
、
「地域と社

数で学ぶ科目や、商学専門科目を学ぶ基礎としての経済学が用意され

会」
、
「人間と自然」を学びます。教養分野の知識を深め、大学時代に

ています。これらを通じ、4 年間の「堅固な土台」を築きましょう。

とどまらず、一生楽しむ「もうひとつの専門分野」
をつくってください。

保健体育科目

情報関係科目

西山 春文 教授

日本近代文学

日本近代詩歌研究

森永 由紀 教授

環境科学

モンゴルのアイラグ
（発酵馬乳）の研究

永井 善久 教授

日本近代文学

近現代日本文学・文化の研究

浅賀 宏昭 教授

生命科学

バイオサイエンスに関する総合的研究

北田 葉子 教授

西洋文化史

イタリア中近世史

清水 真木 教授

哲学

西洋哲学史

清水 克行 教授

日本文化史

室町〜戦国時代の社会史の研究

佐々木 美加 教授

心理学

社会心理学、アート関連コミュニティ

石出 靖雄 教授

日本語表現論

日本語表現の研究

鴨井 祐二 准教授

線型数学

Gorenstein環の自由分解

中村 成里 専任講師

日本古典文学

歴史物語と和歌を中心とする日本古典文学

洞口 拓磨 特任准教授

物理学

物理学に基づいた分野横断的研究

鳥居 高 教授

アジア史

東南アジア諸国の政治経済分析

桑森 真介 教授

体育・スポーツ実習

幼児と小・中学生の定期的運動と運動能力

中川 秀一 教授

地理学

国土周辺地域存続に関する経済地理学的研究

川口 啓太 准教授

体育・スポーツ実習

地域スポーツ ー現状とこれからー

藤田 結子 教授

社会学

現代社会のエスノグラフィー研究

澤井 和彦 准教授

体育・スポーツ実習

スポーツマネジメント／スポーツ政策

PICK UP

環境問題の議論に加わろう

農村空間の商品化と内発的発展

環境科学 A・B

地理学A・B

森永 由紀
教授

スポーツ実習科目として、
「体育 ･ スポーツ実習」
「選択スポーツ実

27

すでに携帯電話やインターネットには慣れ親しんでいるでしょう。

習」
「選択集中スポーツ実習」があります。人間の肉体や機能について

大学に入学後は、さまざまな情報システムを活用できる力をつけま

学ぶと同時に、試合のルールや団体活動を通じて個とグループという

しょう。データや文献を探す、レポートや論文を作成するなどのコン

社会性を学ぶことが目的です。実技以外にも、スポーツとグローバリ

ピュータの基礎から、アプリケーションやコンテンツの制作まで、体

ゼーションや健康について考える講義科目も用意されています。

系的にコンピュータの活用方法を修得できます。

School of Commerce

注目授業

人類の将来を脅かしうる環境問題は
すべての国が取り組むべき課題にみえま
すが、その対策には人々の認識の差から
派生する「お国柄」
があります。環境科
学Ａでは、幾つかの国の環境問題への取

中川 秀一
教授

近代化や資本主義システムの地球規模での貫徹
が進行した前世紀は、
「都市化」に象徴される社会変
化が広範囲に進みました。しかし、時代は大きな転
換期にあり、自然や生命を基盤とする生活や文化へ
の回帰によるパラダイム転換が希求されています。

組の歴史をたどり、認識の違いを乗り越

様々な人々が共に生き幸福を実現できる社会に向け

えて取組をすすめる道を探ります。環境

て、地球規模での環境、貧困、健康問題に対応可能

科学Ｂでは、日本人が“叩かれやすい”

な経済・社会の構想が求められています。私はそれ

捕鯨問題をはじめ、温暖化、エネルギー

を端的に「農村化」として捉え、地域間交流を通じた

問題などに関する議論の練習をします。

新しい内発的発展を展望する研究を進めています。
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外国語教育

明大商学部は『 多言語 4 年間 一 貫 教 育 』
商学部の外国語教育の特徴は、2つの外国語を4 年間にわたる段階的なカリキュラムによって学習できる点にあります。
皆さんも、国際社会での活躍を目指して、商学部で優れた語学力をじっくり身につけませんか。

初習外国語の《プラスワン》へようこそ！
皆さんが大学に入学し初めて習う外国語、最初から丁寧に手ほどき
していきますので、安心してください。外国語の学習は新たな世界を発
見する旅のようなものです。最初の学期が終わる頃、
「もっと勉強した
い」
と感じたら、プラスワンの選抜テストを受けてください。合格すると、

商学部の語学担当教員は、学生一人ひとりに目を配
り、熱意をもって外国語教育を推進しています。教養に

えて、外国語学習に熱心に取り組む3・4 年生のために、

裏打ちされた実践的な語学力を4 年間にわたって養成

10 〜 20 名で学ぶ多彩な選択科目を用意しています。

するのが、商学部の『多言語 4 年間一貫教育』です。

次の学期から2 年終了時まで「初級プラスワン」
と「中級プラスワン」

ら選択、留学生は日本語の選択も可》の教育です。加

の科目を連続して履修できる切符を手に入れることができます。

として開講されている「学部間共通外国語科目」
（11

れる《既習外国語（英語）》
と《初習外国語（ドイツ語・

言語）
も受講し、ネイティブの教員のもとで会話力を磨き

フランス語・中国語・韓国語・スペイン語・ロシア語か

ましょう。

商学部の外国語科目
商学部では、既習の英語のほかに、初習外国語 1 科目を外国
語の必修科目とし、2つの言語の習得を目標としています。英語は
です。初習外国語に設置されているのは次の6つの言語です。EU

［ 外 国 語科目の学びの形 ］
1 年次

2年次

必
既習外国語：英語

・口語英語

3年次

4年次

修

・英語講読

選

・基礎英語

・上級英語

発展英語

経済を牽引するドイツで使われているドイツ語、華麗な文化と歴史を
背景に世界 50ヶ国以上で使われているフランス語、今や世界経済
の中核となった中国で話されている中国語、日本の隣、朝鮮半島で

択

使われ発音が親しみやすい韓国語、世界中で広く話されているスペ
発展英語

イン語、そしてキリル文字が興味深いロシア語（ロシア語は1・2 年
次の必修科目のみ他学部において履修可）。なお、留学生は日本

初習外国語：
ドイツ語、フランス語、
中国語、韓国語、
スペイン語、ロシア語

中級

初級

2年

神奈川県
私立湘南学園高等学校卒業

「読む・聞く・話す・書く」
の4 技能をバランスよく伸ばすのが目的

外 国語 科目

語学だけではない
知識や視点を身につけ
国際的に活躍するのが目標
石丸 惠郁

さらに意欲のある人は、全学部の1 〜 4 年生を対象

まず基礎となるのは、1・2 年次に必修科目において行わ

STUDENT VOICE

上級

発展

語も選択できます。
商学部 HP 内の「商学部の外国語教育」
も是非ご覧ください。

プラスワン

私は横浜中華街の近くで生まれ育ったので、幼少期より中国
語が身近にあり、その生活の中で中国に関心を持ちました。中国
経済はいま、めざましい成長を遂げています。その環境で自分も
仕事をしてみたいと考え、初習外国語として中国語を選択しま
した。
これまでに受けた授業の中では「中国語プラスワン」が印象に
残っています。少人数で受講するこの授業では、学生と先生が
マンツーマンなので、より適切なアドバイスをもらうことができ
ます。中国語の資格を取る際には相談にも乗ってもらい、無事
試験に合格。知識だけでなく、学習方法についても教わることが
でき、着実に成長できていると感じます。
将来は中華系企業への就職を考えており、大学 4 年間で身につ
けた語学力は仕事の場でいかします。外国の企業で就職するに
は、語学力だけでなくその国の文化や価値観を知ることが必要。

既習外国語（ 英語）
1・2 年次ともに「口語英語」
と「英語講読」
という 2 科

英語

ドイツ語

フランス語

中国語

韓国語

スペイン語

ロシア語

日本語

初習外国語
1 年次の初級では、週に2つの科目を履修し、基礎文法を学ぶと当時に、会話表現にも親し

大学では語学力に留まらない知識や能力を身につけるため、さら
に勉学に励みます。

目を履修します。学生の希望とTOEIC の結果に応じて、

み、コミュニケーション能力も養っていきます。2年次の中級では、週に2つの必修科目によって、

よりレベルの高い「上級英語」
に振り替えることも可能で

テキスト講読、検定試験準備、コミュニケーション能力のアップなど、個々人の関心に応じて学

す。ほかにも、振替科目として「基礎英語」があり、各

習することも可能です。また初習外国語の勉強によりいっそう力を注ぎたい人は、1 年秋学期と

自の習熟度に合わせて学ぶことができます。3・4 年次で

2 年春・秋学期に《プラスワン》生として選択科目をプラスして履修することができます。2 年間

は、多彩なテーマの選択科目「発展英語」
が開講され、15

の学習で基礎を固めたあと、3 年次の少人数の上級科目でさらに実践力を養うと、
「継続は力」

〜20名の少人数制授業で英語力を確かなものにします。

を実感します。もちろん各言語が使用される社会や文化にもますます精通してきます。さらに4

石黒 太郎 教授

古英語とラテン語の語学的研究

松原 陽子 教授

フランスの近代文学、日仏文化

年次の発展科目で、高度な語学力に磨きをかけて、自信を持って社会へ羽ばたきましょう。

小宮 彩加 教授

ヴィクトリア朝英国の社会と文化

久松 健一 教授

外国語教育
（教材分析を中心として）

泉 順子 教授

文学・環境・ウェルネス

浅間 哲平 専任講師

フランス小説の歴史

中島 渉 教授

近世イギリスの文学と思想

ルブレクト, ブライアン G. 教授

新型コロナウイルスと日本大学生の出席

中国語教員

ジェームズ, アンドリュー S. 教授

現代イギリス文学、カナダ文学、アメリカ文学、短編小説論
ワインの言葉、ワインと観光

石井 知章 教授

瀧口 美香 准教授

西洋美術史

三田 剛史 准教授

20 世紀中国経済思想史

小澤 央 准教授

19 〜 20 世紀英語文学、近現代ユートピア

水谷 尚子 准教授

近現代中国史、中国「少数民族」研究

今野 史昭 准教授

初期近代イギリス演劇

海田 皓介 准教授

英語の歴史・ゲルマン語学

®

PICK UP

注目授業

言語の理解を通じて文化にふれる
既習外国語
（英語）
小宮 彩加
教授

語学力の向上には、言葉そのもの
だけでなく、言葉の「向こう側」にあ
る精神をつかむことも重要です。い
くら英語が得意でも、伝える内容が
伴わなければ、相手に話を聞いても

ドイツ語でビジネスは夢じゃない！
初習外国語
（ドイツ語）
コヴァリク・ユタ
教授

ドイツ人、オーストリア人、スイ
ス人などのドイツ語母語者はおよそ
1 億人です。また中東欧地域では英
語よりもドイツ語を話す人が多いた
め、ドイツ語は間違いなく現代の欧

［ 専 任 教 員 氏 名 お よ び 研 究 テ ーマ ］
英語教員

フ ラン ス 語 教 員

韓国語教員
李 英美 教授

らうことは難しいでしょう。商学部

州ビジネスの現場でも重要な言語で

ド イツ 語 教 員

の英語教育は、言語の理解を通じて

す。ヨーロッパ通のビジネスパーソ

広沢 絵里子 教授

精神分析と自伝、ドイツ語圏の文化

内外の文化に触れ、自立した「個」

ンを目指して、この美しい言語を大

渡辺 徳美 教授

ドイツ戦後文学、ドイツ語圏の芸術史

にふさわしい教養を身につけること

学で勉強してみませんか？ドイツ語

コヴァリク, ユタ 教授

外国人のためのドイツ語教育、ドイツ文学

を目指しています。ぜひ、高い意識

と一緒に学ぶドイツの文化や社会に

を持って学んでみてください。

も発見があるでしょう。

School of Commerce

韓日法制史、法の継受関係と影響関係の研究

スペ イン 語 教 員
井関 睦美 教授

中米古代史、認知考古学、物質文化論

敦賀 公子 特任准教授

社会言語学、多文化共生論、ラ米地域研究

日本語 教 員
黒﨑 典子 准教授

29

中国社会主義市場経済体制下の労働問題

日本語教育における口頭表現指導法

MEIJI UNIVERSITY
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国際交流

商学部独自の留学支援

商学部主催 短期留学プログラム

商学部は、国際交流の推進に力を入れています。「留学生交流の基本方針」を学内で初めて策定し、
国際交流全般について、国際教育センターおよび商学部国際交流委員会を中心とした支援体制を確立しています。

フレンチファッション・プログラム

1

フランス・モダールインターナショナル学院

けながら、充実した環境の中で専門科目や語学の勉強ができます。

商学部独自の協定校

また、商学部国際交流委員会は「国際交流フォーラム」を年に

ファッションの本場パリで約 2 週間、第一線で活躍する講師陣から、ラグジュアリーブ
ランドの歴史やファッションビジネス、マーケティング戦略を学びます。講座に加え、老
舗ブランドの工房見学など業界の裏側も体験できます。授業は英語で行われます。

1 度開催し、学生と教員が海外での経験を報告し合ったり、国際
明治大学は多数の海外の高等教育機関等と交流協定を結んで

交流についてともに考えたりしています。留学は語学力が身につ

いますが、商学部にはさらに学部独自の協定校が 6 校あり、商学

くだけではなく、異文化でのさまざまな体験を通して大きく成長す

部生の協定校への留学と協定校の学生の受け入れを推進していま

る機会となります。留学することで得る、優れたコミュニケーション

す。交換留学生として協定校へ留学すると、親身なサポートを受

能力は将来国際社会で活躍する際に大いに役立つでしょう。

2

韓国の日系企業研修・フィールドワーク
韓国・ソガン大学

韓国の名門大学ソガン大学で国際ビジネスシーンで活躍できる語学力を身につける
ための語学授業を行い、また韓国進出の日系企業で企業研修を実施します。併せて、
ソウル市内各地で、韓国社会の消費文化・レジャー文化などを調査するフィールド
ワークを行います。

3

ＥＢＡ：English and Business Program ㏌ Auckland
ニュージーランド・マッセイ大学

カーディフ大学カーディフビジネススクール
（イギリス・カーディフ）

パリ商業高等大学マネジメント学部
（フランス・パリ）

ブレーメン経済工科大学
（ドイツ・ブレーメン）

ニュージーランドで開催する英語とビジネスを学ぶためのプログラム。ビジネスシー
ンでの英語表現を学ぶほか、世界のビジネストレンドを、講義形式やマッセイ大学の学生
とのワークショップで学びます。参加者は全員現地でホームステイします。

4

中華圏のビジネスと文化―香港と台湾
香港・香港理工大学/台湾・東呉大学

香港と台湾の大学での講義、企業訪問、マーケット見学、ワークショップ、現地経営者
や学生との交流などを通じ、世界経済で存在感を増す中華圏の重要な役割をなす香港と台
湾のビジネス環境、経済発展の現状、異文化コミュニケーションに関する理解を深めます。

延世大学 人文社会科学学部
（大韓民国・ウォンジュ）

レンヌ商科大学
（フランス・レンヌ）

マッセイ大学
（ニュージーランド・オークランド）

STUDENT VOICE
ドイツ・ブレーメン
経済工科大学へ留学
2019年9月〜
2020年3月まで

グローバル・
ビジネスコース
2021年卒業

田口 貴大
東京都立
文京高等学校卒業
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（本人写真中央）

より実践的に言語を学びながら、

5

The World of Australian Wine
オーストラリア・カーティン大学

オーストラリアにあるカーティン大学で、ワインの製造と販売を切り口にしてビジネス
を学ぶことができるプログラムです。研修中は英語でワインの製造のマーケティング、他
国他企業に競り勝つためのブランディングの手法などを学び、ワイナリーやホテルサービ
スなども見学・体験します。

自分の専門分野が学べる

海外に出て、多くの経験をしたいという理由で

だったと思います。また、授業外でも、
ドイツ人の

私の留学への挑戦は始まりました。中でも、ブ

友人の家に遊びに行ったり、素敵な街並みを観

レーメン経済工科大学を選んだ理由は、英語と

光したり、すべてが新鮮でした。ブレーメン市内

第二外国語のドイツ語の両方を学ぶためです。

は、生活には困ることのない街でとても快適に過

留学当時は両言語を使い分けて生活していまし

ごせます。私は、留学は言語の習得はもちろん、

た。授業では発言する機会やプレゼンテーショ

文化の多様性、そして挫折を克服したことからく

ンをする機会が多く、より実践的に言語を学びな

る自信など、多くのことを身につけることができるた

がら、自分の専門分野が学べるため、とても充実

め、本当に魅力的な経験だと思います。大学生

した留学生活でした。特に、さまざまな国の学生

活という貴重な時間を、ぜひ留学等のスキルアッ

とプレゼンテーションをしたことはとてもいい経験

プにつながる時間に充ててほしいと思います。

STUDENT VOICE
イギリス・カーディフ大学から
明治大学へ留学
2021年9月〜 2022年7月まで

Emi FRANK

Being fully immersed into a culture and society is
such an amazing way to understand a language
I think being fully immersed into a culture and

Studying at Meiji university was always a goal of

society is such an amazing way to not just learn, but

mine as not only is it an amazing university in the

to understand a language. When deciding on what

centre of Tokyo, but my grandfather also graduated

degree and university I wanted to apply to, the study

from Meiji University in 1957 and has always

abroad aspect was very important. I chose a degree

mentioned how he loved and enjoyed his time there.

at Cardiff University that included a year abroad and

He was also in the School of Commerce, and I feel

luckily Meiji University was a partner university.

very lucky to have been able to follow in his footsteps.
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大学院商学研究科

資格に強い商学部

大学院商学研究科では明治大学商学部における教育を基礎に、より一層高度な知識と教養を深めることができます。

商学部には、資格取得に関連するさまざまな授業があります。

大学院進学を卒業後の選択肢のひとつに加えてみませんか。

商学部で学ぶことで、資格試験や各種公務員試験受験のための準備をすることが可能です。

現代の商学は、高度でダイナミックに展開しており、問題解

が進学するほかにも、海外からの留学生の受け入れや協定校留

大学の授業は必ずしも資格の取得を目指すものではありません

が、資格は、取得することが最終目的ではなく、それを実作業へ

決能力の養成が強く求められています。伝統ある商学部に基

学制度による国際交流、シニア院生や社会人の受け入れにも積

が、商学部で学ぶことで受験のための有効な準備ができます。商

活用することが目的です。資格を取得することで、実務を行う上

礎をおく商学研究科は、これまで数多くの有能な実務スペシャ

極的に対応しています。商学部からの大学院進学については、

学部の授業と関連のある資格には以下のようなものがあります

での学問的な土台を形成することができるでしょう。

リストと優秀な研究者を実業界・学界に送り出してきました。

学部の成績を重視した学内選考や 3 年早期卒業制度が設けら

商学研究科は開かれた大学院であり、商学部から多数の学生

れています。

［ 各 種 資 格 試 験と商 学 部 教 育 ］
関連する商学部の授業

［ 商 学 部 か ら大 学 院 商 学 研 究 科 へ の 道 ］
商学部の4年間

博士前期課程2年間

博士後期課程3年間

高度な専門知識を
学ぶ2年間

本格的に学問を
究める3年間

コースを自由に選択
◦ アプライド・エコノミクス

学内選考

◦ マーケティング

7 月中 旬
2 月下旬

◦ ファイナンス&インシュアランス
◦ グローバル・ビジネス

8つの系列
修士論文の執筆

◦ マネジメント
◦ アカウンティング

修士の学位を取得

◦ クリエイティブ・ビジネス

入学試験

（学内選考・
一般入試）

2 月下旬

博士論文の執筆

博士の学位を取得

一般入試
9 月中下旬
2 月下旬

4 年次に16 単位を上限として大学院科目
を履修することができます
（ 進学後、大学

スペシャリスト、

主な業務の内容

公認会計士

企業の財務諸表と内部統制の監査を独占的に
行う会計専門職業人。ほかに税務やコンサルテ
ィング業務を通じて経済社会を支援

「経済学」
「簿記学」
「会計学総論」
「財務会計論」
「税務会計論」
「企業法」
「租税法」など

税理士

税務、会計関係業務。企業運営上の経理、税務
上の経営コンサルティング業務など

「 証券市場論」
「 機関投資家論」
「 金融取引論」
「会計学総論」
「財務会計論」
「経営分析論」
「経
済学」
「統計学」など

証券アナリスト

会社や産業を研究・分析し、証券・株式への投
資について投資家などにアドバイスを行う

「 生産管理論」
「 情報管理論」
「 経営情報シス
テム論」
「経営労務論」
「マーケティング管理論」
「流通システム論」など

中小企業診断士

（1次 ）経済・財務会計・経営などに関する知識
企業の経営状態の診断、改善点の指摘、指導、
（2次）中小企業の診断および助言に関する実務
経営コンサルティング業務
事例など

「金融論」
「証券市場論」
「機関投資家論」
「保
険学」
「 損害保険論」
「 生命保険論」
「 保険リ
スクマネジメント論」など

ファイナンシャル・
プランナー
（F・P）

顧客に応じた貯蓄計画、投資対策、保障対策、
税金対策等の資産設計業務

金融資産・不動産運用設計、ライフプランニング、
リタイアメントプランニング、リスクと保険、タック
スプランニング、相続・事業継承設計など

「労働法」
「経営労務論」
「労使関係論」
「社会
保障論」など

社会保険労務士

労働社会保険諸法令に基づく申請書・帳簿書
類の作成、申請書等の提出代行、労務管理・社
会保険に関する相談

労働基準法等の労働社会保険法令、労務管理
そのほかの労働および社会保険に関する一般常
識

「 貿易論」
「 貿易商務論」
「 貿易政策論」
「 国際
マーケティング論」など

通関士

輸入申告書・輸出申告書等の通関書類の審査、
税関調査・検査・処分についての主張・陳述など

通関業法、関税法、関税定率法その他関税に関
する法律および外国為替および外国貿易法

［ 経理研究所］
明治大学国家試験指導センター経理研究所は、1948 年に設立された日
本初の公認会計士養成機関で、多くの公認会計士を輩出しています。日商
簿記検定 2 〜 3 級合格を目指す簿記講座と公認会計士試験の計算力をつ

大学院進学の3 つのポイント

STUDENT VOICE

■ 8 つの系列からなる大学院
経済系列

商業系列

経営系列

会計系列

金融・証券系列

保険系列

交通系列

貿易系列

■しっかりしたサポート体制
大学院研究奨励奨学金（A・B）
日本学生支援機構をはじめとする奨学金

■商学部から大学院への進学 学内選考基準（ 2021 年度）
7 月と 2 月の学内選考入学試験の場合、商学部 4 年次在籍者で以
下①または②のいずれかの条件を満たす必要があります。

大学院生からのメッセージ

奥深い会計分野の先に
人々の豊かな人生を見据えて
研究に邁進しています
大学院商学研究科博士前期課程
1年

三谷 健太朗

神奈川県立横浜緑ヶ丘高等学校卒業

学部生時代に所属していた千葉修身先生のゼミナールで、会計研
究の奥深さや面白さ、現代会計を専門とする意義を教わりました。
会計分野をより深く学びたいと考え、大学院への進学を決意。研究

ける会計士講座を開講し、学習に最適な支援サポートが受けられます。

STUDENT VOICE

初めて学ぶ人でも
基礎から段階的に学べる
カリキュラムです
アカウンティングコース
4年

伊達 尚人

公認会計士の資格の勉強の過程で、会計について広く学びました。
企業の経営や経済を読み解くことのできる会計は、ひとつの言語のよ

金の先行きが不透明なこれからの時代で、私的年金に関する研究は

うなものだと思います。会計を学ぶのは初めてでしたが、入学直後か

重要になってくると考えています。将来は、専門である会計分野の

ら簿記 3 級のコースが始まり、資格取得へスムーズに移行できるので、

②卒業要件科目から 100 単位以上を修得し、修得した基本科目、

職に就きたいと考えています。目標は人々の不安を少しでも取り除き

完全な初学者でも取り掛かりやすいカリキュラムでした。将来は監査

基幹科目および商学専門演習について、
「S」または「A」の評価の

安心して豊かな人生を送っていただけるようサポートすることです。

法人でさまざまな企業を見る中で、専門領域を探していきたいです。

「A」の評価の単位が 50% 以上であること

会計学（簿記論、財務諸表論）
、各種税法
（1次 ）証券分析とポートフォリオ・マネジメント、財
務分析、経済
（2次）上記3科目に職業倫理・行為基準が加わる

［ 経理研究所特別会計研究室入室試験］
場所

対象者

募集時期

選考方法

駿河台

短答式試験
受験経験者

7月・2月

筆記試験
（会計学）
・
書類審査・面接

和泉

短答式試験
未受験者

随時受付

書類審査・面接

MESSAGE

卒業生メッセージ

商学部の授業と
経理研究所の資格講座で
会計の本質を理解できました
有限責任 あずさ監査法人勤務

佐藤 志保

商学部商学科 2021年卒業
岩手県立花北青雲高等学校卒業

埼玉県立浦和西高等学校卒業

の対象は、退職給付会計と呼ばれる企業年金に関わる会計。公的年

①卒業要件科目から 100 単位以上を修得し、そのうち「S」または

試験科目（部分）
（短答試験）財務会計論、管理会計論、監査論、企業法
（論文試験）会計学、監査論、企業法、租税法、そのほか
選択科目として経営学、経済学、民法、統計学から1科目

研究者など

資格取得など

院で修得した科目として申請できます）。

商
学
部
の
実
践
型
教
育

資格

「 簿記学」
「 会計学総論」
「 会計特殊講義」
「経
営学総論」
「 金融総論」
「 統計学」のほか、アカ
ウンティングコースの基幹科目と他コースの科目

3・4 年次のアカウンティングコースの授業では、会計の知識
について深く学べました。そのおかげで、経理研究所の簿記講
座での勉強でも会計について本質から理解することができまし
た。現在は監査法人で、新規上場を目指す会社の監査を担当し
ています。大学で学んだ会計の本質を丁寧に伝え、会社の将来
に寄り添えるような会計士になっていきたいです。

単位が 50% 以上であること
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商学部の就職実績

ジョブ・インターンシップ

就職するにあたって、もっとも実用的な学問を学ぶことができる商学部。

商学部では 3 年生を対象にインターンシップを実施しています。

実際に商学部の内定率は高く、就職先は多岐にわたります。

学習意欲の向上、職業意識の形成、社会におけるマナーの会得、責任感・自立心の確立を目指します。

めまぐるしく変動する世界情勢に伴い、企業の採用状況も大

して、
「業界研究セミナー」
「就職能力・適性検査」
「就職活動体

インターンシップとは、
「学生が在学中に企業などで自らの専

理論を、受入機関で実践することが可能となり、またインターン

きく変化しています。このような中、明大生の内定率は、大学全

験報告会」
「学内セミナー」など、さまざまな行事を実施していま

攻や将来のキャリアに関連した就業体験を行う制度」のことで

シップでの実務体験を、大学でのその後の学習・研究にいかすと

体の平均を大きく上回り健闘しています。これは、本学卒業生

す。また、商学部ゼミナール協議会でも、就職関連のイベントを

す。学生時代の通常のアルバイトとは異なり、企業や公共機関

いう道が拓けます。とりわけ、実学としての性格を強くもつ商学

の社会での活躍が高い評価を得て、
「就職に強い」伝統を築いたこ

開催しています。就職は将来を決める大きな節目です。自己分

などで人事、総務、経理、企画、営業といった正社員と同じ仕事

部においては、このような実践の場が大切です。またこの経験は、

との表れと考えられます。就職キャリア支援センターでは、3 年

析をしっかりと行い、大学で修得した知識・資格などをいかせる

を体験することができます。これにより、学内の講義で学習した

自身の就職活動の際に必ず役に立ってくるでしょう。

次の 10 月上旬から開始する「就職・進路ガイダンス」をはじめと

就職を目指して、果敢にチャレンジしてください。

■ 業種別 就職状況

■ 主な就職先企業・団体名

（2021年度卒業者）

金 融 業 、保 険 業

■宿泊業、飲食サービス業 0.3%

■電気·ガス·熱供給·水道業 0.5%

■教育・学習支援業 0.9%

その他 2.2%

■医療・福祉 0.8%

■公務 3.8%

■生活関連サービス業、娯楽業 0.4%

■卸売業、小売業

■複合サービス事業 0.4%

13.3%

■運輸業、郵便業
2.1%

12.7%

■情報通信業

・株式会社みずほフィナンシャルグループ
・株式会社横浜銀行

ジョブ・インターンシップ

配当学年

商学部3 年次
（学年指定）

実習期間

・東京海上日動火災保険株式会社

する成果報告会を開催しています。これには受入企業・機関の
方や商学部の 2 年生も参加し、実習先での実習内容や成果、改善

夏季休業中、約2 〜 3週間
（受入機関により、期間は多少異なります。
）

点、インターンシップを通して学んだことなどを発表します。こ
の報告および発表が定期試験に相当します。

・損害保険ジャパン株式会社
・第一生命保険株式会社
情報通信業

［ 2021 年度実習受入協力機関］

・日本放送協会
・株式会社エヌ・ティ・ティ・データ
・日本アイ・ビー・エム株式会社
・楽天グループ株式会社
製造業

ＮＰＯ法人ＤＳＳ

太平洋セメント販売株式会社

ポラス株式会社

三浦市役所

株式会社ルネサンス

・株式会社バンダイ

（順不同）

・大日本印刷株式会社

■金融業、保険業

実習終了後には、
「成果報告書」を作成するとともに、各自の
インターンシップにおける成果をプレゼンテーション形式で発表

・日本生命保険相互会社

・アサヒビール株式会社

（2019年度の様子 ※2021年度はオンラインで実施）

・日産自動車株式会社
学 術 研 究 、専 門・技 術 サ ービ ス 業
・有限責任監査法人トーマツ
・有限責任あずさ監査法人

12.4%

■学術研究、専門・
技術サービス業

・アクセンチュア株式会社

インターンシップReport

・株式会社博報堂
・キリンホールディングス
卸 売 業 、小 売 業
・伊藤忠商事株式会社

［受入機関］

・三菱商事株式会社

■建設業 3.4%

科目名

・凸版印刷株式会社

13.0%
26.1%

・株式会社三井住友銀行

・Ｓｋｙ株式会社

■サービス業（他に分類されないもの）3.4%

■製造業

・株式会社三菱ＵＦＪ銀行

■インターンシップ成果報告会

［ ジョブ・インターンシップの 概 要 ］

■不動産業、物品賃貸業 4.3%

・株式会社ニトリ

グローバル・ビジネスコース
3年

望月 玲於奈

※パーセンテージは四捨五入された数字のため、合計しても100％にならない場合があります。

東京都私立明治大学付属中野八王子高等学校卒業

就職活動体験談
大学の手厚いサポートのおかげで
苦手を克服でき、内定につながりました

特任講師

自己分析とさまざまな仕事への理解を通じて、自分がどのよ

インターンシップでは、企業の協力のもとで様々な業務を

うに社会へ貢献できるのかを知るためにインターンシップへの参

実際に体験します。事前講義では、ビジネス現場で社会人と

加を決めました。選択したのは、ずっと携わってきたスポーツに

して必要なビジネスマナーを身につけ、業界研究をおこない、

関わる仕事ができる企業です。インターンシップでは、スポーツ・

業界や企業の理解を深めていきます。事前に学ぶことで、現

練習を重ねて克服。話の構成やポイントな

フィットネスという 1 つの業界でもさまざまな仕事があることを

場でも積極的に取り組むことができます。また、グループワー

テルモ株式会社勤務

ア支援センターの模擬面接がとても役立

どについて具体的なアドバイスをもらえた

知りました。地域の健康増進、健康経営、実際の店舗での営業

クリエイティブ・
ビジネスコース
2018 年卒業

クを通じて、客観的に自分を知ることで、職業選択、キャリア

ちました。最初は面接に対する苦手意識

点が良かったです。また、先輩たちの就職

や、国民全体の健康への貢献など、それぞれの企業が多様な役割

形成についても考えていきます。実際にビジネスを体験する

が強く、選考時期が早かった企業では思う

活動記録も非常に参 考になりました。企

を持っていることを再認識。視野が広がったと感じます。また、

ことで、将来の自分のキャリアについても考える良い機会にな

ように次に進めませんでした。しかし、志

業の傾向がわかるので、次がどんな面接

自分の強みはリーダーシップを発揮することで周囲に良い影響を

ります。みなさんもビジネス体験をして自分の世界や視野を

望度の高い大手企業の選考が始まる前に

で誰が面接官なのかなど、ある程度想定

与えられることだと気づくことができました。その力はインター

広げてみませんか？

模擬面接のサポートを利用し始め、何度も

して面接に臨めたのが心強かったです。

ンシップを通じてさらに磨けたと思います。

茨城県立
水戸第二高等学校卒業

School of Commerce

中山 千尋

就職活動に取り組むうえで、就職キャリ

安倍 桜子
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少し早くビジネス体験を！

株式会社ルネサンス

・三菱食品株式会社
（順不同）

INTERVIEW

担当教員メッセージ

MESSAGE

MEIJI UNIVERSITY
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入試情報

入試情報

国

詳細は、明治大学ホームページに公開される入学試験要項をご確認ください。
一般選抜：11月上旬公開予定
公募制特別入試：7月上旬公開予定

前期︵ 科 目 方 式 ︶

各入学試験について、今後変更が生じた場合はホームページおよび各入学試験要項で
お知らせしますので、ご確認ください。

■学部別入学試験

学部別入学試験における「学部別方式」と「英語4技能試験利用方式」は併願可能です（入試問題は同じ）。
学部別方式：485名、英語4技能試験利用方式：15 名

出願期間

1月6日
（金）〜 1月27日
（金）※消印有効
時限

外国語

1時限（80 分）

国語

2時限（60 分）

科目
英語（コミュニケーション英語Ⅰ・コミュニケーション英語Ⅱ・コミュニケーション英語Ⅲ・英語表現
Ⅰ・英語表現Ⅱ）
、ドイツ語、フランス語から1科目選択
国語総合（漢文の独立問題は出題しない）
世界史B、日本史B、地理B、政治・経済、数学
（数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学A
「 場合の数と確率・整数の性
質・図形の性質」・数学B「数列・ベクトル」）から1科目選択

地理歴史、公民、数学 3時限（60 分）
英語

合計（3 科目）
技能試験利用方式

4

★英語

1時限（80 分）

国語

2時限（60 分）

英語（コミュニケーション英語Ⅰ・コミュニケーション英語Ⅱ・コミュニケーション英語Ⅲ・英語表現
Ⅰ・英語表現Ⅱ）★英語4技能試験（資格・検定試験）のスコアを出願資格として利用。
国語総合（漢文の独立問題は出題しない）
世界史B、日本史B、地理B、政治・経済、数学
（数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学A
「 場合の数と確率・整数の性
質・図形の性質」・数学B「数列・ベクトル」）から1科目選択

地理歴史、公民、数学 3時限（60 分）

合計（3 科目）

■全学部統一入学試験

2月16日
（木）
2月24日
（金）
3月3日
（金）※消印有効

配点

出願期間

試験科目・
配点

出願期間
※消印有効

試験日
合格発表日
手続締切日

前期
（4 科目・5 科目・6 科目方式）
：1月6日
（金）
〜 1月13日
（金）
後期：2月20日
（月）
〜 2月27日
（月）

前期︵
科目方式︶

前期︵ 科目方式︶

5

試験日

200点

科

200点

「物理基礎」、
「化学基礎」、
「生物基礎」、
「地学基礎」、
「物理」、
「化学」、
「生物」、
「地学」
（注1）
「理科①」
を利用する場合は、
「理科①」
のうちから2科目を選択し、
この2科目を以て1科目とみなす。
大学入学共通テストの配点100点を200点に換算する。

800点

本学部の教育目標は、商学の専門知識と深い人間理解力とを備えた人材の育成です。その目標を達成するために、本学部の専門教育の基礎的分野を学び、入学後に必要
となる国語力、英語力、社会科学、人文科学、自然科学の基礎的な事柄を身につけた者を対象とします。

【基本条件】高等学校（特別支援学校の高等部を含む）
もしくは中等教育学校を2022 年 4 月1 日から 2023 年 3 月 31 日までに卒業または卒業見込みの者

出願資格・条件

留学

TOEFL利用

国際バカロレア認定

高等学校在学中に留学経験があり、30単位以上の単位を高等
学校において認定されている者。なお、
ドイツ語、フランス語で
の受験を希望する者は、以下の条件を満たしていること。
・ドイツ語学文学振興会ドイツ語技能検定試験「2級」以上
の合格
・フランス語教育振興協会実用フランス語技能検定試験
「2級」以上の合格

出 願 締 切日から
遡って2年以内に
受 験 し たTOEFL
iBT® テストスコア
の証明書を出 願
期 間までに提 出
できる者。

学 校 教 育法 第1条に規 定され
ている学校で
「国際バカロレア
（IB）
」認定校を2022年4月1日か
ら2023年3月31日までに卒業ま
たは卒業見込みの者で、ディプ
ロマ・プログラム
（DP）
のカリキュ
ラムを学習している者。

試験科目
『国語』
『 英語』
『簿記・会計』
、
『情報関係基礎』

200点

大学入学共通テストの配点100点を200点に換算する。

（注1）
「理科①」
を利用する場合は、
「理科①」
のうちから2科目を選択し、
この2科目を以て1科目とみなす。
大学入学共通テストの配点100点を200点に換算する。

『数学Ⅰ
・数学A』、
『数学Ⅱ・数学B』、
『簿記・会計』
『情報関係基礎』
、
から1科目

大学入学共通テストの配点100点を200点に換算する。2科目を受験した場合には、高得点の科目の成績を合否判定に利用する。
『簿記・会計』、
『情報関係基礎』
は、高等学校において、
これらの科目を履修した者および文部科学大臣の指定を受けた専修学校の高等課程を修了した者（見込者を含む）
に限る。

800点
200点
200点

試験科目

配点詳細

配点

『国語』

近代以降の文章のみ、大学入学共通テストの配点100点とする。
左記科目から1科目選択。
『英語』
は、リスニングを含む大学入学共通テストの配点200点を250点に換算する。
『ドイツ語』・
『フランス語』は、大学入学共通テストの配点200点を250点に換算する。

100点

『 英語』
『
、ドイツ語』
『
、フランス語』

「世界史 B」
「日本史
、
B」
「地理
、
B」
「現代社会」
、
、
左記科目から1科目を選択。
「倫理」
「
、政治・経済」
『
、倫理、
政治・経済』
、
2科目以上を受験した場合には、高得点の科目の成績を合否判定に利用する。
『数学Ⅰ
・数学 A』
『
、数学Ⅱ・数学 B』

（注1）
「理科①」
を利用する場合は、
「理科①」
のうちから2科目を選択し、
この2科目を以て1科目とみなす。

800点

100点
450点

本学部の教育目標は、商学の専門知識と深い人間理解力とを備えた人材の育成です。本入試制度の目的は、その目標を達成するために、本学部の専門教育に関連する
基礎学力に秀でた生徒を受け入れることです。そのため、全国商業高等学校長協会の会員校に所属し、本学部において勉学することを強く希望する者を対象とします。
募集人数

25 名

選考方法

口頭試問 2022年11月26日
（土）※出願書類による予備審査を実施します。

出願期間

2022年10月17日
（月）
〜 10月24日
（月）

合格発表日

2022年12月8日
（木）

出願資格・
条件
200点
（100点 2）

250点

■公募制特別入学試験（全国商業高等学校長協会会員校対象特別入学試験） ※Web出願ではありません

200点

●下記の3教科15科目のうちから2科目を選択。
（注1）3科目以上を受験した場合には、
高得点の2科目の成績を合否判定に利用する。
「地理歴史」
「公民」
および
「理科」
は、
第1解答科目・第2解答科目にかかわらず合否判定対象とする。
同一教科内について、
2科目の使用も可。

地理歴史 「世界史B」
「日本史B」、
、
「地理B」
公
民 「現代社会」、
「倫理」、
「政治・経済」、
『倫理、政治・経済』
「物理基礎」、
「化学基礎」、
「生物基礎」、
「地学基礎」
「物理」
、
「化学」
、
「生物」
、
「地学」
、
理
科

350点

合計（3 科目）
200点

配点
100点
100点
150点

【留学・TOEFL 利用・国際バカロレア認定】

大学入学共通テストの配点100点を200点に換算する。

「物理基礎」、
「化学基礎」、
「生物基礎」、
「地学基礎」
「物理」
、
「化学」
、
「生物」
、
「地学」
、

5名

配点詳細
近代以降の文章のみ、大学入学共通テストの配点100点とする。
リスニングを含む大学入学共通テストの配点200点を100点に換算する。
左記科目から1科目を選択。大学入学共通テストの配点100点を150点に換算する。
合計（3 科目）

200点

「世界史B」
「日本史B」、
、
「地理B」

「現代社会」、
「倫理」、
「政治・経済」、
『倫理、
政治・経済』

8名
12名
2022年 12月9日（金）〜 12月15日（木）
2023 年 2月13日
（月）

15名

【商業】

前期
（4 科目・5 科目・6 科目方式）
：2月13日
（月）
後期：3月10日
（金）
前期
（4 科目・5 科目方式）
：3月3日
（金）
手続締切日※消印有効
前期
（6 科目方式）
：3月10日
（金） 後期：3月24日
（金）
配点
200点

大学入学共通テストの配点100点を200点に換算する。2科目を受験した場合には、高得点の科目の成績を合否判定に利用する。

商業
高等 学 校の商
業に関する学科
または 総 合 学
科で商業に関す
る 科 目 を20単
位以上履修して
いる者。

募集人数
出願期間
合格発表日

※「令和5 年度大学入学共通テスト受験案内」を参照してください。

『数学Ⅰ
・数学A』、
『数学Ⅱ・数学B』
から1科目

合計（5科目）

800点
200点

550点

合格発表日

いずれかを欠席した場合は英語欠席者とし、合否判定の対象外とする。

学

「倫理」、
、
「政治・経済」、
『倫理、政治・経済』
民 「現代社会」
大学入学共通テストの配点100点を200点に換算する。

100点

1月14日
（土）
／ 1月15日
（日）

合計（4科目）
国
語 『国語』
『英語』、
『ドイツ語』、
『フランス語』、
『韓国語』
から1科目
外 国 語 『英語』は、リーディング100点を120点、リスニング100点を80点にそれぞれ換算し、計200点とする。
『英語』
を選択する受験者は、
リーディングとリスニングの双方を受験すること。
数

100点

200点

大学入学共通テストの配点100点を200点に換算する。
2科目を受験した場合には、
高得点の科目の成績を合否判定に利用する。

合計（4 科目）

●下記の3教科15科目のうちから1科目を選択。
（注1）2科目以上を受験した場合には、
高得点の科目の成績を合否判定に利用する。
「地理歴史」
「公民」
および
「理科」
は、
第1解答科目・第2解答科目にかかわらず合否判定対象とする。

科

『数学Ⅰ・数学A』、
『数学Ⅱ・数学B』
から1科目

理

450点

いずれかを欠席した場合は英語欠席者とし、合否判定の対象外とする。

理

試験科目・
配点

学

150点

100点

教科
科目
国
語 『国語』
『英語』、
『ドイツ語』、
『フランス語』、
『韓国語』
から1科目
外 国 語 『英語』は、リーディング100点を120点、リスニング100点を80点にそれぞれ換算し、計200点とする。
『英語』
を選択する受験者は、
リーディングとリスニングの双方を受験すること。

民

公

300点

Web出願

前期：4 科目50名、5 科目45名、6 科目30名
後期：30名

公

100点

「日本史B」、
、
「地理B」
地 理 歴 史 「世界史B」
大学入学共通テストの配点100点を200点に換算する。

100点

●下記の3教科5科目のうちから1科目を選択し、
受験する。2科目を受験した場合には、
高得点の科目を合否判定に利用する。

地理歴史

100点

●下記の2教科7科目のうちから1科目を選択。2科目を受験した場合には、高得点の科目の成績を合否判定に利用する。
「地理歴史」
「公民」
は第1解答科目・第2解答科目にかかわらず合否判定対象とする。

いずれかを欠席した場合は英語欠席者とし、
合否判定の対象外とする。

350点

2月5日
（日）
試験会場
2月13日
（月）
3月3日
（金）※消印有効

地理歴史、公民 3時限（60 分） 世界史B、日本史B、地理B、政治・経済から1科目選択
数学
4時限（60 分） 数学
（数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学A・数学B「数列・ベクトル」）
合計（3 科目）

4

（注1）
「理科①」
を利用する場合は、
「理科①」
のうちから2科目を選択し、
この2科目を以て1科目とみなす。
「理科①」
において2科目、
「理科②」
において1科目を受験した場合には、
「理科①」
２科目を1科目とみなし、
「理科①」
と
「理科②」
のうち高得点の科目の成績を合否判定に利用する。
「理科②」
において2科目を受験した場合には、
高得点の科目の成績を合否判定に利用する。
第1解答科目・第2解答科目にかかわらず合否判定対象とする。

●下記の3教科15科目のうちから1科目を選択。
（注1）2科目以上を受験した場合には、高得点の科目の成績を合否判定に利用する。
「地理歴史」
「公民」
および「理科」
は、第1解答科目・第2解答科目にかかわらず合否判定対象とする。

東京
（本学キャンパス）
、神奈川
（本学キャンパス）
、札幌、仙台、
1月6日
（金）
〜 1月17日
（火）※消印有効
名古屋、大阪、広島、福岡
教科
時限
科目
配点
外国語
1時限（60 分） 英語（コミュニケーション英語Ⅰ・コミュニケーション英語Ⅱ・コミュニケーション英語Ⅲ・英語表現Ⅰ・英語表現Ⅱ）、ドイツ語、フランス語から1科目選択※1
200点
※2
国語
2時限（60 分） 国語総合（漢文を除く）
150点

学

100点

■公募制特別入学試験（大学入学共通テスト利用特別入学試験） ※Web出願ではありません

全学部統一入学試験：80名

数

科

100点

合否判定は、大学入学共通テストの成績のみで行い、明治大学の個別学力検査等は行いません。
日程・方式間の併願は、
すべて可能です。商学部では、英語リスニングテストは必須です。
「理科①」…「物理基礎」、
「 化学基礎」、
「 生物基礎」、
「 地学基礎」を指します。
「 理科②」…「物理」、
「 化学」、
「 生物」、
「 地学」を指します。
募集人数

理

数

Web出願

■大学入学共通テスト利用入学試験

『簿記・会計』
『情報関係基礎』
、
は、
高等学校において、
これらの科目を履修した者および文部科学大臣の指定を受けた専修学校の高等課程を修了した者（見込者を含む）
に限る。

200点

「物理基礎」、
「化学基礎」、
「生物基礎」、
「地学基礎」
から２科目
（注1） または
「物理」、
「化学」、
「生物」、
「地学」
から1科目

150点

※1 配点100点を200点に換算する。※2 配点100点を150点に換算する。
募集人数

『英語』
は、
リーディング100点を120点、
リスニング100点を80点にそれぞれ換算し、計200点とする。
『英語』
を選択する受験者は、
リーディングとリスニングの双方を受験すること。
いずれかを欠席した場合は英語欠席者とし、
合否判定の対象外とする。

地 理 歴 史 「世界史B」
「日本史B」、
、
「地理B」
公
民 「現代社会」、
「倫理」、
「政治・経済」、
『倫理、政治・経済』
合計（6 科目）
国
語 『国語』
『英語』、
『ドイツ語』、
『フランス語』、
『韓国語』
から1科目
外 国 語 『英語』は、リーディング100点を120点、リスニング100点を80点にそれぞれ換算し、計200点とする。
『英語』
を選択する受験者は、
リーディングとリスニングの双方を受験すること。

試験科目・
配点

後期

学部別方式

試験科目・
配点

教科

試験日
合格発表日
手続締切日

数

200点

『数学Ⅰ
・数学A』
学 『数学Ⅱ・数学B』、
『簿記・会計』、
『情報関係基礎』
から1科目

6

Web出願

募集人数

語 『国語』
『英語』、
『ドイツ語』、
『フランス語』、
『韓国語』
から1科目

外国語

以下の⑴ 〜 ⑺ の条件をすべて満たすこと
⑴ 全国商業高等学校長協会会員の高等学校において、2023 年3月に卒業見込みの者
⑵ 全国商業高等学校協会主催の検定試験1級を6 種目以上合格した者
⑶ 日本英語検定協会主催の実用英語技能検定(CSE2.0)準2級以上に合格した者
⑷ 日本商工会議所主催の簿記検定試験2級以上に合格した者
⑸ 高等学校第3学年1学期
（または前期）までの全体の学習成績の状況が4.2以上の者
⑹ 高等学校第3学年1学期
（または前期）までの欠席日数が10日以内の者
⑺ 高等学校時に商業科あるいは商業に関する科目において学んだことを、大学入学後、さらに向上させるとともに、深い人間理解力も向上させたいという
強い意欲を持つ者

※公募制特別入学試験要項の入手方法は、明治大学ホームページでご確認ください。
（https://www.meiji.ac.jp/exam/reference/tgansho.html）
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