「個」
を強くする大学。

経営学部

SCHOOL OF
BUSINESS
ADMINISTRATION

2023

学 部 長 メッセージ

多様な価値観のもとで対応可能なマネジメントを

（続き）
■大学入学共通テスト利用入学試験（3科目方式・4科目方式）
教科

makes the world go round.

科目

国語

『国語』

明治大学経営学部は、時 代に即した柔軟な学びの

『 英語』、
『ドイツ語』
、
『フランス語』から1科目

外国語

配点
200点

れてきました。カリキュラム自体も、留学や資格取得が

250点

大学入学共通テストの配点200点を250点に換算します。
『 英語』
はリーデ
ィング100点、
リスニング100点の合計点200点を250点に換算します。
卒業
要件に影
響を及ぼすことのないよう、
学生の主体
実現を目指し、学部創設当初から設置されている経営
● 下記の4教科19科目のうちから2科目を選択。
学科と、
近時の環境変化や時代的要請に応じて設置さ
4
（注1）

試験科目・
配点

科

的な学びを尊重したものになっています。

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します。同一教科内について2 科目の使用も可。
「地理歴史」「公民」および「理科」については、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します。
れた会計学科、
公共経営学科の 3 学科から成っていま
目

地理歴史
「世界史B」
、
「日本史B」、
「地理B」
す。方
学部と
して目指すのは
「グローバル経営人材」
の育成
式

学部での学びを通して大いに意識してほしいのは
「多

角的検討視座」をもつことです。さまざまな立場や視点

公民

「現代社会」
、
「倫理」
、
「政治・経済」
、
『倫理、政治・経済』

数学

「数学Ⅰ」
、
『数学Ⅰ・数学A』、
「数学Ⅱ」
、
『数学Ⅱ・数学B』

と
「価値創造人材」の育成。この 2 本の柱を据え、学部

から、物事の正当性や合理性を問うことは、これからの

200点
（100点 2）

社会を生きるうえで大切な力になるでしょう。
どのような
独自の多様なプログラムを用意し
ています。
「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

（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科目とみなします。
事象、
問題に対し
ても
「なぜそうなるのか、なぜそのよう
それぞれの学科への所属は
2 年次からで、
1 年次では

合計（4 科目）

まず経営学部として学ぶべき教養科目や語学、そして 3

な考え方が適 正とされるのか」等について考える力を

学科を専門に学ぶうえで必要な基 礎を重点的に学び、

養ってほしいと考えています。その理由は、スピーディー

※
「理科①」…「物理基礎」
、
「化学基礎」
、
「生物基礎」
、
「地学基礎」を指します。

経営、会計、公共経営それぞれの視点から物事を多角
■特別入学試験
的に検討する力を育てます。

［ 外国人留学生入学試験 ］

に変化するこれからの社 会において、多様な環 境、価
値観が生まれる中で必要とされる対応能力は、多角的

私学の経営学部としては最も早く創設された本学部

かつ柔軟であることが求められると思うからです。ひとつ

は、経営学の学問的探究の厚さを誇ります。同時に、時

の知識や考え方にとらわれすぎることなく、おかれた状

募集人数

明治大学における試験を実施する入学試験（Ⅰ型）

出願期間

要項完成時期

試験科目

代の変化に応じてきたフットワークの良い学部だと自負
第一次選考

2022年9月14日
〜 9月22日
（木）
しています。
英語の 4（水）
技能入試や
1年次からのキャ
リア
第二次選考

40名

入学試験日

況で問題を発見し、それを解決していけるようなマネジ

書類選考

第二次選考 2022年12月17日
（土）
メント力を発揮できる人材になってほしいのです。
世界
口頭試問

で活躍できる柔軟で強い
「個」となってください。
教育、大学院に設置されている英語による授業科目との
書類選考のみによる入学試験（Ⅱ型）

5月下旬
（予定）

（Ⅰ・Ⅱ型）

出願期間
相乗り履修、そして早期卒業制度などは、
いち早く取り入試験科目
2022年9月1日
（木）
〜 9月8日
（木）

650点

̶

書類選考

※出願資格等の詳細については、要項をご確認ください。

■過去入試結果一覧
［ 2 022 年度入試結果 ］

［ 2 021年度入試結果 ］

デュアルディグリー・プログラム ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11

経営学部のゼミナール教育 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19

School of Business Administration

62.6

3.7

公共経営学科
経営学科
会計学科

40

373

363

102

230

135

58.7

3.6

公共経営学科
経営学科
会計学科

27

757

718

50

350

264

75.4

14.4

経営学科
会計学科

3

483

465

25

350

300

85.7

18.6

公共経営学科
経営学科
会計学科

25

1,575 1,571

336

-

-

-

4.7

公共経営学科

経営学科
外国語科目
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20
25
会計学科
608
608
209
-・
-・
-・
2.9
教養科目
・・・・・・・
・・・・
・・・・・
・・・・
・・・・・
・・・
・・・
・・・
・ 21
公共経営学科
基礎専門科目
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22
※学部別入試の合格者数は追加合格を含みます。
学科紹介
※ 大学入学共通テスト利用入試の合格最低点は非公開です。

■経営学科 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23

募集
人員

志願
者数

合格
者数

満点

合格
最低
点

合格
最低
競争率
得点
率

342

6,316 6,041 1,638

350

225

64.3

3.7

受験
者数

経営学科
会計学科
公共経営学科
経営学科
会計学科

40

337

327

96

230

132

57.4

3.4

27

833

792

158

350

264

75.4

5.0

公共経営学科
経営学科
会計学科
公共経営学科
経営学科
会計学科

3

動画と記事で学部を知る
「Step into Meiji University」
も
480
461
59
350
303 86.6
ぜひご覧ください

7.8

公共経営学科
経営学科
会計学科

25

1,433 1,428

351

-

-

-

4.1

公共経営学科
４科目方式

キャリア形成入門 / 特別講義 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18

219

３科目方式

ISIBM ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10

350

英 語４ 技 能３ 科 目 方 式

フューチャースキル講座（経営総合講義A・B）・・・・・・・・ 17

6,245 5,977 1,629

経営学科
会計学科

学科

３科目方式

フィールドスタディ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15

IBP ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 09

342

入
試
方
式

英 語４ 技 能 試 験 活 用 方 式

GREAT ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 07

合格
最低
競争率
得点
率

学部別３科目方式

グローバル・サービスラーニング ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14

合格
最低
点

大学入学共通テスト利用入試︵ 前期日程︶

グローバル経営人材の育成

満点

全学部統一入試

高度職業会計人養成トラック
（CAP） ・・・・・・・・・・・・・・ 13

合格
者数

受験
者数

学部別入試

カリキュラムの特長 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 05

志願
者数

４科目方式

01

価値創造人材の育成

３科目方式

経営学部概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 03

経営学部独自の学部間協定校 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12

募集
人員

公共経営学科
英 語４ 技 能３ 科 目 方 式

学部長メッセージ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 01

大学入学共通テスト利用入試︵ 前期日程︶

CONTENTS

３科目方式

全学部統一入試

1987 年明治大学経営学部卒業。1991 年明治
大学大学院経営学研究科博士後期課程退学
（2 年在籍）。明治大学経営学部専任助手、専任
講師、専任准教授を経て 2005 年より専任教授。
研究テーマは制度会計の基礎概念と特質の考
究。著書に『国際会計基準精説』
『比較会社法
会計論』
『初級簿記の知識』
（以上、共著）など。

４

技能試験活用方式

大倉 学（おおくら まなぶ）

英語

学部別入試

経営学部長

学科
学部別３科目方式

入
試
方
式

経営学科
卒業後の進路
25
会計学科 / 大学院経営学研究科・専門職大学院
639
638
220
2.9
早期卒業制度
・
・ 32
公共経営学科
就職
・キャリア形成支援 / 資格取得 ・・・・・・・・・・・・・・・ 33

※学部別入試の合格者数は追加合格を含みます。
就職実績 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34
※ 大学入学共通テスト利用入試の合格最低点は非公開です。

卒業生からのメッセージ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35

■会計学科 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25

懸賞論文制度 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35

教員紹介 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29

入試情報 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 37

■明治大学は、一般選抜（学部別入試・全学部統一入試・大学入学共通テスト利用入試）において
奨学金制度 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36
■公共経営学科 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27
すべてWeb出願です。パソコン・スマートフォン・タブレットから出願できます。
※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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経 営学 部 概 要

明治大学経営学部の強み

一人ひとりの問題意識や興味を引き出す、さまざま なプログラム
1953 年、明治大学経営学部は私立大学最初の経営学部とし

択され、徹底した国際化を進めています。この大学の強力な国際

て設立されました。それ以来、常に時代を牽引するビジネスリー

化に応じて、経営学部は「グローバルレベルでビジネスを創造・

ダーを送り出してきました。2002 年には経営学科、会計学科、公

推進する経営人材の育成」を教育目標とし、
「グローバル経営人

共経営学科の 3 学科制に変更し、学部教育の専門性を高めてい

材」
と「価値創造人材」
の育成のためにカリキュラムを設定してい

ます。

ます。GREATや英語による授業科目、学部独自の留学制度など、

2015 年からは学科所属を 2 年次からに変更する
ことで、学科内容を理解したうえで所属を決定できるようにしま

将来、海外で活躍しようと考えている人にぴったりのプログラム

した。学科間の垣根は低くしていますので、所属学科以外の演

です。また、
「個」を強くするという大学の理念に基づいて、体験

習（ゼミナール）
や専門科目も履修することができ、多様なニーズ

型授業やプロジェクト・ベースド・ラーニング、アクティブ・ラー

に対応できるようにしています。

ニングを積極的に取り入れています。これらの多くは答えの無い

Point 1

明治大学は文部科学省の「スーパーグローバル大学創成支援
事業（SGU）
」
に日本社会のグローバル化を牽引する大学として採

ビジネスリーダーを目指す
あなたの「想い」に応える学部

教育は今日に役立つ人間を
つくるのではない。

明日に役立つ人間をつくるのだ。

Point 1

学ぶ目的を明確にする
2 年次からの3 学科制度

1年次では、年々、複雑化・細分化する経営学の全体像を
把握し、基礎をしっかりと学び、2 年次からは経営学科、会
計学科、公共経営学科の 3 つの学科に分かれて、専門領
域に打ち込んでいける制度です。

佐々木 吉郎

（経営学部創設者・初代学部長）

Point 2

※表紙右下に描かれた坂は、佐々木吉郎先生に
ちなんで「吉郎坂」
と名付けられました。

問題に挑む授業です。予測が難しい現代社会において、マネジメ

▶詳細は P.23 〜 28

英語スキルと専門知識の融合を目指す
グローバル経営人材育成トラック GREAT

グローバル経 営 人 材 育 成トラック（GRE AT：Glob al
Resources English Applied Track）は英語スキルと専門

ントの方向性を決め、新しいビジネスを推進する力を養います。

知識をミックスさせたカリキュラムで、世界で通用する英語
能力と専門知識を同時に養い、
「グローバル経営人材」を育
成します。

［ 経営学部の教育の特 色 ］

STUDENT VOICE

STUDENT VOICE

自分で考え行動する
力を身につけたい！

グローバルなビジネス環境で
働きたい！
Point 4

Point 3

短期留学プログラム

ISIBM

▶詳細は P.10

デュアル
ディグリー・
プログラム

▶詳細は P.12

意しています。

フィールド
スタディ

STUDENT VOICE

地域再生と
街づくりに
役立ちたい！

Point 4

▶詳細は P.15 〜16

▶詳細は P.09 〜 12

公認会計士や税理士などを目指す
高度職業会計人養成トラック CAP

高度職業会計人養成トラック
（CAP：Course of Accounting
Profession）
では1年次から体系的に会計の専門知識とスキ
には修了証書が授与されます。
▶詳細は P.13

特別講義

Point 6

グローバル・
サービス
ラーニング

グローバル
経営人材の育成

▶詳細は P.18

価値創造
人材の育成

英語プレゼン
テーション
大会

▶詳細は P.07〜 08

STUDENT VOICE

▶詳細は P.20

海外でも通用する
知識を身につけたい！

i-meeting
▶詳細は P.20

英語
ライティング
コンテスト
▶詳細は P.20

Point 5

教室外での体験型実践教育
フィールドスタディ

社会の現場に飛び出し、自分の専門テーマに沿った、自発
的な調査、研究、問題解決を行うフィールドスタディを重視
しています。国内だけでなく、海外へも調査に行き、プレゼン
テーション能力の向上も同時に図れます。

▶詳細は P.14

GREAT

School of Business Administration

ルディグリー・プログラムまで、多様な留学プログラムを用

Point 5

学部間協定
留学

▶詳細は P.09

03

短期留学プログラムの IBP や ISIBM、13 大学 14 学部との

ルを学びます。またCAPに参加し、修了要件を満たした学生

IBP

グローバル経営人材
育成トラック

▶詳細は P.13

▶詳細は P.11

短期留学プログラム

Point 2

CAP

世界で活躍する
会計スペシャリストに
なりたい！

グローバル社会の扉を開く
経営学部独自の短期・長期留学プログラム

学部間協定留学からヴィクトリア大学（カナダ）
とのデュア

高度職業会計人
養成トラック

STUDENT VOICE

Point 3

▶詳細は P.07 〜 08

▶詳細は P.15 〜 16

STUDENT VOICE

途上国を支援する
社会企業家になりたい！

Point 7

キャリア形成
入門
▶詳細は P.18

Point 6

海外で社会貢献活動を体験
グローバル・サービスラーニング

単なるボランティア実習ではなく、
「貧困」などの国際的な社
会課題について考え、解決するための知識の修得と活動を
体験します。

ゼミナール
（演習）
▶詳細は P.19

フューチャー
スキル
講座
▶詳細は P.17

STUDENT VOICE

新しいビジネスモデルに
ついて研究したい！

Point 7

▶詳細は P.14

企業の現場を意識する
1年次からのキャリア教育

フューチャースキル講座、キャリア形成入門を通じて、1年
次から段階的に社会人基礎力を育成しています。
▶詳細は P.17 〜 18、33 〜 34
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カリキュラムの 特 長

経営学部の 4 年間で学べること

［ カリキュラム 体 系 図 ］

経営学部では、1年次は経営の基礎を幅広く学び、2年次から、経営学科、会計学科、公共経営学科の3つに分かれて学

学びを知り、方向性を定める

興味を広げ、学びの目標を定める

学びの理論と実践を深める

1 年次

2 年次

3 年次

びます。
経営学科では主として営利企業のマネジメントを、会計学科では会社の利害関係者に役立つ会計情報について、
そして
公共経営学科では行政組織や非営利組織のマネジメントやスポーツマネジメントについて学びます。1年次で学んだことを
加味して学科選択することで、自分がもっとも興味をもった専門領域を基礎から徹底的に学ぶことができます。
それぞれの
学科は、専門領域についての魅力あるカリキュラムを提供しています。

学部必修科目

［経営学に必要な基礎を学ぶ］

学科専門科目

［少人数で専門分野を学ぶ］

■ 4 年間の学びの流れ
1 年次

2 〜4年次

各学科の科目については P.23 〜 28 を参照してください
▶詳細は P.19

教養科目

［幅広い教養を身につける］

「教養科目」
、
「外国語科目」
、さらに経営
幅広い視野や基礎的素養を身につける

学部一括入試

どのような専門領域で
活躍したいのか
じっくり検討

学科所属

の基礎を学ぶ「学部必修科目」を通じて、

経営学科

学科専門科目の企業論、経営管理論などを中心に企業経営の全体構造を学んだ後、

会計学科

学科専門科目の財務会計総論、管理会計総論などを中心に会計学の基礎理論を修得

公共経営学科

▶詳細は P.21

3・4 年次でさらに企業経営に対する理解を深めていく

教養演習
（1・2年次） 外国語教養演習
（J/E）
（1・2年次）
基礎専門演習
言語思想
社会思想
倫理思想
宗教思想
数学
統計学
生物学
物理学
化学

自然科学思想史
自然人類学
文化人類学
生理学
健康科学
スポーツ・レジャー・レクリエーション論
現代社会とスポーツ
トレーニングの科学
レポート・論文作成法

言語表現論
外国文学
（英米・
独・仏・中）
日本語論
日本文学
西洋史
（総論）
西洋史
（各論）
法学
地理学
政治学

演習I

学科専門科目の行政経営論、社会的企業論などを中心に公共経営の体系的知識を修得
した後、3・4 年次でより具体的な公共組織のマネジメントを学ぶ
基礎専門科目

［経営関連分野の基礎を学ぶ］

簿記論
経済原論
経済史
経営史

経営基礎数学
経営心理学（2年次）
マーケティング基礎論（2年次）

社会学
心理学
日本事情
経営総合講義
（1年次）

情報化社会論
ビジネス法

▶詳細は P.22

グローバル経営人材育成トラック「GREAT（Global Resources English Applied Track）」

※ GREAT は TOEIC® や英語 4 技能資格・検定試験のスコアを参考に選出された約 100 名が対象になります。
※ CAP は、ビジネスに必須となる会計の知識とスキルを身につけたいという学生であれば、簿記検定資格の有無にかかわらず誰でも参加できます。

Japanese Economy（E） 日本経済史

外国語科目（必修）

▶詳細は P.20

外国語科目（選択）

▶詳細は P.20

体育実技科目

▶詳細は P.09,14 〜 16,18

特長

1

２年次からの
学科所属

ICTリテラシー科目

2

２つの
人材育成トラック

3

特長

4
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少人数制の
演習科目
体験型の
実習関連科目

School of Business Administration

会社法
手形法・小切手法
財産法
税法
労働法
文化論（英・独・仏・中・
東南アジア・東欧・日本）
経営文献研究

ビジネス英語（J/E）
Business
Presentation（ E）
ネット・ビジネス論（J/E）
コンテンツ・
ビジネス論（J/E）
アメリカ文化論（J/E）

社会調査法

海外経営事情

基礎専門特別講義

TOEFL® Reading/Listening/Speaking/Writing（E）
TOEFL® Preparation（E）
English Exams（E）

Speech and Debate
（ E）
Genres of Writing
（ E）
英語スペシャルスタディ
英語表現論

英語・ドイツ語・フランス語・中国語
コミュニケーション
（初級・中級・上級）
IBP：International Business Program
（語学研修）
（E）

選択体育実技 学外選択体育実技
IBP：International Business Program（E）
［短期留学によって学ぶ］ グローバル・サービスラーニング［ 海外での社会奉仕活動によって学ぶ］
フィールドスタディ
［教室外の調査実習によって学ぶ］
キャリア形成入門
［社会人基礎力を身につける］

リサーチ·リテラシー
［データの分析方法を学ぶ］

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

経営学部の入学試験は学科ごとではなく学部一括で行われ、2 年次から学科に所属します。
入学前に大学で学ぶ専門領域を決めるのではなく、入学後に各学科で学ぶ内容をよく理解し
たうえで、自分の適性や興味、将来の方向性に基づき、学科を選択することができます。

経営人材育成トラック（GREAT）は、海外留学や国際ビジネス分野での活躍を目指す学生
のため、高度職業会計人養成トラック（CAP）は、公認会計士、税理士、国税専門官などを

■ Q& A
Q

経営学は商学とどのように違う
のですか？

２年次以降、自分が所属する学

Q 科以外の科目を学ぶことはでき
ますか？

他大学の経営学部と比べて、明

Q 治大学経営学部の特長は何で
すか？

目指す学生や、卒業後に卓越した会計の知識とスキルを武器にコンサルタントとして、ある
いは有力企業で活躍したい学生のためのトラックです。

特長

ビジネス・エコノミックス
経営統計学
経営社会学
産業生理学
経営と環境
経済地理学
企業の社会的責任論（J/E）
戦略経営情報システム論

注）
（ E）
は
「 英語で実施する授業科目」
を示します。
（ J/E）
は年度により
「日本語または英語で実施する授業科目」
を示します。

将来の目標が明確な方のために、4 年間の特別カリキュラムを用意しています。グローバル
特長

哲学基礎論 哲学 日本文学（現代）

英語・ドイツ語・フランス語・中国語・ロシア語・韓国語・日本語
［2カ国語以上を学ぶ］

体育実技

実習関連科目

経 営 学 部 の 学 び の ポ イント

演習III

Fundamentals of Management（E） Transcultural Business Communication（ E） Strategic Business Communication（ E）

実践的な英語スキルを身につけながら、英語による授業科目で専門知識を学ぶ

実践を意識した講義・演習と授業以外のフォローアップ教育により、在学中の資格試験合格を目指す

演習II

手話コミュニケーション
（初級・中級） Global Issues（E）

した後、3・4 年次でより専門的で高度な会計領域を学ぶ

高度職業会計人養成トラック「CAP（Course of Accounting Profession）」

4 年次

経営総論
経営学 会計学 公共経営学
近代経済学

［各学科の専門を学ぶ］

演習科目（ゼミナール）

学びの集大成を確立する

Answer

商学は、総合市場科学とも呼ば

Answer

可能です。2 年次から所属する

Answer

総勢60名を超える専任教員が

れ、商品流通や商行為など市場に関わる事柄

学科によって履修しなければならない学科専

幅広いラインアップで授業を展開し、特色あ

演習科目は 10 〜 20 名程度の少人数で 1 つのテーマをじっくりと学んでいく授業です。経営

を対 象としています。これに対して経営学は、

門科目は異なりますが、他学科の専門科目も

る経営学科・会計学科・公共経営学科の分野

学部には、1 年次から履修可能な「教養演習」
「
、外国語教養演習」
「
、基礎専門演習」
と、2・3・

組織や事業などの経営に関わる事柄を対象と

履修して学ぶことができます。また、学科の

をバランス良く学ぶことができます。講義のほ

4 年次の「演習」
があり、経営学に限らず幅広いテーマで開講されています。

しています。すなわち、経営学は、私企業・公

枠を越えて学べる科目も多く、各教員が担当

か、学生が主体的に学ぶ機会を多く提供して

企業・政 府・地方自治 体・非営利団体など

している演習（ゼミナール）も所属学科に関

おり、少人数の演習科目や体験型の実習科目

さまざまな組織体とその事業に関わる構想・計

係なく選択できます。専門性を身につけなが

が多いのも特長です。英語による授業科目も

画・実行・管理・運営などといった活動を対象

ら幅広く学べる仕組みです。

多く、グローバルに通用する知識を身につける

実習関連科目は大学の内外で展開される体験型の授業です。経営学部には、大学の外で調査・
実習を行う「フィールドスタディ」や、海外での社会奉仕活動に参加する「グローバル・サービ
スラーニング」
、短期留学プログラムの「IBP（International Business Program）
」
などがあります。

として、それらに関する経営を取り扱います。

ことができます。
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経 営学 部の 特 色 Ⅰ

グローバル経営人材の育成

Strategic Business
Communication

グローバル社 会への扉を開く
「GREAT 」
※

※ Global Resources English Applied Track

グローバル経営人材育成トラック「GREAT」は、将来、海外留

GREAT で履修する選択科目
「 Strategic Business Communication 」を紹介します。

「 Strategic Business Communication」では、アメリカの大

目では、
「 信頼」を軸にしてビジネス・コミュニケーションにアプロー

学学部向け教科書を使用して、ビジネス・コミュニケーションの理

チします。英語による講義と議論を通して、英語技能と経営学の専

論と実践を学びます。マネジャーやリーダーが人とともに仕事をやり

門知識を統合し、英語で開講される基礎専門科目・経営学科専

遂げるためには、効果的なコミュニケーションが必要です。この科

門科目や、留学先での学部科目履修への橋渡しをします。

等に応じて修了証書が授与されます。

学や国際ビジネスの分野での活躍を目指す学生のための 4 年間

TOEIC® や英語 4 技能資格・検定試験のスコア上位者が対象

のカリキュラムです。特別編成の少人数クラスで実践的な英語

となりますが、1 年次春学期で GREAT の対象にならなかった学

スキルを身につけながら、英語による授業科目で教養や専門知識

生でも、所定の要件を満たせば 1 年次秋学期、2 年次春学期から

を学びます。経営学部独自の海外短期留学プログラム・長期留

GREAT に任意で参加することができます。

GREAT
（ Global Resources English Applied Track）では、海外留学やグ
英語による授業科目で教養を身につけ専門知識を学びます。英語を使い、異文

来のキャリア・パスへとつなげましょう。3 年次からは経営学研

化と交流しながら経営学を学ぶことで、自己を高め、有為な人材に成長してほし

究科との共同設置科目を履修して、さらに専門的な内容を英語
で学ぶこともできます。また、海外留学などを支援することを目

将

的とした「GREAT 奨学金」の制度も設けています。トラックを修

来

いと願っています。
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PROFILE

了した成績優秀者には TOEFL® 試験の達成度や留学経験の有無

2年次
1 年次

6月 TOEFL® 受験
4月 TOEIC®、
TOEFL® 受験
IBP

IBP
ISIBM
夏休み

IBP

IBP
春休み

デュアルディグリー・プログラム

春休み

夏休み

2年半

長期留学

ISIBM

1学期〜 1年間

経 営学

置
の共 同 設
研 究 科と

科目

コンサルタント
（ アクセンチュア）
、株式調査部アナリスト
（ UBS 証券会社）等を経て、2018年より
現職。専門領域：マネジメント・コミュニケーション。MBA
（ Imperial College London）、文学士
（ 東京大学）
。

［ 2022 年度

経 営 学 部「 英 語 に よる 授 業 科 目 」一 覧 ］（春・秋学期で73科目111コマ）

春学期
Global Issues A

秋学期
Global Issues B

実践的な英語スキル

「 Academic Reading」
「 Academic Writing I」の
他、
「 Study Skills」ではGREAT 履修・海外留学
に必要な英語スキルの獲得と将来のキャリアを見据
えたポートフォリオづくりに取り組みます。

「 Academic Writing II」
では、さらに高度な英語力
を獲得するとともに、APAスタイルを用いてリサーチ
リテラシーを高めます。

3年次

4年次

1・2 年 次で学んだ英 語スキルと専 門 知 識をさらに発
展させ、
「 ビジネスコミュニケーション科 目 群 」の科 目
においてビジネスの専門 分 野で必 要な英 語スキルを学
びます。

英語による専門知識

「Global Issues」などの科目においてグローバル
社会に通用する国際教養を英語で学びます。
「 English for Business Studies」では英語を
使って経営学のテーマを議論します。

「Fundamentals of Management」
や「Strategic
Business Communication」
などの科目において
英語による専門知識の基盤づくりを行います。

Internet Business B

Information Science A
（GSBA） Information Science B
（GSBA）

Contents Business B

E Commerce A
（GSBA）

Fundamental Specialized Lectures B

Organizational Behavior A
（GSBA）

TOEFL Reading

TOEFL Speaking

TOEFL Listening

TOEFL Writing

TOEFL Preparation A

TOEFL Preparation B

English Exams A

English Exams B

す。英語で講義を受けるために必要なリスニングのスキル、重要な点を

「英語プレゼンテーション大会」や「英語ライティングコンテスト」では

すばやく書き留めるノート・テイキングのスキル、英語の文献を読むため

英語で自分の考えを発信する能力を向上させます。経営学部では、独

のリーディングのスキル、アカデミックライティングの基礎、英語の文

自の短期留学プログラム「IBP」
や夏期インターナショナルビジネスマネ

献を用いたリサーチに必要なアカデミックスキル、ディスカッションや

ジメントプログラム「ISIBM」
「学部間協定留学プログラム」
「デュアル

プレゼンテーションに必要な英語による論理的思考力・表現力など、

ディグリー・プログラム」などの国際プログラ

まずはキャンパス内の英語による授業科目受講により海外留学時に必

ムを用意し、GREAT で培ったグローバル・ス

要なスキルを身につけます。TOEFL や IELTS™ などの国際的な英語

タンダードの基盤をもとに、自らグローバル社

検定試験における高得点獲得にも力を入れ、3 年次秋からの留学を想定

会への扉を開く学生を力強くサポートします。

®
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School of Business Administration

（GSBA）
Strategic Management A
（GSBA） Strategic Management B
Family Business B
（GSBA）

Comparative Business Management B

International Marketing A（GSBA）

International Marketing B（GSBA）

Transcultural Management A

Transcultural Management B

Service Marketing A
（GSBA）

Service Marketing B
（GSBA）

Business English B

Basic Accounting A

Basic Accounting B

Business Presentation B

Financial Accounting A

Financial Accounting B

Fundamentals of Management A

Fundamentals of Management B

Introduction to Public Management

Transcultural Business Communication A

Transcultural Business Communication B

公共経営学科 3年

近藤 愛

新潟県立
十日町高等学校卒業

留学先：
ロンドン大学
アジア・アフリカ研究学院

Human ResourceManagement A（GSBA）

International Management B
Comparative Business Management A

Business Presentation A

■ GREATの特色
「i-meeting」に代表される異文化交流のイベントで異文化理解を深め、

Strategic Ｍarketing B

Business English A

Japanese Economy

E Commerce B
（GSBA）

International Management A

Special Lectures on Business Management C Special Lectures on Business Management D

STUDENT VOICE

るグローバル・スタンダードを意識した学習活動を入学時から行いま

Strategic Ｍarketing A

International Business Program A International Business Program B

経営学研究科との共同設置科目

して入学後の4月と、2年次の6月にTOEFL® 団体受験を行います。また、

秋学期

Information Ethics B
（GSBA）

Contents Business A

より専門的な経営・会計・公共 経営学 科 専門科目を
含む幅広い授業科目を英語で学びます。

英語スキルと専門知識を同時に取り入れる GREAT では、学問におけ

Information Ethics A
（GSBA）

Internet Business A

Strategic Business Communication A Strategic Business Communication B

TOEFL® & IELTS TM 強化科目（TOEFL Preparation, English Examsなど）※GREAT対象者以外も履修可能

春学期

秋学期

Liberal Arts Seminar in Foreign Languages C Liberal Arts Seminar in Foreign Languages D

Genres of Writing

2年次

春学期
Corporate Social Responsibility

Liberal Arts Seminar in Foreign Languages A Liberal Arts Seminar in Foreign Languages B

Speech and Debate

1 年次

准教授

ローバルビジネスでの活躍を目指す学生が、実践的な英語技能を高めながら、

学も積極的に利用して、自らグローバル社会への扉を開き、将

※TOEIC ® や英語4技能資格・検定試験のスコアを参考に選出された約100名
が対象になります。
※図中のIBP、ISIBM、長期留学、デュアルディグリー・プログラムは応募可能
な海外留学の時期を示します。
なお、海外留学はGREAT修了の必須要件ではありません。

金子 敦子

MESSAGE

Advanced Financial Accounting A（GSBA） Advanced Financial Accounting B（GSBA）
Financial Statement Analysis A（GSBA） Financial Statement Analysis B（GSBA）
※
（GSBA）は「大学院経営学研究科との共同設置科目」を示す。

International Development
Social Impact Investment
Tourism Management A

Tourism Management B

GREAT で磨き上げた英語力で

グローバルでの活躍を目指す
ビジネスと国際協力の双方で社会に貢献し

でのエッセイライティングやプレゼンテーション

たいという目標を達成するため、英語で授業を

など、何度も経験を重ねていたことで、留学先で

展開するGRE ATへの参加を決意。2 年次から

も委縮することなく積極的に授業に参加。また、

は公共経営学科を選択し、NGO や NPO など

留学先で心が折れそうになったときは、GRE AT

国際協力分野への理解を深めながら、英語圏

でともに学んできた日本人や留学生の仲間たち、

のビジネス用語や、グローバルな職場環境での

先生方とのつながりが心の支えになりました。将

マネジメント法といった実践力を身につけること

来はこのカリキュラムを通して得た英語力と度胸

ができました。GRE AT での学びは、イギリスで

を武器に、あらゆるチャンスに果敢に挑戦し、グ

留学生活を送る今、とても役立っています。英語

ローバルに活躍できる社会人になりたいです。

MEIJI UNIVERSITY
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経 営学 部の 特 色 Ⅰ

経 営学 部の 特 色 Ⅰ

グローバル経営人材の育成

経営学部 独自の「留学制度」

グローバル経営人材の育成

ビジネスマネジメントプログラム「 ISIBM 」
※

※ International Summer Institute for Business Management

経営学部では、入門的な短期留学プログラムの「IB P」と、高度な英語力を要する「学部間協定留学プログラム」を中心

「 IBP 」でビジネス英語を学ぶ
※

に国際化推進を行ってきましたが、より優れたグローバル経営人材となることを目指す学生のさまざまなニーズに応えるた
め、2014年度から短期間海外でビジネス専門知識を学ぶ「ISIBM 」を課外の海外研修プログラムとして設置しました。

※ International Business Program

経営学部では、学生の海外留学を促進するため、学部間協定留学プログラムにおける
正規留学をはじめ、学生のニーズに対応した多様な留学プログラムを用意しています。
TOEIC®400点以上の学生を対象にした「IBP」は、人気の短期留学プログラムです。

英語で積極的にコミュニケートする
習慣を身につける

ISIBM（International Summer Institute for Business

行いながら、より現 実 的なプロジェクトを立 案します。 こう

Management）は、学部協定校のカナダ・ヴィクトリア大学グ

いったチーム作業の中でリーダーシップを学び、チームとして

スタフソン・ビジネス学部が夏休み期間中実施する 3 週間のビ

作業内容をまとめ、全体でもち寄ってプレゼンテーションをし

ジネスマネジメントプログラムです。短期間でビジネスコミュ

ながら、考えや意見を共有・集約するプロセスを修得します。

ニケーション、起業からグローバルビジネスに至るまでのプロ

また、ISIBM では世界各地域から訪れた学生とともに学生寮

セス、海外のビジネス事情、グローバル経営の実態などについ

に滞在するため、さまざまな授業やアクティビティを通じて異

て、ヴィクトリア大学グスタフソン・ビジネス学部の名高い教

文化交流ができるのも魅力のひとつです。

授陣から直接学ぶことができるのが大きな特長です。

このプログラムは経営の理論について関心の高い学生には長

参加学生は個人で、あるいはそれぞれのチームで行ったリ

期留学や大学院進学の動機付けとなり、一方、実際のビジネス

IBP（International Business Program）は、海外短期留学

とつなげます。現地ではホームステイをしながら、授業内外で

サーチをベースに絞りだしたビジネスアイディアをもとにビジ

展開に興味のある学生にはグローバル社会で活躍できるキャリ

を行う科目（合計 3単位）です。年2 回、IBP A（春学期開講）
は夏

英語を常に使用することにより、英語で積極的にコミュニケー

ネスプランを策定し、授業時間外でのグループスタディを毎週

ア・パスに向かう動機付けとなるでしょう。

休み期間中、IBP B（秋学期開講）は春休み期間中に 4 週間 、ア

トする習慣を身につけます。また、ビジネス英語や英語スキル 、

メリカの大学で実施されるプログラムが中心ですが、渡航前に事

プレゼンテーション能力の向上に特化した授業や現地企業訪

前学習を行い、帰国後の「振り返り学習」では、学んだこと、感

問が組み込まれており、
「英語で経営学を学べる」短期留学プロ

じたこと、考えたことをまとめて報告し、後に続く学びの発展へ

グラムとなっています。

※2020年度、2021年度ISIBMは新型コロナウイルス感染症の影響により中止しました。

※2020年度、2021年度IBP A/Bおよび2022年度IBP Aは新型コロナウイルス感染症の影響により中止しました
（2022年度IBP Bは同年夏に募集の可否を決定します）
。

初めての海外留学は、学生にとって大きな冒険。事前学習では「安心して冒険ができる英語力」を身につけます。

STUDENT VOICE

経営学科 4年

土屋 絵梨花

東京都
私立頌栄女子学院高等学校
卒業

留学先：
ポートランド州立大学
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約４週間の留学期間を

オンオフどんな場面も成長の糧に

STUDENT VOICE

各国からの学生と協働し

ビジネスのプロセスを学ぶ

企業のマーケティングや経営にかかわりた

間を有効にいかそうと、ホストファミリーと過

マーケティングを専門的に学びたい、早い

いと考えて、何事にも積極的に参加。英語で

ごす時間やポートランド州立大学の学生と話

段階で世界 標準の経営学に接したいという

イデアを引き出し具体的な形にするまでのプ

のコミュニケーション力も身につけたい課題で

す機会、授業中の発言、企業訪問での質疑

思いから、GRE ATクラスを選択。夏休みを利

ロセスや手法を学べたことも、大きな収穫でし

した。IBP は英語圏が初めて、でもしっかりと

応答など、どんなときでも何かを学べるように

用して ISIBMに参加しました。プログラムを通

た。長期留学という選択肢も視野に入れてい

成果を上げたい私には最適の短期留学。1 家

積極的に行動した結果、物怖じせずに英語を

じて、アジアやヨーロッパの学生とディスカッ

るので、短期での英語の専門的な講義は、自

庭に学生 1 人、英語を話さないと生活できな

使える力がついたと実感しています。帰国後も

ションやプレゼンテーションの制作をする中

分の実力を確かめる良い機会にもなりました。

いというホームステイ環境に身を置ける、理想

毎日オンラインの英会話を受講するなど、英

で、文化的背景・考え方の違いを実感し、そ

プログラムで学んだ自分の意 見を伝える力、

的なプログラムでした。留学で得られたのは、

語・日本語にとらわれず、挑戦したいことに向

主体的に行動する力。約 4 週間の限られた時

き合えるよう将来に備えています。

経営学科 3年

塩手 ゆきの

神奈川県立
横浜国際高等学校卒業

ができました。またビジネスを一から構想しア

れらへの理解が深まったと同時に、非言語的

考える力をいかして、新しいビジネスや企画の

なコミュニケーションスキルを身につけること

開発に積極的に取り組んでいきたいです。

MEIJI UNIVERSITY
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経 営学 部の 特 色 Ⅰ

経営学部独自の学部間協定校

グローバル経営人材の育成

デュアルディグリー・プログラム
経営学部では、カナダのヴィクトリア大学グスタフソン・ビジネス学部と学生交流協定を結び、2009 年度から交換留学
生の派遣・受け入れを行ってきましたが、学生の相互交流をさらに促進するため、計５年間で両大学の学位を取得できる
デュアルディグリー・プログラム実施に関する覚書を2015 年度に締結しました。

ヴィクトリア大学

（カナダ・ヴィクトリア）

グスタフソン・ビジネス学部

創立年：1963年

学部学生数：約 1,100人
ブリティッシュ・コロンビア州の州都、ヴィクトリアの総合大学。
ビジネス学部では、理論と実践を組み合わせた教育プログラム
を展開している。

デュアルディグリー・プログラムは、明治大学経営学部での 2 年

約1年間の実務経験を積むことができる有償インターンシップにも
参加します。また、4 年次以降には、ヴィクトリア大学の協定校に

学部学生数：約2,500人
世界的貿易都市ロッテルダムに所在し、講義はすべて英語で実
施。複数の専攻から興味ある分野を選択し、必要な知識を得
て、経験を積むことができる。

年間で日本の経営学士とカナダの商学士の両方を取得できるプロ

交換留学する機会も与えられます。このプログラムは 2 017 年度

グラムです。学部間協定留学（1学期または 1 年間）よりも長い期

からヴィクトリア大学への学生派遣を開始し、2022 年度までに計 6

間にわたって海外の大学で学ぶことができ、ヴィクトリア大学では

名の学生を派遣予定です。

※新型コロナウイルス感染症の影響により、一時期オンラインによる留学となっていましたが、2021年度秋学期より、渡航しての留学派遣を開始しています。

（アメリカ・シャーロット）
創立年：1946年

学生数：約 4,700人

カーディフ大学

カーディフビジネススクール

学部学生数：約3,000人
ウェールズの首都カーディフの中心街から徒歩 10 分圏内の穏や
かな地域にキャンパスをもつ。ウェールズで唯一 A ACSB の認
証評価を受けている。

対外経済貿易大学

（中国・北京）

学生数：約 5,000人

学部学生数：約 1,500人
国際経済・貿易の専門大学として名高い国立大。アメリカのマ
ネジメント教育を早期に導入し、専門的技能や統合的思考力の
向上に注力している。

IPAGビジネススクール

香港城市大学

（フランス・パリ／ニース）

学生数：約2,500人
アメリカのビジネススクールの教授法をモデルに創られた、経営
専門の教育機関。パリ・ニース両キャンパスで英語での授業を
実施している。

日本で学びながら、ヴィクトリア大学グスタ

ヴィクトリア大学グスタフソン・ビジネス学

ヴィクトリア大学の卒業要件を満たすと、カナ

フソン・ビジネス学部への入学に必要な所定
の単位を修得します。この間に明治大学経営
学部で修得した単位は、ヴィクトリア大学に
おいても認定されます。

部の3年次に入学し、カナダで学びます。4 年
次以降には、ヴィクトリア大学の協定校に交
換留学をすることも可能です。

ダの商学士の学位が授与されます。修得した
単位は、明治大学経営学部においても認定さ
れ、明治大学経営学部の卒業要件を満たす
と、経営学士の学位が授与されます。

創立年：1984 年

学部学生数：約 5,200人
香港特別行政区の公立大。コミュニケーション能力や分析力
の向上を重点的に図るプログラムを展開し、ビジネススクールと
して躍進し続けている。

IE大学

シーナカリンウィロート大学 経済学部／サステイナビリティ研究国際学部

（スペイン・セゴビア／マドリッド）

（タイ・バンコク）

創立年：2007年

学生数：約 1,100人
経営学を含む 8 つの専攻から構成される 4 年制の私立大学
（学
士課程）
。高度な専門的技能を身につけられる徹底したプログ
ラムを提供している。

オスナブリュック応用科学大学

（ドイツ・オスナブリュック）

商学院

（中国・香港特別行政区）

創立年：1965 年

デュアルディグリー取得

国際商学院

創立年：1951年

E xcelia グループは 5 つのスクールをもち 3 つのキャンパスを保有して
いる。A ACSB 公認のビジネススクールは、世界のビジネススクール上
位 5％にランクされており、フランスで最も活気のある観光都市のひと
つであるラロシェルのシーサイドキャンパスに拠点を構えている。

3 年次秋学期〜 5 年次

経営学部

学部学生数：約 1,200人
韓国最高峰の大学として、教育と研究の質は世界的に高く評価
されており、古くから国際交流が盛んに行われている。

Excelia

1 年次〜 3 年次春学期

ソウル国立大学

（韓国・ソウル）
創立年：1946年

（フランス・ラロシェル）

［ 入 学 か ら デュア ル ディグ リ ー 取 得 ま で の 流 れ ］

社会科学・ビジネス学部

学部学生数：約 4,000人
学際的な研究と教育が国際的に有名で、約 100 の専攻と学位
プログラムを提供。国際化推進、グローバルネットワークの構
築に注力しており、70 以上の大学と協定を結んでいる。

創立年：1883年

創立年：1988 年

東フィンランド大学

（フィンランド・ヨエンスー／クオピオ）
創立年：2010年

アメリカでも有数のビジネス・スクールであるベルクカレッジ・オブ・ビジネスに
は優れた教育プログラムが整備されており、高度な教育を受けることができると同
時に、グロ−バルな視点や考えを実践として学ぶことができる。また、シャーロッ
ト市は全米第二の金融都市として知られ、ビジネスを学ぶのに最適な街である。

（イギリス・カーディフ）

ロッテルダム応用科学大学 ロッテルダムビジネススクール

（オランダ・ロッテルダム）
創立年：1988 年

ノースカロライナ大学 シャーロット校 ベルクカレッジ・オブ・ビジネス

半、ヴィクトリア大学グスタフソン・ビジネス学部での 2 年半、計 5

2022年 4月現在

創立年：1949 年

学部学生数：約700人 /約 400人
教員養成学校として設立され、総合大学へと発展。理論的か
つ実践的なアプローチで学生の能力を育成するなど、特色ある
教育を行っている。

経営管理・社会科学部

※新型コロナウイルス感染症の影響により、一部地域はオンラインによる留学となってい
ますが、2021年度秋学期より、渡航しての留学派遣を開始しています。

創立年：1971年

学部学生数：約 4,000人
企業と連携したプロジェクトの実施およびインターンシップ制度
の確立など、早期から学生に実務経験を積ませる教育を展開し
ている。

STUDENT VOICE

経営学科 2020年3月卒

高見澤 秀介

東京都
私立関東国際高等学校卒業

留学先：
ヴィクトリア大学
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留学生活で身についた

社会問題を自分の頭で考える力

STUDENT VOICE

英語で専門知識を学ぶだけでなく
交流を深める姿勢に気づけた

デュアルディグリー・プログラムを受講した

識や力は、実際の生活の中でいかされている

学部間協定留学に決めた大きな理由は、語

性格が違う中で交流を深めるには、相手のこと

きっかけは、幼少期と高校生の頃に海外に居

と感じます。厚 生 労 働 省の「 人 生 10 0年 時

学を使って専門知識を学べるからです。自分の

を知る努力、自分のことを知ってもらう努力が

住・留学した経 験から、もう一度生活してみ

代」や金融庁の「 老後資金 20 0 0万円問題」

専攻を他言語で学習できる点が魅力的だと感

必要で、積極的にコミュニケーションを行う姿

たいと思ったからです。カナダのヴィクトリア

をはじめ、私たちの世代は特に金銭に左右さ

じました。留学先はオランダで、ロッテルダムの

勢が重要だと痛感しました。この姿勢は、家族

大学での約 2年 半の間には、4カ月の就 業を

れる世代であるといえるでしょう。人口減少に

現地企業に戦略提案を行うなど、実践的なビ

や友だちとの交流をはじめ、国内外問わず、新

3回行うという貴重な経験もありました。留学

よる労働資本の減少や移民政策など、自分

ジネスを学びました。しかし、この留学でビジネ

たな交友関係を築く際に役立っています。これ

を通して得たものは、個人資産の形成といっ

たちが直面する社会問題について、どのよう

スの知識以上に学べたのは「異文化交流」の術

からも積極的にコミュニケーションを取り、知る

た金融の専門知識に加えて、社会問題に対し

に対処していけば良いのかを、自分の頭で考

だったと感じています。英語が話せることと異文

努力、知ってもらう努力をすることで、多くの人

て自分の意見をもつという力です。こうした知

えられるようになったと思っています。

化交流は全く違います。言語や文化、価値観や

と良好な交友関係を築いていきたいと思います。

経営学科 3年

本田 照久

東京都立
小松川高等学校卒業

留学先：
ロッテルダム
応用科学大学

MEIJI UNIVERSITY
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経 営学 部の 特 色 Ⅱ

経 営学 部の 特 色 Ⅱ

価値創造人材の育成

闘える「会計力」を身につける
「CAP 」
※

価値創造人材の育成

グローバル・サービスラーニング

※ Course of Accounting Profession

高度職業会計人養成トラック「CAP」は、公認会計士、税理士、米国公認会計

コンサルタント

士、国税専門官などの資格試験の在学中合格を目指す学生や、卒業後に卓越した
会計の知識とスキルを武器にコンサルタントとして、あるいは有力企業で活躍し

ファイナンシャルプランナー
中小企業診断士

ようとする学生のためのカリキュラムです。すでに簿記検定の資格を取得してい
るか否かにかかわらず、ビジネスに必須となる会計の知識とスキルを身につけたい
という学生であれば誰でも参加できます。CAP に参加し、修了要件を満たした学
生には修了証書が授与されます。
1 年次から CAP 専用クラスとして、基礎専門科目「簿記論Ⅰ・Ⅱ（CAP 既習者
クラス・未習者クラス）
」
と「原価計算論Ⅰ・Ⅱ（CAP 既習者クラス）
」
が設置され
ています。これらのクラスに合わせて、e- ラーニング※による日商簿記検定 2・3 級
対策コンテンツを利用することで、1 年次での日商簿記検定 2 級の取得を目指しま
す。また、すぐに専門的な勉強を始めたい学生向けに「会計学特別講義」
「会計プ
ロセミナー」も設置しており、より早くより体系的に会計の専門知識とスキルを学
べます。また、個人のペースで学習できる e- ラーニングや、学習上の悩みなどを個

グローバル・サービスラーニング B（ 2020年 2月実施）
実習の様子

別に相談できる COMPASS!! ※を通じて、学生一人ひとりの目標達成をきめ細かく
サポートする体制が整えられています。さらに、本学経営学研究科および会計専門
職研究科の大学院授業を先取り履修※することで、資格取得のみならず、実際に働
き始めてから役立つ知識とスキルを理論的・実践的に学ぶこともできます。
輝ける未来への道

1 年次

〜会計学科をフルに使おう！〜

2 年次

4 年次

卒業後

留学・TOEIC®

日商簿記検定試験
3級 2級

3 年次

1級

多国籍企業
（企画部）
コンサルティング・ファーム
金融機関・商社等有力企業
シンクタンク・大学教員
米国公認会計士
公認会計士
組織内会計士
税理士
中小企業診断士
国税専門官
財務専門官
ファイナンシャルプランナー

大学院
公認会計士試験

全経簿記検定試験
上級

税理士試験

中小企業診断士試験
FP技能士試験
FP技能検定試験

国税専門官採用試験
財務専門官採用試験

MESSAGE

本学大学院設置科目の
先取り履修 ※

※e-ラーニング

パソコンやインターネットなどのIT 技術を活用した新しい教育システム。
インターネット環境があれば、時間や場所を問わず自分のペースで学習す
ることができます。

※COMPASS!!

学生からの質問・相談に会計学科所属の専任教員が個別に答える“CAP
独自の安心サポート体制”。事務室へ質問や相談をするだけで、内容に適
した教員から個別に助言を受けられます。

※先取り履修

学部在学中に本学経営学研究科および会計専門職研究科設置科目を履
修できる制度。本学部設置科目で不足している専門領域を補うことができ
ます。また、単位を取得した場合、大学院に進学した後に申請することによ
り大学院の単位として認められます。

小俣 光文

教授

グローバル・サービスラーニング（GSL）は、経営学部独自の

し、教員や専門家の指導の下、現地の具体的な社会課題について

海外サービスラーニング科目です。サービスラーニングとは米国

考え、解決するための社会貢献活動を行います。本科目は、年 2

の大学で広く取り入れられた実践的教育活動で、単なるボラン

講座開講しており、GSL A（春学期開講）は夏休み期間中、GSL

ティア実習ではなく、
「社会奉仕」
（ サービス）活動を通じて課題

B（秋学期開講）は春休み期間中に、海外において約 2 週間の実

解決のための知識を修得することを目的としています。日本と

習を行います。本科目を履修し修了すると 2 単位が付与され、卒

異なる経済状況、文化・生活習慣のなかでボランティアを経験

業に必要な単位数に算入されます。

［ 活 動 内 容 例 ］※2020年度、2021年度GSL A/Bおよび2022年度GSL A は新型コロナウイルス感染症の影響により中止しました（2022年度GSL Bは同年夏に募集の可否を決定します）。
2019年度実施

※実習先や実習期間は都合により変更する場合があります。

グローバル・サービスラーニングＢ
〈 実習期間〉2月〜3月
（14日間）

小関 隆志 教授

〈 実習先〉フィリピン共和国
（ セブ島）

① 墓地スラムで住民に生活状況の聞き取り、
子どもたちとの交流、集会所のデコレーション
② チャペル（ 地元のコミュニティ施設）で子どもたちと交流
（ 簡単な挨拶言葉を教え合うなど）

STUDENT VOICE

企業が環境変化に対応して生き残っていくためには、自分の強み、弱みを把握して戦略を立てな

③ 山村集落で住民に生活状況の聞き取り、子どもたちと一緒に遊ぶ
④ ゴミ山スラム（ ゴミを拾って生活する人々の集落）への訪問視察と食物の提供
⑤ ストリートチルドレンへの食事提供
⑥ 海辺にあるスラム地区の住宅を訪問、住民への聞き取り

自分が他人や他国のために

できることを考えていきたい

ければなりませんが、その時に必要なのが組織の状況を把握できるデータです。このデータを提供
これまでボランティアの経 験はなく、不安

た専門職はもちろんのこと、一般企業や国、地方公共団体、NPOでもビジネスの共通言語である

も多くありましたが学生のうちにできるだけ

プログラムを通して、どんな状況にも耐え

会計を使いこなせる人材が強く求められています。CAPでは、会計を使いこなせる人材となれるよ

自分の視野を広げたいと思い、受講を決めま

抜く力、未 知の領域について知りたいという

う、さまざまなプログラムを用意しています。CAPへ参加して将来の道を切り開きましょう。

した。

探求心が身についたと思っています。また、自

PROFILE
早稲田大学大学院商学研究科博士後期課程単位取得退学。監査法人朝日新和会計社
（現あ
ずさ監査法人）、明海大学経済学部専任講師、東京経済大学准教授を経て現職。主な研究テー
マは
「モニタリング機能を中心とした企業のガバナンス向上」。

13
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という人の温かさを実感しました。

してくれるのが会計です。現代のように環境変化の激しい時代においては、会計士や税理士といっ

経営学科 3年

石垣 奈々

東京都
私立國學院大學久我山高等学校
卒業

セブ島では、英語を話せる人が少なく、コ

分の日常が豊かで恵まれたものであると改

ミュニケーションを取るのに苦労する場面も

めて知ったことで、将来どのような職 業に就

ありましたが、どこに行っても子どもから大人

いても、多くの人に貢献し、他国の人にも寄り

まで笑 顔で私たちに話しかけてくれ、こちら

添える人材になりたいと考えるようになりま

が耳を傾けることで相手が心を開いてくれる

した。

MEIJI UNIVERSITY
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経 営学 部の 特 色 Ⅱ

［ 2 02 2 年 度フィールドスタディ テーマ一覧 ］

価値創造人材の育成

講義だけじゃない！「現場を体感」し、
「現場で学ぶ」体験型授業
フィールドスタディ

1 年〜

科目名

開講

フィールド
スタディ【A】

春

フィールド
スタディ【B】

フィールド
スタディ【Ｃ】

住民など、科目によりさまざまです。

フィールドスタディは、教室外でのフィールドワーク
（現地調査）

秋

春

また、海外の企業調査をしたり、海外諸地域の生活文化を調

を通じた資料の収 集と、それに基づくレポートの作成やプレゼン

べたりすることもあります。日本とは違う考え方や感じ方を身をもっ

テーションの実施を核とする実習科目です。

て体験し、多様性を理解する思考を身につけるのも、フィールドス

まず教員と一緒に課題に対する問題意識を深めたうえで、
「事
前学習」で調査対象について学生自らが調べ、
「フィールドワーク」
において現地で資料収集を行います。
「事後学習」では、それら

履修開始
年次

タディの重要な課題になります。
本科目を履修し修了すると2 単位が付与され、卒業要件単位

を分析し、独自の考察を加えたレポート・プレゼンテーションを作

に算入されます。

成します。調査対象は、企業、自治体、NP O 法人、特定地域の

※ 2020年度、2021年度は新型コロナウイルス感染症の影響により海外実習を中止し、開講可能
な一部国内実習のみ実施しました。

2 年〜
フィールド
スタディ【Ｄ】

秋

※新型コロナウイルス感染症の影響により、実習先の変更等を行う場合があります。
※年度によりテーマ・内容を変更する場合があります。

テーマ

主な実習地（予定）

人と場所をつなぎ、まちをデザインする取り組みの実践を学ぶ：
岡山市奉還町の事例から

岡山県（岡山市）

地域の潜在力を活かしたまちづくり：尾道市を中心に

広島県（尾道市）

企業のビジネスと持続可能性に学ぶ

首都圏近郊

自らなりわいを創る

長野県（上田市）または大分県（別府市）

染織・和菓子を通して考える、伝統文化の現在と未来

首都圏近郊

経営の多様性について

国内

地方都市の現場

大分県（別府市、佐伯市）

地域企業・産業調査

宮城県（白石市）
、福島県（会津若松市）

様々な組織体による CSR 活動

関西方面

住民主導のまちづくり体験

兵庫県（丹波篠山市）

EU 企業の経営の多様性

後日決定

市場ニーズ探索による新規事業提案

国内

地域企業・産業調査

京都府（京都市）
、滋賀県（大津市）

PICK UP

フィールドスタディC

地方都市の現場ー別府市・佐伯市編

フィールドスタディＤ

インド市場における日本企業のマーケティング戦略

中澤 高志 教授

原田 将 教授

（ 2019年度実施時の写真）

本フィールドスタディの目的は、インド市場における日本企業の

とって年中行事です。20 年ほど前、別府市には多くの留学生を抱

マーケティング戦略の実態や課題を調査することです。学生自ら

える大学が立地しました。温泉や地獄蒸し
（温泉の噴気を利用し

が調査対象企業を選び、その企業と調査受け入れの交渉をしてい

た料理）といった、自然の恵みを楽しみながら、地方都市における

ます。交渉に当たっては、事前に調査資料を作成し、質問項目を

多文化共生を肌で感じましょう。佐伯市では、利潤を追求するより

まとめた資料を準備します。現地調査は、8 泊 9 日で行われ、カシ

も、むしろ地域に根差し、人とのつながりを重視するなりわい創り

オ、キヤノン、双日、ホンダ
（二輪、四輪）、ヤクルトを訪問し、マー

（＝地営業）をしている人たちにインタビューし、地方都市で働くこ

ケティング担当者にインタビュー調査をするだけでなく、生産工場

と・生きることの意味を探っていきます。人口減少や地域経済の

を見学させてもらったり、販売店を訪問させてもらったりと多岐に

衰退がクローズアップされがちな地方都市の日常から、希望や可
能性を見出すフィールドでの学びにご招待します。

STUDENT VOICE

経営学科 3年

五十嵐 健太
山形県立
山形南高等学校卒業

15

（ 2019年 2月実施時の写真）

8 月初旬に学生と大分県別府市・佐伯市を訪ねることは、私に

School of Business Administration

佐伯市大 入島で、カキ養 殖をしている現場
を船で案内してもらっているところ

佐伯市城下町観光交流館にて

地方での暮らし、生き方を知り
自分のやりたいことを熟考

フィールドスタディの「自らなりわいを創る」

ると実感。地方の自営業の方に直接話を聞い

というテーマに興味をもったのがきっかけです。

たからこそ、気づけたと思います。プログラムを

東京での就職を考えている中、
「地方で自営業

通して、
「自分のやりたいことは何だろう」と考え

を営む方々の暮らし・生き方」が気になり、異な

る癖がつきました。就職活動においても
「自分

る選択肢をこの目で見て学びたいとプログラム

はどのようなことをやりたくて、社 会にどう関

に参加しました。フィールドワーク先の大分で

わっていきたいのか」という軸をもって臨んでい

出会った方々は「自分のやりたいことを、信念

ます。社 会に出ても
「自分のやりたいことは何

を貫き通して、楽しみながら人生を切り開いて」

か」を自らに問いかけることを忘れず、自分自身

おられ、世の中には多様な選択肢、生き方があ

の人生を切り開いていきたいです。

わたるものでした。調査終了後は、調査レポートを作成し、調査
企業に結果をフィードバックしました。

アグラの観光資源および流通実態調査。デリー近郊のアグラを訪問し、タージマハルなどの
観光資源および日用品のトラディショナルトレードを視察しました。

MESSAGE

原田 将

教授

「 百聞は一見に如かず」。フィールドスタディの醍醐味は、自分の目で見て、耳で
聞いてリアルな現場を知るということです。座学での研究も重要です。それと同じ
ぐらい現地で調査することも重要です。インターネットから多くの情報を入手する
ことはできますが、真に価値のある情報は Face to Face のコミュニケーションの
中でしか得ることはできません。事前調査資料の作成、調査旅行の行程計画、
報告書の作成など、通常の講義より多くの課題をこなす必要がありますが、貴重
な経験をすることができます。みなさんにもぜひ体験してもらいたいです。
PROFILE
明治大学大学院経営学研究科博士後期課程修了。静岡産業大学経営学部、兵庫県立大学経
営学部を経て、現在、明治大学経営学部教授。英ヨーク大学 CEGBI 客員研究員。主に、自動車
企業のグローバル・ブランド価値について研究。

MEIJI UNIVERSITY
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経 営学 部の 特 色 Ⅱ

価値創造人材の育成

経 営学 部の 特 色 Ⅱ

フューチャースキル講座（経営総合講義Ａ・Ｂ）

価値創造人材の育成

キャリア形成入門

大学時代は、学問的・専門的な知識を獲得することとともに、

授業は、経営学部の特長をいかした、将来のキャリア形成の場と

社会人・職業人として、自らのキャリアを主体的に形成する準備を

なる企業や非営利組織の分野の経験豊かな講師陣によるオムニバ

していくことが求められます。キャリア形成入門は、仕事とは何か、

ス形式となっており、各分野の理解を深めるための視点の提供を行

るビジネスパーソンをお招きし、その業界が直面する課題に取り

キャリアとは何かを考えていくとともに、社会人として必要な、いわ

います。また、キャリアプランの作成やビジネスマナーの修得など

型の実践授業です。授業では、実際のビジネスの現場で直面する

組みます。秋学期開講の「経営総合講義 B」では、経営学の理論

ゆる
「社会人基礎力」
を醸成していくことを目的としています。

一部実習形式を取り入れています。

ような問題が課題として取り扱われます。受講生はチームに分か

を使ったより発展的な課題解決型のグループワークを行います。

フューチャースキル講座は、PBL（Project Based Learning）

れ、協力して課題解決の方策を考え、調べ、検討し、その結果を

この授業でのリアルな体験を通じて、社会で求められるスキル

まとめ、プレゼンテーションします。実際のビジネス・シーンに

に気づき、大学生活で何を学ぶべきかを感じ取ってほしいと思い

限りなく近い体験ができます。

ます。

時代の要請に応じたテーマについて、多彩な授業形態による特別講義を開講す

春学期開講の「経営総合講義 A」では、企業の第一線で活躍す
［ 協 力 企 業 と 課 題（ 2021 年度・経営総合講義 A・B 一例） ］

ることにより、独自の特色ある教育を展開しています。
授業回ごとに学内外から広く識者をお招きするオムニバス形式の授業を設置し

［ 講 義 の 流 れ（以下のフローを2 回） ］
振り返り

次世代・自世代の新しいホテルの価値を考える

︵ プレゼン︶

東急ホテルズ

ており、第一線で活躍する実務家・専門家のゲスト講師から、最新の事例や情勢
最終提案

若年層のライフスタイルに合わせた化粧品新商品の提案と若年層顧客の購買率向上

︵ プレゼン︶

DHC 社

一次提案

課題提示

時事通信社（ 秋学期） AI 時代の時事通信社の新しいビジネスモデル

グループ活動

テーマ

時事通信社（ 春学期） アマチュアスポーツデータのビジネス化

グループ活動

企業

特別講義

について学ぶことができます。また、英語により学ぶことができる授業やプロジェ
クト型学習の授業も開講しています。
【 2 0 2 2 年 度 テ ーマ 一 覧 】

基礎専門特別講義
基礎専門特別講義 A

STUDENT VOICE

実社会と関わるリアルな授業で

ビジネスに必要なスキルを習得
経営総合講義 B では、東急ホテルズ様のご

経営学科1年

山下 璃子

兵庫県
私立神戸海星女子学院高等学校卒業

方に質問したり、SNS でアンケートを実施するな

協力のもと、
「次世代・自世代の新しいホテルの

か、情報収集のスキルが身につきました。また、

価値を考える」をテーマにグループワークを進め

グループワークを通してメンバーとの仲も深まり、

ています。ホテルの方々が授業に参加して、東急

自分で考えて発信する力や、さまざまな意見をま

グループやホテル業界についての説明や、私たち

とめて一貫したプレゼンに仕上げる力もついたと

の提案へのアドバイスをしてくださる機会もあり

思います。プレゼン発表を通じて、人前で話すこ

ます。やりたいことを詰め込んだ理想的で夢のよ

と、とっさのトラブル対応への自信もつきました。

うな提案ではなく、費用や実施後の集客にも考

この経験をいかし、どんなことにも積極的に取り

慮した現実的な提案が求められるため、企業の

組み、充実した学生生活を送りたいと思います。

経営学特別講義 A 学生のための社長学

・グローバリゼーションを考える
・グループワークによる企業活動の実体験および実際の企業が提示する重要課題の問題解決

基礎専門特別講義 B（Core Subjects Special Lectures B）

※テーマ等は年度により変更する場合があります。

経営学特別講義
経営学特別講義 A

・学生のための社長学
・デジタルトランスフォーメーション（DX）
時代の起業戦略

経営学特別講義 B

・金融リテラシーとライフデザイン
・Project Based Learning：Industry- Academia Collaboration Class（English）

・中小企業支援と実践

基礎専門特別講義 C

・Skills and Strategy for Negotiation(1)

・組織・地域を動かすマネジメント力とは：公共経営学版フューチャースキル講座

※写真は 2021 年度実施例

経営学特別講義 C（Special Lectures on Business Management C）

経営学特別講義D（Special Lectures on Business Management D）

・Skills and Strategy for Negotiation(2)

会計学特別講義
会計学特別講義 A

・
「会計」を理解して将来の選択肢を広げよう！
・職業会計人になりたい人の税務基礎知識

会計学特別講義 B

・プロジェクト組織の管理会計〜プロジェクト・マネジメント〜

会計学特別講義 D

公共経営学特別講義
公共経営学特別講義 A

・持続可能なスポーツビジネスの可能性−Ｊリーグを中心に

公共経営学特別講義 B

・場、建物、空間から「公共性」
を考える

・会計ルールを「読む」
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ゼミナール教 育

外 国 語 科目

経営学部のゼミナール教 育

国際社会で生かせる力を身につける

経営学部のゼミナール
（ 演習）は、1年次から履修可能な
「教

1つのテーマについて深く掘り下げて研究する方法や、論理的にま

経営学部では入学時に英語・ドイツ語・フランス語など 7 つの言語

養演習」
「 外国語教養演習」
「 基礎専門演習」と 2〜4年次の
「演

とめて発 表する方法を学びながら、苦労してつくり上げた卒業論

から2 カ国語を選択します。英語の場合、GRE AT ▶詳細はP.07 以外の

全学の共通授業で新たな言語を履修することもできます。海外留学や

習」があります。
「 演習」では合宿や他大学との交流を行うゼミも

文は大学生活の集大成といえるでしょう。

学生は 1年次のみ必修です。4 技能の強化をはじめとしたさまざまな内

外国語検定試験のスコアに基づく単位認定を申請することも可能で

容のうち、学びたい2クラスを選びます。2 年次にはさらに自由な選択

す。多様な選択肢の中からグローバルな能力を育んでください。

あり、4年次には大学生活の集大 成となる卒業論 文を書きます。

［ 経営学部の外国語科目 ］

注目の演習科目
自分の関心からとことん企業を調べよう！

山下 充 教授

山下充ゼミはゼミ生各人が研究対象を自分で決め、協同学習と

につきます。これまでの調査先企業は150社、協力いただいた方は

体系的な指導で研究を進め、個人でインタビューを行うゼミです。

160名を超えています。調査対象も、出版、広告、スポーツ、観光、

自分の関心で研究対象を選ぶため、やる気を維持し、最後までやり

カフェ、食品、通信、ファッション、メディア、地域振興等多彩で

遂げる力を養え、ディスカッションでコミュニケーション能力が身

す。ぜひみなさんも一緒に自分の興味ある企業を調べましょう！

環境問題を現在価値に割り引くには？

千葉 貴律 教授

環境への取組みは、“身近なエコロジー”を考えるレベルから、地球の将

な政策や規制などが議論されています。

来を見据えて現在の社会のあり方を見直す“共生のエンパシ―”を育む段

ここで必要となるのが「想像力」と「創造力」。そして、それらに対する

階になっています。気候変動という複雑で不確実な自然事象を相手に、国

「共感力」です。現実の社会と予測される未来を結びつけ、ミクロの課題を

際社会の進むべき方向や世界経済の枠組みを決め、それに沿ってさまざま

マクロの世界観の中で自由に思考できる、そんなゼミを目指しています。

経営学から人間と人生を学ぼう

早川 佐知子 准教授

私の専門は医療・福祉のマネジメント、そして人事労務管理です。これら

との別離など）に遭わなければならないのだろう？なかなか答えのでない問

はいずれも「人間」が前面に出てくる分野ですので、人間の弱さにも向き合

いかけですが、
「 人」が生きる場である経営を学ぶためには、こういう問いか

わなければなりません。ですが人間の素晴らしさにも出会える学問です。自

けに自分なりの答えを見出していくことが必要なのではないでしょうか。毎

分は何のために働くのだろう？人はなぜこんな困難（病気、失業、大切な人

回、ディスカッションしながら成長できる場にしたいと願っています。

経営学部でも地理学は学べます

中澤 高志 教授

中学・高校の地理では、与えられた問題に解答できればOKです。私がゼミ

ンド戦略、まちづくり・むらおこし、地域の観光戦略、工場閉鎖など、何でも

生に取り組んでほしいと思っているのは、自分の手で問題を作るところから

地理学の問題になりえます。私は地理が好きで、地理学の研究者になりまし

始めて、それに答えることです。
「 なぜそこで？」という地理的な関心を向け

た。地理は好きだけど就職を考えると専門にするのはちょっと…と思ってい

さえすれば、限界集落、高齢化、都市開発、外国人労働者の増加、地域ブラ

る人には、経営学部で地理学を学ぶことをお勧めします。

世界を知ることを通して自国の理解を深める

1・2 年次
英語
ドイツ語
フランス語

を研究します。
英語教育については、
学校種別、
教材、
教員、
カリキュラ

にアメリカを中心に世界の経済、文化、教育等を研究し、翌年度の学習

ム、評価、また各国特有の事情に注意しながら研究します。英語の専門

内容の背景の理解を深めることを目的としています。2年目は春学期に

書等を適宜活用しながら、学生個人の興味に沿って理解を深められる

世界の英語教育、秋学期に日本（留学生の場合は出身国）の英語教育

よう指導しています。
授業は原則として全て英語で行っています。

岡本 尚樹

東京都
私立青稜高等学校卒業
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TOEFL Reading / Listening / Speaking / Writing
TOEFL Preparation
English Exams
Speech and Debate
Genres of Writing
英語スペシャルスタディ

疑問点を調べ、発信する力がつき
就職活動にもいかせた

ゼミでは進め方や研究分野などをすべて自分たちで

て、新聞やニュースの内容はもちろん目の前の出来事

考えます。各ゼミ生が体験した課題や疑問を持ちより、

に対しても自ら考え、疑問を持ち、それについて調べ自

仮説を検証し、先生からアドバイスをいただきながら

分の意見を発信する力が身についたと感じています。

議論を深めました。私は 2 年生の SDGs の講義で途

就職活動でもSDGs 経営を重視。その企業が環境

上国支援に関心を抱き、海外ボランティアや留学を経

や社会にどのような影響を与えているかを自ら調べ、

験。その経験をもとに議論を重ね、学内の懸賞論文

社員の方に話を聞くなどゼミで培った力を駆使し、希

やプレゼンテーション大会に挑戦しました。ゼミを通し

望の企業から内定をいただきました。

英語表現論
英語コミュニケーション（初級、中級、上級）
ドイツ語コミュニケーション（初級、中級、上級）
フランス語コミュニケーション（初級、中級、上級）
中国語コミュニケーション（初級、中級、上級）

［ グローバル 社 会 で 通用するコミュニケーション能 力向上のためのプログラム ］

英語プレゼンテーション大会
英語でのプレゼンテーション能力の向上を
目的として開催しています。個人、グループ
を問わず、これまで研究してきた成果を英
語で披露し、優秀なプレゼンターは表彰さ
れ、賞金が授与されます。

英語ライティングコンテスト
「書く」英語力の向上を目的として、開催してい
ます。特にビジネスの現場では、英語でのEメ
ールや、自分の考えを発信することが求められ
ます。800語程度の英語エッセイの中で、構想
力、論理展開、
リサーチスキル、十分かつ簡潔
な英語表現力を競います。

経営学部独自の外国語検定サポート
TOEIC 試験
®

IP：年 1 回・1 年次は年 2 回（全額補助）

経営学部では、獲得したTOEIC スコアを基準に自分に合った英語ク
ラスを選択・履修させ、定期的な英語力チェックを行うことでさらな
るスコアアップにつなげています。

各種外国語検定試験

年 1 回（全額補助）

外国語検定試験による単位認定

i-meeting（アイ・ミーティング）
i-meetingとは、経営学部で行っている独自の
国際交流イベントです。留学生
（ 交換留学生を
含む）
、一般学生、および教職員が参加し、異
文化に関するプレゼンテーションやゲーム、各
国料理を楽しみながら、国際理解を深め、異文
化コミュニケーションのスキルを高めています。

経営学部では語学修得のサポートのため、各外国語検定の試験料補助を行っています。

®

PICK UP

経営学科 4年

1 〜 4 年次
中国語
ロシア語
韓国語
日本語（留学生向け）

真継 左和子 専任講師

当ゼミは英語教育と地域研究が主要なテーマとなっています。
1年目

STUDENT VOICE

が可能で、英語の選択はもちろん、初習外国語の時間を増やすことや、

TOEFL® 試験
IELTSTM 試験

ITP：年 2 回（全額補助）、iBT：年 1 回
年1回

英語圏の多くの大学がTOEFL® やIELTS TM のスコアを交換留学の出
願条件としており、留学を希望する人は、留学希望先の大学が要求
するスコアを取得しておく必要があります。

初習外国語
（ドイツ語、フランス語、中国語、ロシア語、韓国語）の外国語検定試験について、
春季または秋季のいずれかから年1 回、検定料を全額補助しています。
TOEIC®、TOEFL ITP®、TOEFL iBT®、IELTS TM の最終到達スコアに応じて
「認定科目
（外国語
科目）
」の単位が認定されます。

注目授業

Genres of Writing

中国語

キアナン・パトリック J. 教授

野田 寛達 准教授

状況により応用できるような
英語ライティング技術を身につける

中国の発する匂い、
呼吸を感じとる

Genres of Writingは、英語ライティングが場面、目的、相手により変わるところ
に注目します。重要なポイントは、それが無限ではなく、ライティングの種類により決
まった形や表現が多いことです。この授業では、ビジネスによく使われるライティング
ジャンル（メール、レポート、商品紹介など）の英文を読み真似することで、ビジネス社
会によくあるライティングジャンルに慣れると同時に、将来新しい文章表現に出会った
時の分析力を身につけます。そうすることで、状況や相手によりどんな表現が一番相
応しいかを考えるようになり、自分自身で上手くライティングできるようになるのです。

日本では日々中国に関してさまざまな報 道がなされていますが、
それを見る人は自然とその情報を日本語というフィルターを通して得
ています。そのため実際のニュアンスや報 道の都合上省略された
側面は知るよしもありません。一次情報のもつニュアンスと呼ばれ
る匂い、呼吸というものは、現地の言葉を理解して初めて感じ取る
ことができるものです。中国語を学んで、フィルターを取り払った世
界をちょっと覗いてみませんか。
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教 養 科目

基 礎 専門 科目

幅 広い知識と「 社会人 基 礎力」を養う

「 基礎専門科目」で専門教育の基盤をつくる

「教養科目」は、専門分野を学ぶための基礎学力を身につける

「基礎専門科目」は各学科の専門的学習のための基盤となる科目で

とともに、将来過ごすことになる職場や地域社会で多様な人々と

す。1 年次から履修できる科目も多く、早くから経営にかかわる専門

かかわりをもちながら生きていくために必要な「社会人基礎力」

的学習ができます。

を育成することを目的としています。授業では多様性を理解し、

社会の現場においては、組織構造や組織構成メンバーの人間関係・

多角的にものごとを見る眼を養うことに力を入れており、社会で

心理・健康など組織内的要因とともに、国内外の経済・法・政治・

働く際に必要不可欠である柔軟な思考力と課題を自ら発見する力

文化・社会・自然環境など組織外的要因も対象として、広い視野か

を身につけられるよう多様な科目を配置しています。
「Global

ら問題を捉えて考察し、さまざまな提案ができることが必要です。

Issues」
のように英語によって行われる授業も用意されています。

また IT や AI の発展にともなうビッグデータ活用や第 4 次産業革命、

基本的なスキルを身につけるための授業には、論理的に筋道の

企業活動の国際化、地域における多文化共生などへの対応が重要な

通った文章を書く能力を養い、論文やレポートの書き方を学べる

現代において活躍するためには、イノベーションにともなう企業や経

「レポート・論文作成法」があります。さらに、先生と近い距離で

済・社会の歴史的変容に関する経営学的理解とともに、情報処理、

気軽に質問をしたり話し合いをしたりしながらあるテーマに基づ

統計処理、調査、専門的コミュニケーションなどのスキルを大学時代

いて深く勉強することができる「教養演習」
や「外国語教養演習」

にさらに磨くことも重要です。

のような少人数ゼミ形式の授業もあります。
［ 経営学部の基 礎専門科目 ］
分類

［ 経営学部の多彩な教養科目 ］
THINKING

SCIENCE

SOCIETY

社会思想

自然科学思想史

心理学

言語思想

統計学

西洋史
（総論／各論）

倫理思想

化学

日本事情

哲学

健康科学

Global Issues

宗教思想

生理学

哲学基礎論

物理学

経営総合講義

（フューチャースキル講座）

政治学

生物学
文化人類学
数学

社会学
法学

自然人類学

EXERCISE

READING &
WRITING

スポーツ・レジャー・
レクリエーション論
体育実技
トレーニングの科学
現代社会とスポーツ
選択体育実技

外国文学
（英米、ドイツ、
フランス、中国）

DISCUSSION &
COMMUNICATION
教養演習
外国語教養演習（J／E）

言語表現論
日本文学
日本文学
（現代）
手話
コミュニケーション
（初級・中級）
レポート・
論文作成法

注目授業

・経営基礎数学
・簿記論
・Fundamentals of Management（E）・経営心理学
・マーケティング基礎論
・経営史

経営学の応用に関する
基礎専門科目

・経営統計学
・社会調査法
・経営社会学
・産業生理学

・経営と環境
・企業の社会的責任論（J/E）
・ネット・ビジネス論（J/E）
・コンテンツ・ビジネス論（J/E）

・戦略経営情報システム論
・経営文献研究

経営に関わる経済を学ぶ
基礎専門科目

・経済原論
・ビジネス・エコノミックス

・Japanese Economy（E）
・経済史

・日本経済史
・経済地理学

経営に関わる法律を学ぶ
基礎専門科目

・ビジネス法
・会社法

・手形法・小切手法
・財産法

・税法
・労働法

経営の国際化に対応した
基礎専門科目

・Transcultural Business Communication（E）・東欧文化論
・Strategic Business Communication（E）・中国文化論
・フランス文化論
・イギリス文化論
・東南アジア文化論
・アメリカ文化論（J/E）
・日本文化論
・ドイツ文化論

時代の要請に応じたテーマを
取り入れた講義

・基礎専門特別講義

少人数ゼミ形式の基礎専門科目

・基礎専門演習

PICK UP

注目授業

・海外経営事情
・ビジネス英語（J/E）
・Business Presentation（E）

※
（ E）
は
「 英語で実施する授業科目」
を示します。
※
（ J/E）
は年度により
「日本語または英語で実施する授業科目」
を示します。

健康科学

西洋史（総論／各論）

ドイツ文化論

ビジネス・エコノミックス

鈴井 正敏

薩摩 秀登

竹内 拓史

三上 真寛

教授

ライフスタイルから
健康を科学する
現代の生活環境はたいへん便利になってきました。しかし、一方
ではその便利な生活自体が健 康に対するリスクとなっています。運
動、栄養、休養という健康づくりの 3本柱に加えて、アルコールやた
ばこ、ドラッグ等の悪習慣マネジメント、ストレスマネジメント、セク
シャルビヘイビアなど、ライフスタイルの要因からリスクを理解する
とともに、豊かな人生を送るために現代の健康とは何を意味するの
か考えてみましょう。
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・情報化社会論

経営学の基礎に関する
基礎専門科目

日本語論

地理学

PICK UP

科目 名

School of Business Administration

教授

「今」について考えるために
歴史は、学んだことがすぐその場で役に立つ学問ではないかもし
れません。しかし、過去の人たちがどのような社会でどのように生き
てきたかを知ることは、現代という時代について、そして今そこに生
きている私たち自身について考えるためにも大いに参考になり、支え
になるはずです。授 業では、少し古い時 代までヨーロッパの歴史を
さかのぼり、単なる事実の経 過の背後に見えてくる大きな流れを捉
えてみたいと思います。

准教授

いまだ解決されない戦中の問題
―ドイツと日本の場合
この授業では戦後のドイツが抱える問題について文学や歴史を参考に考
察します。ドイツの知識人は、それらの問題にどのように立ち向かい、また立
ち向かってこなかったのでしょうか。
皆さんには、それらの問題に対して自分ならどう考え、
どう立ち向かうのか、
また立ち向かわないのかを議論してもらいます。というのも問題の一端は日本
にとっても極めてアクチュアルで、戦後ドイツの問題を考察することは、ヨー
ロッパはもちろんアジアの戦後の問題を考えるきっかけにもなるからです。

准教授

市場や景気の仕組みを
分析する
テレビや新聞やインターネットは、おびただしい数の経済ニュース
で溢れ、私たちはメディアや身の回りで見聞きした情報を頼りに、漠
然とした
「 市場」や「 景気」のイメージをもっていますが、その正体は
一体何でしょうか。どのような仕組みで動き、家計や企業はどのよう
な影響を受けるのでしょうか。この授業では、さまざまなグラフや経
済指標に触れながら、現実の経済動向の理解や経営意思決定に
役立つ経済学を学んでいきます。

MEIJI UNIVERSITY
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学 科
紹 介

経 営学 科

現 代 企 業 を 多 面 的 に 読 み 解く

Department of
Business Management

STUDENT VOICE

さまざまな視点から経営に

Q 印象に残っている授業は？

アプローチ。念願の

Answer

経営心理学も学べ、

経営心理学です。授業では組織行動力やリーダーシップなどに

ついて理解を深めていきます。印象に残った理由は、リーダーの本質や役割を

リーダーとして成長

学問的視点から学ぶことができたからです。特にリーダーの講義では、さまざま
なタイプがいる中で、自分が調整型に該当することを客観的に学べました。課
外活動やゼミナール活動でリーダーを務めているため、現在も役立っています。

経営学科 3年

田中 舞大

Q 経営学科で自分が成長できたことは？

愛媛県立
松山中央高等学校卒業

Answer

組織力を上げるために取るべき行動や立ち位置を理解できました。

訪問営業の長期インターンシップでリーダーを務めましたが、獲得件数が伸び悩
み、モチベーションが低下。ひとりで訪問する辛さや孤独感が原因とわかり、メン
バーの想いを共有できる工夫や、話し合いの場を設けてやりがいを喚起しました。
リーダーとして自分のすべきことが判断できるようになり成長を感じています。

Q 経営学科の魅力は？
Answer

関する科目、知識情報化の進展に対応する情報と技術のマネジ

今日の急激で大きな経営環境の変化は、企業と社会に多くの
変革を迫っています。そのため経営学科では、近未来の変化を

メントに関する科目を有機的に配置し、理論・歴史・実証といっ

機敏に読み解き、企業の経営の方向性を定めることができる人

たさまざまな視点から展開しています。さらにゼミナールでは、

材を育成することを目的としています。急速な経済のグローバ

専門に特化し、より深く学んでいきます。みなさんも時代の要請

ル化に対応する国際経営戦略に関する科目や、働き甲斐や雇用

に応えた幅広いカリキュラムを通し、一緒に経営学科で、現代の

問題といった身近な問題に対応する人的資源のマネジメントに

企業と社会を多面的に読み解いていきましょう。

［ 学科設置科目 ］

注）※は基礎専門科目、
（ E）は「 英語で実施する授業科目」、
（ J/E）は年度により
「 日本語または英語で実施する授業科目」、
（ GSBA）は「 大学院経営学研究科との共同設置科目」を示します。

経 営学 科

学部共通

学部必修

経営総論
経営学
会計学
公共経営学
近代経済学

2年次

学科選択

1 年次

〈人と組織〉
経営管理論

〈モノ・金・情報とその分析〉
生産管理論、経営技術論
ナレッジ・マネジメント論
財務管理論、経営統計学※
現代コーポレートファイナンス論
リスクマネジメント論
技術戦略論、経営情報論
Information Ethics（GSBA）
（E）
Information Science（GSBA）
（E）
Corporate Finance（GSBA）
（E）
Investments（GSBA）
（E）

〈グローバル〉
Transcultural Management（E）
Comparative Business Management（E）
国際経営論（J/E）
比較経営論（米、中、露 ･ 東欧、西欧）
経営学外国書講読
Transnational Management（GSBA）
（E）
〈日本の企業〉
Strategic Analysis of Japanese Companies（E）
Innovation Strategy in Japan（E）
日本経営論、中小企業論
ベンチャービジネス論

経営学特別講義

営心理学 ”に精通している教授の存在を知り、明治大学経営学部への入学を決めま

物事を捉える力はどのような場面でも活かせるため、将来やりたい

した。大学選びの際には、将来像をイメージした時に必要となる学問を選ぶ方法もあ

ことが変わっても、柔軟に進路変更できることが魅力です。

ります。悩んでいるみなさんが後悔のない進路を決断できるよう願っています。

PICK UP

「働く」
「働かせる」のジョーシキを疑おう

日本企業者史

人事労務管理論

専門職

STUDENT VOICE
［人事労務管理論］

メーカー 金融
商社 情報通信
保険 不動産

この授業では、渋沢栄一をはじめ、三
菱を創った岩崎弥太郎、花王、味の素、
日産、トヨタ、日立製作所、パナソニッ

ベンチャー企業
事 業 継 承
戦 略 ス タッフ

色々な業界

授業

日本の経営発展とイノベーションについて学ぶ

経営者・起業家

〈法律関係〉
会社法※など

私は心理学に興味がありましたが、将来は一般企業への就職を希望

プローチし、学ぶことができる点だと思います。多面的な視点から

教授

経営コンサルタント
中小企業診断士
社会保険労務士

Answer

していたため進路を決断できずにいました。そんな時、経営学と心理学を学べる“ 経

佐々木 聡

〈理念・文化・歴史〉
〈人と組織〉
経営哲学、経営学史、日本企業者史 経営社会学※、経営組織論、能力開発論
日本経営史、国際経営史
人事労務管理論、雇用関係論
経営文化論、文化論※
組織行動論、労使関係論
企業内教育論、産業生理学※
（英（J/E）、米、仏、独、中、日、
東南アジア、東欧）
Organizational Behavior（GSBA）
（E）
Human Resource Management（GSBA）
（E）
Family Business（GSBA）
（E）
〈戦略・マーケティング〉
経営戦略論
イノベーション・マネジメント
マーケティング・マネジメント
グローバル・マーケティング論
Strategic Marketing（E）
E Commerce（GSBA）
（E）
Strategic Management（GSBA）
（E）
International Marketing（GSBA）
（E）
Service Marketing（GSBA）
（E）

日本と諸外国の経営事情を比較する講義、学者の

理論を仮説検証する講義などさまざまな視点から経営事情にア

卒業後

進路︵ 一例 ︶

学 科専 門

基礎専門

簿記論 / 簿記技能
経済原論、経済史
日本経済史、経営史
ビジネス法
情報化社会論
経営心理学
経営基礎数学
社会調査法
マーケティング基礎論
（2 年次から）
基礎専門演習
基礎専門特別講義
など

〈日本の企業〉
企業論

3 年 次〜 4 年 次

Q 受験生にメッセージをお願いします。

経営学科 4年

松村 健太郎

東京学芸大学附属
国際中等教育学校卒業

ク、ホンダ、ソニー、セブン –イレブン
など、皆さんがよく知っている企業の創

AI
（人工知能）、プラットフォームビジネ
ス。企業活動をめぐる状況は大きな変化
のなかにあります。そのときの企業の競争

山崎 憲
准教授

力はどこにあるのでしょうか。そのことを
ルーツから紐解いていきます。
「 働く」
「働

業者に焦点をあてて、当時の常識を破る

かせる」ということはひとりだけで行うもの

「革新」をいかにして成し遂げることが

ではありません。複数の企業や個人が織

できたかを検討します。それによって、

りなすネットワークをどうやって効率よく

新たな発展の方向に導く企業家の特徴

動かすのか。そこで「 働きがい」や「生きが

を理解し、受講者が将来設計を考える

い」をどうみつけていくのか。ジョーシキを

うえでの一助としてもらいたいです。

疑いながらいっしょに考えていきましょう。

人類の長い労働の歴史から、日本の雇用実態を分析する
企業経営の資源のひとつである
「ヒト」に興味

日本の雇用状況を深い部分まで学べる点です。授

があったことから、人材管理について包括的に学

業を通して、各時代の働き方には当時の政治情

ぶことのできるこの授業を履修しました。この授

勢や思想、経済状況が密接に関係していることを

業の一番の魅力は、アメリカと対比しながら日本

実感。また長い歴史から雇用実態を探っていく中

における働き方や働かせ方の変遷を辿ることで、

で、俯瞰して物事を捉える力も身につきました。

学科によらず共通の科目についてはP.06 を参照してください
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会 計学 科

学 科
紹 介

とお

組織の状況を見透しトキアカス

Department of
Accounting

STUDENT VOICE

「会計力」を身につけ

Q 印象に残っている授業は？

あらゆる

Answer

ビジネスシーンで

「現代会計基準論」です。この授業では、実際の事例をもとに、

会計制度がどのような経緯で改訂されたのか、なぜ新しい基準が設けられたのか

活躍できる人材に

などを分析。会計の歴史を紐解いていきます。この授業を通して会計情報への理
解が深まったとともに、他の授業においても物事の背景にまで目を向ける姿勢が身
についたと感じています。

会計学科3年

丸 桜子

Q 会計学科で自分が成長できたことは？

東京都立
小石川中等教育学校卒業

Answer

大学進学を機に簿記の勉強を開始し、より深く会計を知りたいと

思い、会計学科に進みました。そのおかげで、基礎が固まり、授業内容の理解に
つながったと思います。また、自分自身で組織の経済活動をデータ化したり、数値
から経営状況などを読み解いたりする経験を重ねたことで、情報を客観的に分析
する力が身につきました。

Q 会計学科の魅力は？
Answer

グローバリゼーションと ICT（情報通信技術）の進展によって、いまやビ

の財務報告に役立つ会計まで幅広く学ぶことができる体系的なカリキュラ

ジネスのフィールドは時空を超えて拡がっています。ますます複雑に、そし

ムによって、会計によるデータと情報の作成、理解、分析、活用に必要な能

て変化が激しくなる経営環境において、企業をはじめとする組織の現状と

力を養います。また、公認会計士や税理士などの「会計のプロ」を目指す学

先行きを見透し、その情報を関係者間で共有することが重要視されていま

生のために、高度職業会計人養成トラック「CAP（Course of Accounting

す。「Accounting（会計）」は、その独自の仕組みを通じて、組織の経済活

Profession）」を設置し、必要な技能や資格の取得を支援しています。会計

動をデータ化し、その分析によって組織の状況を解 明し、その情報を組織

は昔も今も変わらずビジネスにおける世界共通言語であり、人々が適切な

とお

トキアカシ

ト キ ア カ ス

の関係者に広く説 明することを可能にするものです。そのため、会計を自

判断を下す際に用いる情報をつくり出しコミュニケートするための強力な

在に操ることができる能力は、ビジネスに携わるあらゆる人々の助けとな

武器です。会計学科の洗練されたカリキュラムで “ 会計力 ” を磨き、自信を

ります。会計学科では、組織内部の経営管理に役立つ会計から組織外部へ

もって世界へ羽ばたいてください。みなさんの可能性は無限大です！

学部共通

学部必修

経営総論
経営学
会計学
公共経営学
近代経済学

会計学科

2年次

学科選択

1 年次

3 年 次〜 4 年 次

〈グローバル〉
〈マネジメント〉
〈ストラテジー、マーケティング＆
原価管理論
オーガニゼーション〉
会計学外国書講読
経営戦略論
マネジメント・コントロール
国際財務報告論
マーケティング・マネジメント※
経営分析論
英文会計
経営組織論※
会計情報システム論
会計史
※
中小企業論※
〈ディスクロージャー〉 生産管理論
〈タックス＆ロー〉
ナレッジ・マネジメント論※
Management Accounting（E）
財務会計総論
法人税法
国際経営論（J/E）
（1 年次から）
〈ディスクロージャー〉
税務会計論
比較経営論（アメリカ）
中級簿記論
財務諸表論
会社法※
Strategic Analysis of
上級簿記論
監査論
手形法・小切手法※ Japanese Companies（E）
Basic Accounting（ E）
現代会計基準論
財産法※
（1 年次から）
〈ファイナンス〉
環境会計論
税法※
財務管理論
NPO 会計論
労働法※
現代コーポレートファイナンス論
公会計論
Corporate Finance（GSBA）
（E）
Financial Accounting（E）
Investments（GSBA）
（E）
Advanced Financial Accounting
（GSBA）
（E）
Financial Statement Analysis
（GSBA）
（E）

卒業後

〈マネジメント〉
管理会計総論
（1 年次から）
原価計算論
（1 年次から）

会計学特別講義、会計プロセミナー

Answer

高校、大学を卒業し、社会の一員として働くようになると、自然と経済

や企業の動きに注目することが多くなります。この学科で「会計力」を身につけておくこ

際の土台となります。基礎知識から専門的な知識までを身につけるこ

とで、会計情報をもとに各組織の経営状況や社会の動向をより正確に評価することが

とで、さまざまな企業や団体、組織が公表している数値がどのような

可能になります。あらゆるビジネスシーンで役に立つ、社会人として重要なスキルが修得

考えに基づいて作成されているのかを理解できるようになりました。

できるので、会計に少しでも興味のあるみなさんはぜひ会計学科で学んでほしいです。

PICK UP

授業

コスト情報を把握する

国際的な財務報告のあり方を考える

原価計算論

国際財務報告論

「いくらお金がかかったか」というコス
ト情報は、営利や非営利にかかわらず、
あらゆる組織運営に欠かせない情報で

長野 史麻
准教授

資格職

公認会計士
税 理 士
国税専門官

進路︵ 一例 ︶

学 科専 門

基礎専門

簿記論 / 簿記技能
経済原論、経済史
日本経済史、経営史
ビジネス法
情報化社会論
経営心理学
経営基礎数学
社会調査法
マーケティング基礎論
（2 年次から）
基礎専門演習
基礎専門特別講義
など

会計学科の大きな魅力は、経営状況の見方を学べる

点です。この学科の学びが、企業経営において会計情報を作成する

注）※は基礎専門科目や他学科専門科目で履修を推奨する科目、
（E）は「英語で実施する授業科目」、
（J/E）は年度により
「日本語または英語で実施する授業科目」
、
（ GSBA）は「 大学院経営学研究科との共同設置科目」を示します。

［ 学科設置科目 ］

Q 受験生にメッセージをお願いします。

す。この情報を正確に把握できなければ、
事業を続けられるのかも、新たに価値を

投資家がグローバル企業に投資をする際に重
視するもののひとつに、国際比較が可能なディ
スクロージャー情報があります。本授業では、

平屋 伸洋
専任講師

国際財務報告基準（IFRS）によって作成された
決算情報やアニュアルレポートを用いて、どのよ

生み出せているのかもわかりません。原

うな情報が開示され、どのような内容を含んで

価計算論では、組織マネジメントに不可

いるのか、また日本基準のそれと比較してどのよ

欠なコスト情報を製品やサービスとの関

うな違いがあるのかといった論点を一つひとつ

わりから捉えていきます。計算方法を理

考察します。皆さんが国際的な財務報告のあり

解するだけではなく、実際の組織でいか

方や諸論点について多角的に考察し、所見を提

に活用されているのかも学んでいきます。

示できるようになることを到達目標としています。

企業内
スペシャリスト

最高財務責任者（CFO）
管理会計担当者
経理財務担当者

総合職

国際的メーカー
金
融
商
社
外資系金融

STUDENT VOICE
［ 原価計算論］
会計学科 2年

鈴木 美凜

東京都
私立吉祥女子高等学校卒業

製造コストを会計の目で明らかにする
モノの製造にかかったコストを明らかにするた

計がいかに重要な役割を果たしているかというこ

めの計算システムである原価計算を学ぶ授業です。

とを、改めて実感することができます。計算方法は

ただ計算するだけではなく、計算結果をもとに商

製造所の規模や生産方法によってさまざまであり

品の開発や改善が行われるなど製造以外の業務に

複雑ですが、例題と丁寧な説明で、将来の実務に

も深く関わっていることから、企業経営において会

直結するスキルを着実に身につけられました。

学科によらず共通の科目についてはP.06 を参照してください
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学 科
紹 介

公共 経 営学 科

公 共 性・社 会 性 ある人 材 を 育 成

Department of
Public Management

STUDENT VOICE

あらゆる側面から

Q 印象に残っている授業は？

社会を捉えることが

Answer

多角的視野の

「福祉マネジメント論」です。この講義では、福祉の基礎的な知識

を身につけると同時に、福祉制度と社会保障制度のかかわり方や、福祉施設の内

獲得につながる

部マネジメント法などを学びます。幅広い側面から福祉分野にアプローチすること
で、福祉の重要性を改めて認識することができました。また、講義内でのディスカッ
ションを通じて、物事を多角的な視点から捉える力が身についたと感じています。

公共経営学科4年

浅井 七海

Q 公共経営学科で自分が成長できたことは？

愛知県立
旭丘高等学校卒業

Answer

公共経営学科に進学し、社会全体を俯瞰して捉えたことは、自分

自身がどう生きていきたいかを見つめ直すきっかけになりました。利益を追求する
だけではなく、社会の一員として自分が将来何をしたいのか、どうありたいのかを
考えることの重要性をこの学科を通じて学ぶことができたと思います。

Q 公共経営学科の魅力は？
Answer

幅広い公共組織のマネジメントを担う専門人材の輩出を目的

等の公共セクター、教育や医療等の非営利セクター、スポーツ・

に、日本で初めての学科として 2002 年に誕生しました。「公共

ビジネスや介護ビジネス等の企業セクターという 3 つに方向を定

経営（パブリック・マネジメント）」とは、既存の行政組織に「経

め、カリキュラムを設けています。行政や非営利組織等の幅広い

営」の発想を導入することでより戦略的かつ効果的な運営を行っ

公共的組織のマーケティング、経営戦略、財務に加え、公的施

ていくことのみならず、教育や医療、福祉等を担う非営利セク

設・スポーツ組織の運営、国際 NGO のマネジメント、CSR（企業

ター（学校法人明治大学もその内のひとつです）、公益事業や社

の社会的責任）や医療・福祉マネジメント等、幅広い内容を専門

会的企業、さらにはスポーツ組織も含めた、幅広い公共的組織の

的に学びます。地域連携や産学連携、大学院との連携によるパブ

マネジメントを対象としています。卒業後の進路を、国や自治体

リック・マネジメント人材の育成にも取り組んでいます。

学科選択

学部必修

経営総論
経営学
会計学
公共経営学
近代経済学

〈理論・セクター論〉
Applied Solution
Approach to International
Public Management（E）
〈戦略論・
各種マネジメント〉
行政経営論
ツーリズム・マネジメント（J/E）
地域活性化論

〈理論・セクター論〉
公共経営学外国書講読
非営利組織論
社会的企業論
公共ガバナンス論
公共セクター経済論
公益事業論
中小企業論
ベンチャー・ビジネス論
協同組合学
Introduction to Public
Management（E）

〈戦略論・各種マネジメント〉〈マーケティング・
ファイナンス・会計・評価〉
行政経営戦略論
公共交通と地域社会
情報公共論
NPO 経営戦略論
公共マーケティング論
自治体マネジメント論
スポーツマーケティング論
観光事業論
ソーシャル・ファイナンス論
福祉マネジメント論
サステナブル投資論
医療マネジメント論
NPO 会計論
スポーツ・マネジメント論
社会会計論
アウトドア組織マネジメント論 公会計論
ライフスタイル・マネジメント論 国際開発論（J/E）
コミュニティ・ビジネス事情 自治体財政分析論
地方財政論
国際協力 NGO 論
行政評価論
Social Impact Investment（E）

公共経営学特別講義、Basic Solution Approach to International Public Management（E）

卒業後

マネジメント法を学習します。多様な側面から社会を見ることにより、体系的な知識

めとする非営利団体についてなど、多岐にわたる学習が可能であり、

を修得。さらに、多角的な視野が身につき将来の選択肢が大きく広がるので、今や

関心のある分野の知識が深まります。

りたいことが見つからない人も自分に合った進路を見つけることができるでしょう。

PICK UP

授業

金融の仕組みで社会を変える

教授

公共セクター

国 家 公 務 員
地 方 公 務 員
公 企 業 職 員
など

進路︵ 一例 ︶

学 科専 門

基礎専門

簿記論 / 簿記技能
経済原論、経済史
日本経済史、経営史
ビジネス法
情報化社会論
経営心理学
経営基礎数学
社会調査法
マーケティング基礎論
（2 年次から）
基礎専門演習
基礎専門特別講義
など

〈思想・歴史・
文化・生活〉
公共歴史論
公共表現行為論
現代健康論
公共思想論
生活文化論
地域公共論
住まいと仕事の
地理学

3 年 次〜 4 年 次

公共経営学科では、民間企業だけでなく、行政や非営利組織、福

り組む方法を学びます。そのほかにも、教育やスポーツ、NGO をはじ

塚本 一郎

公共 経 営学 科

2年次

Answer

祉・医療、スポーツなど、社会を構成するあらゆる分野に焦点をあて、各組織での

注）
（ E）
は
「 英語で実施する授業科目」
、
（ J/E）
は年度により
「 日本語または英語で実施する授業科目」
を示します。

学部共通

1 年次

公共経営学科では、政府と民間企業が協働するよう

に、異なる組織同士がそれぞれの強みをいかしながら課題解決に取

Social Impact
Investment

［ 学科設置科目 ］

Q 受験生にメッセージをお願いします。

NPO の寄付集めにも戦略がある！？

Social Impact Investmentは、さまざまな
社会問題の解決をめざすプロジェクトに、公的
資金ではなく、投資家から資金を調達して取り
組むインパクト投資を扱う、英語による専門科
目です。インパクト投資の中には、再生可能エ
ネルギー事業等の資金調達のためのグリーン
ボンドなどがありますが、この授業では、国、自
治体、投資家、非営利組織等の官民連携で、
子どもの貧困問題や地域活性化等、社会課
題に取り組むソーシャル・インパクト・ボンド
（SIB）を主に扱います。「金融の仕組みで社会
を変える」アプローチについて学びましょう。

NPO経営戦略論
小関 隆志
教授

「 日本には寄付文化がない」という
言 葉をときおり耳にしますが、実は、
寄付集めに成功している日本のNPO
は少なからずあります。寄付文化をは
ぐくみ、多くの支援者・協力者を獲得
して、NPO の掲げる目標を達成する
には、どのような戦 略が有効なので
しょうか。本科目では、NPO の経営
戦略の特徴、人材育成、資金調達、
広報・宣伝、アカウンタビリティなど、
NPO のマネジメントを多角的に明ら
かにします。

非営利セクター

N P O 法 人
公益財団・社団法人
学 校 法 人
協 同 組 合
など

企業セクター

民 間 企 業
スポーツビジネス
介 護ビジネス
など

STUDENT VOICE
［NPO経営戦略論］

公共経営学科 4年

今 珠実子

青森県立
青森東高等学校卒業

「非営利組織」独自の経営を学ぶ
NPO経営戦略論では、実際に活動しているNPO団体
の分析を通して、営利組織とは異なる特殊な運営方法を

学べることはこの授業の大きな魅力であると感じています。
また、NPO団体への理解を深めることは、あらゆる社会問

学ぶことができます。利益のためではなく課題解決を主目

題に目を向けるきっかけにもなりました。日本における貧困

的においた特徴的な経営戦略はもちろん、人材育成や資

や待機児童などの問題には、解決に向けて行動を起こす

金調達などさまざまな視点から非営利組織独自の経営を

「人の思い」が大切なのだと実感することができました。

学科によらず共通の科目についてはP.06 を参照してください
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教員紹介

経営学部・教員と研 究テーマ

2022年 4月1日現在

経営学部は、経営・会計・公共経営の3 学科に加え、学科の枠を越えて学べる共通科目の専任教員、特任教員、
計71 名で構成されています。授業やゼミナールでは、有益なアドバイスを与えてくれる教員として、
時には学生生活や将来の進路について相談に乗ってくれる人生の先輩として、みなさんの夢や目標を応援します。

東條 由紀彦

経営学科
① 主な担当科目 ② 研究テーマ

岡田 浩一

教授

① 中小企業論
②中小企業経営の理論的研究

佐々木 聡

教授

徐 玉琴

助教

山本 明男

① 日本経営史
②日本の経営発展の実証的研究

① 基礎専門演習、経営文献研究、外国
書講読
②知的財産戦略と研究開発

①異文化経営論、経営学特別講義、外国
書講読 ②異文化交渉、異文化融和を目
指したハイブリッドな関係構築

友の来るにまかせよ、そ
して友について語るので
はなく、友に対して語りか
けよ。

ロシア・東欧諸国の企業
は独自の歴史・文化を背
景としてユニークな発展
を遂げつつあります。

実際 の日本の企 業や企
業 家・経 営 者による
「革
新」について学び、近 未
来の企 業 像を展 望する
授業内容です。

大学生活を通じて、さま
ざまなことにチャレンジ
し、国際社会で通用する
素養を身につけましょう。

異文化対応力を高め、グ
ローバル社会で活躍でき
る人財を目指しましょう。

燕書

教授

歌代 豊

教授

牛丸 元

教授

中西 晶

教授

大倉 学

教授

鈴木 研一

﨑 章浩

特任教授

会計学科

千葉 貴律

① 企業論
②イノベーションを創出する企業間関係

① 経営心理学、
ナレッジ・マネジメント論
②高信頼性組織とレジリエンス、安全
とセキュリティのマネジメント

① 財務諸表論
②制度会計の特質考究

①管理会計総論、
マネジメント・コントロール
②顧客志向と信頼が水平的調整に与える影響、顧
客志向管理会計、プロジェクトにおける目的整合性

① 環境会計論
②社会と会計

知的フィールドで思いっき
り可能性を広げてくださ
い。

自分とは何か、組 織とは
何か、社 会とは何か、深
く、多面的に考え、ともに
語りましょう。

新しいことを知るよろこ
び、そしてそれをさまざま
な視点から考える楽しさ
をともに経験しましょう。

I have a dream.
（ 私には
夢がある）by Rev. Martin
Luther King, Jr.

和泉〜駿河台キャンパス
のエコウォーキングに参
加しませんか?

中澤 高志

教授

一之瀬 真志

教授

小俣 光文

教授

大槻 晴海

① 原価管理論、管理会計総論
②戦略的コストマネジメントのための
管理会計技法

① 主な担当科目 ② 研究テーマ

教授

准教授

長野 史麻

教授

教授

学問を含めて真に自由に学
べるのは大学時代です。ぜ
ひ、本学に入学して自由な
雰囲気の中で学び、将来の
夢を見つけてください。

石津 寿惠

教授

① 財務会計総論、NPO 会計論
②営利企業、非営利企業における利益
概念
好きな言葉は
「 努力は裏
切らない」
。そして経営学
部のキャンパスライフは
「 受験生の努力を裏切ら
ない」
。

准教授

加藤 友佳

准教授

① 経営と環境
②環境政策の経済学的研究

① 経営戦略論
②経営戦略のマネジメント

① 経済地理学
②労働の地理学、現代日本の地域構造・
都市構造の変容

① 生理学、トレーニングの科学、
産業生理学
②運動生理学

① 監査論、中・上級簿記論 ②監査制度
の有効性の向上、モニタリング機能を中
心とした企業のガバナンス向上

① 管理会計総論
② 原価企画に関する理論的・実証的
研究

① 原価計算論
②マネジメントコントロールとCSR

① 法人税法、税法
②変化する社会に対応する税制

大学生がやるべきことはただひとつ。卒業
したあとに何をするかを考えること。

企業だけでなく個人にと
っても
「 戦略」が不可欠で
す。将来に向けての
「自分
らしい戦略」を創りましょ
う。

大学で学ぶ地理学は、暗
記物の
「地理」
とは違いま
す。大きな可能性をもった
自由な学問です。

生体機能は運動中にもっ
とも活 性化されます。運
動という
「 窓 」を通じて、
生体 の驚異の機能を探
究しましょう。

大学時代は一生つき合える
友人をつくる絶好の機会で
す。よく学び、よく遊び、たくさ
ん友人をつくって有意義な
大学生活を送ってください。

管理会計って知ってます
か? 未知なるものへの好
奇心から、新しい道が開
かれます。学び問うことを
楽しもう!

みなさんの可能性は無限
です!

明治大学は、あらゆる可
能性を広げることのでき
る大学です。貴重な大学
生活を、共に有意義な時
間にしましょう。

原田 将

教授

山下 充

教授

青木 克生

教授

①マーケティング・マネジメント
②ブランド価値経営、グローバル・ブランド管理の
戦略・組織、新興国市場におけるブランド構築

① 経営社会学
②人的資源管理の歴史・国際比較、
人事部門の機能と歴史

① 経営管理論 ②製造業におけるカイゼ
ン活動の国際比較研究、企業間関係とイ
ノベーション、組織学習の理論的研究

失敗を恐れず、さまざま
なことにチャレンジしてく
ださい。意 志あるところ
に道は開けます。

社会現象を多角的、多面
的に理解し、新しい世界
観を見つけてください。

国際化する時代にあって
日本企 業 の真の強みは
何であるのか、というテ
ーマを学生諸君とともに
学んでいきます。

三上 真寛

准教授

山崎 憲

准教授

鷲見 淳

① 近代経済学、
ビジネス・エコノミックス
②組織・制度の経済学

① 人事労務管理論
②企業活動をめぐる社会・経済システム

① 国際経営論、

大学生 活は可能 性に満
ちています。さまざまな学
問にふれて、たくさんの人
に出会い、何事にも挑戦
しましょう。

大学で学ぶことは、
「なん
のために生きているのか」
を探す扉を開けることにつ
ながります。

グローバル的な視点と日
本的な視点を対比するこ
とを通して、世界、日本、
そして自分を語りましょ
う。

石塚 史樹

准教授

① 雇用関係論・労使関係論
②特に独企業の人的資源管理・労使関
係・企業統治に関わる実証研究
「学問に王道なし」といいますが、分野
を問わず成功を収めるためには、地道
に修業を継続するしかないと思います。
皆様も、大学進学前も後も、目指す道
での継続的な修業に励まれてください。
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教授

① 比較経営論（ロシア・東欧）
②ロシア東欧諸国の企業経営の比較
研究

［中国の格言］
成 功者找 方法 失 敗者
找 理由／成 功 者は方法
を考え、失敗者は言い訳
をする。

教授

加藤 志津子

① 日本経営論
②日本経営の歴史的研究

① 比較経営論（中国）
②中国と日本の経済・経営の比較研究

日本 企 業 の99%以 上は
中小企業です。中小企業
を語らずして日本企業を
語れません。一緒に研究
しましょう。

松野 裕

教授

School of Business Administration

古川 裕康

准教授

教授

① 比較経営論（西欧）
②インダストリー4.0（第4次産業革命）
「 One f or A l l , A l l f or
One」
（ひとりはみんなの
ために、みんなはひとり
のために）
。一 緒に勉 強
し、将来を勝ち取ろう!

准教授

Fundamentals of Management

②グローバル化と企業の国際経営

鳥居 陽介

清水 一之

宮田 憲一

① 経営史、比較経営論（アメリカ）
②企業の多角化研究、クリエイティブ産
業史研究

谷口 諒

専任講師

専任講師

森田 広大

専任講師

高浜 智輝

助教

①経営分析論、国際財務報告論
②資本コストと利益マネジメントの関係

①会計史、基礎専門演習
②英米会計史研究

① 基礎専門演習、経営文献研究、
外国書講読
②多様な事業体に対する課税に関する研究

会計学について語り合い
ましょう!

学問とは
「学び問う」
、
「問
うことを学ぶ」ことです。
大 学 で は 物 事 を広く学
び、その真理を探究しま
しょう。

大学時代に取り組むべき
ことをしっかりと定め、そ
れをブレずに極めてくだ
さい。

大学はさまざまな人が ｢学
生 ｣として集う数少ない場
所です。多くの縁の糸を紡
いで大学生活を有意義に
過ごしてください。

藤江 昌嗣

公共経営学科
① 主な担当科目 ② 研究テーマ

専任講師

平屋 伸洋

① 現代会計基準論
②会計基準における基礎概念の研究

准教授

社会を変える
「ビジネスの
力」に興味をもっているみ
なさん、ぜひ経営学 部の
扉を叩いてください！

専任講師

浅野 千鶴

中西 貢

教授

教授

佐野 正博

教授

鈴井 正敏

教授

① 経営統計学、行政評価 論、近代経済学
②移転価格税制、行政組織のパフォーマンス・メジャメント、
地状学、日本のマテリアルハンドリング産業の生成史

① 経営技術論、技術戦略論、情報公共論
②イノベーション・マネジメント論

① ライフスタイル・マネジメント論
②健康科学、運動とNK 細胞

現象を理論で大きくつか
むとともに、統計学という
道具を用いてデータでも
証 明する大 学 で の学び
は楽しいものです。

学び問うという作業を通
じて、豊かな教養と知性
を築きましょう。やる気の
あるみ なさん の入学 を
待っています。

大学は自分の可能性に挑
戦するところです。色々なも
のに興味を抱く好奇心と、
それにトライするバイタリ
ティーを磨いてください。

薩摩 秀登

教授

塚本 一郎

教授

田中 充洋

教授

①グローバル・マーケティング論
② 国際市場細分化、グローバル・
マーケティングの標準化-適合化研究

① 財務管理論、現代コーポレートファイナンス論
②株式所有構造の変遷と主要株主が
企業に与える影響

①経営組織論、組織行動論
②イノベーションプロセスにおける「失敗からの学習」、
カテゴリとイノベーション、組織に対する社会からの評価

① リスクマネジメント論
②ゲーム理論、リスクマネジメント

① 西洋史、公共歴史論
②ヨーロッパ中近世史

①非営利組織論、Social Impact Investment
②社会的企業、企業の社会的責任、
社会的インパクト投資に関する研究

①スポーツ・マネジメント論
②ボールゲームのコーチング論

挑戦する気持ちを忘れな
いでください。明治大学
は
「 一 歩前へ」踏み出す
勇気を持 つ学生で 溢 れ
ています。

大学での学びを通じて、
より深く考える力を身に
つけましょう。それは生涯
の財産となります。

いろいろな事に挑戦し、
そのなかで多くの事を学
び、自身の可能性を広げ
ていく。そんな大学生活
にしてください。

学生生活の4 年間は、長
いようで短い。達成感を
味わえるよう、しっかりと
目的をもって過ごしてくだ
さい。

視野を大きく世界へ広げ
てください。地球上には、
さまざまな生き方・考え
方があるということを忘
れずに。

周りに流されずに、自分
自身で考える力と行動す
る力を身につけてくださ
い。

みなさんとスポーツの素
晴らしさを共有できるこ
とを楽しみにしています。

MEIJI UNIVERSITY

30

教員紹介

小関 隆志

卒 業 後 の進 路

教授

畑中 基紀

教授

① NPO 経営戦略論、ソーシャル・ファイナンス論
②ソーシャル・ファイナンスによる
金融包摂

①公共表現行為論、日本文学
②近代日本文学、表現論

明治大学経営学部で社
会へ幅広い視点をもち、
豊かな経験を積んでくだ
さい。待ってます。

失敗を経験せずに成功した人はいません。
どんどん失敗しましょう。

早川 佐知子

准教授

①医療マネジメント論、福祉マネジメント論
②アメリカの病院における人事労務管理
「真理は人を自由にする」
。
明治大学であなたにとって
の真理を見つけ、自由な精
神を手に入れてください。

髙巖

Introduction to Public Management

森田 直美

准教授

吉松 梓

あたり前の世界から少し
でも抜け出せれば、新し
い世 界が見えてきます。
大 学時 代 がその大きな
チャンスです。

准教授

大方 潤一郎

格した学生にとっては専門職として技能を磨くことを、どちらも早
期に実現します。
特任教授

予測 困 難 な時 代を生き
抜く強さと多様性を受容
するやさしさを身につけ
てください。

新しい福祉国家像を見据え
た、包摂と支援の
「まちづく
り」を、日本や世界の各地で
進めて行こうという気概の
ある人、ぜひ、来てください。

教養教育

ルプラットフォーマーの倫理的課題

① 主な担当科目 ② 研究テーマ

辻 昌宏

教授

教授

福満 正博
① 中国語、外国文学（中国）、
中国文化論
②中国の戯曲小説

自分の力を信じて、未来
の可能性を広げる努力を
続けてください。

近年の中国経済の発展は、目を見
張るものがあります。日本の貿易相
手でも、アジア地域の占める割合
は想像以上に大きいです。みなさ
ん、アジアにもっと目を向けましょう。

教授

山下 佳江

教授

ゆったりとした気持ちで
学びましょう。

A little learning is a
dangerous thing.
(Alexander Pope)

留学を考えている学生の
方はぜひTOEFL® のクラ
スを履修し、早めに準備
を始めましょう。

准教授

折方 のぞみ

①フランス語、フランス文化論、外国
文学（フランス）
②フランスの文学と思想

英語を上 達させるには、
それを自分のものにする
ことが必要です。活発に
学びましょう。

日本と海外両方に目を向け、
遠い過去をみすえつつ未来
を思い描いてください。大胆
な発想を大切にしつつ、温故
知新もやってみてください。

社会の風 潮に流されず、
あ な たらしく
（ 人 間らし
く）生きるための核心を、
大学でしっかりつかんで
ください。

異文化を学ぶことは新し
い世 界 観 を 学 ぶことで
す。他者への好奇心は自
分の可能性をぐんと広げ
てくれますよ!

①ドイツ語、ドイツ語コミュニケーション
② 近現代のドイツ語圏文学

准教授

① Strategic Business Communication,
Transcultural Business Communication

② マネジメント・コミュニケーション、グローバル経営

野田 寛達

准教授

谷本 道昭

① 中国語
② 中国語学（語彙、文法）

①フランス語、フランス文化論
②フランス語圏の文学と文化

小さいものに大きなもの
を見出す想 像 力をもって
ください。日 常の何の変
哲もない事象に、多くの面
白い秘密が隠れています。

フランス語には
「自由」と
いう言葉はあっても
「不自
由」という言 葉はありま
せん。VIVE LA LIBERTÉ!

人材育成

大いに遊び、大いに学び、
人生を楽しみましょう。

真継 左和子

さまざまなかかわりを通
して、豊かな心と高い見
識を養ってください。

専任講師

グレイアムマー，ヒュー A.

特任講師

① 英語
② 言語テスティング、English-medium
instruction (EMI)とその評価

① Global Issues, Liberal Arts Seminar in Foreign Languages
② Global Issues, Ethnocultural empathy,

共通語である英語で世界
中の人と
「直 接 」コミュニ
ケーションが取れるのは
非常に楽しく面白いことで
す。人生が広がります。

Being proﬁcient in English is
a doorway to doing business
globally, a door way to new
thoughts and perspectives,
and the key to international
collaboration.

School of Business Administration

Materials design

モロー，ロバート J.

特任講師

① International Business Program, Global Issues
② Academic writing, Autonomous learning,
Global issues

学術的な表現方法と国際
問題を理解する力を英語
で学んでいきましょう。

経営学を究める大学院経営学研究科

准教授

①ドイツ語、外国文学（ドイツ）
②ドイツの文化・文学・思想・解釈学

金子 敦子

大学院経営学研究科・専門職大学 院
を実現しつつあります。

①哲学、社会思想、宗教思想
② 17世紀西洋哲学史、比較思想

准教授

と4 年次の授業料を専門的な学習やスキルの修得に充てることができ

大学院では海外協定校連携、国際化対応のための英語による授業など、大学院改革の先例となるさまざまな対応策

① 英語、Global Issues
② 言語と異文化コミュニケーション

竹内 拓史

験の勉強を両立する予定でした。しかし、早期卒業することでその時間

済的にも非常に有意義だったと思います。

高校数学とはひと味違っ
た
「経営数学」
を勉強しま
しょう。

瀧井 美保子

杉山 葵

東京都
私立吉祥女子高等学校卒業
2021年3月
明治大学 専門職大学院 会計専門職研究科 修了

て、専門的かつ実務に役立つ学習を早く行うことができ、時間的にも経

① 英語、Liberal Arts Seminar in Foreign Languages
② 日韓 英 の比 較 言 語 研 究 、英 語ライ
ティングの技法研究

教授

経済的にも意義あるものに

ると考え、この制度を利用しました。そのおかげで試験 勉強に注力し

① 英語、イギリス文化論
②イギリス社会論（イギリスの社会と文
化）、現代イギリス論

枝村 祥平

4 年生の 1 年間を時間的にも

を卒業しました。

教授

①英語、外国文学（英米）
②英詩、イタリア詩における音韻構造

教授

STUDENT VOICE

もともとは、4 年次まで在籍し、ゼミ活動と卒業論文の制作、資格試

① 数学、経営基礎数学
②複素力学系の研究

キアナン・パトリック J.

2 010 年度から約 35 名の学生がこの制度を利用して経営学部

自治 体 独自のまちづくり制 度、高 齢 社会 対応の
地域生活環境基盤、熟成期のまちづくり体制

① 日本語
②日本語教育・日本語学

宇野 毅

経営学部では、在学 3 年間で大学卒業、
「学士の学位取得」を
学を希望する学生にとっては高度な専門的教育を、国家試験に合

大学生活の中で、
「 自分以
外の誰かのために、力を
発揮したい」という気持ち
を育んでください。

戸村 佳代

早期卒業制度
可能とする早期卒業制度を導入しています。たとえば、大学院進

①公共ガバナンス論、自治体マネジメント論
② 都市空間の変容過程の解明とそのコントロール、

② 企業の社会的責任、AIビジネスと倫理、デジタ
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准教授

①スポーツ・レジャー・レクリエーション論
②野外教育、多様なニーズのための自然
体験活動

企業の社会的責任論、外国書講読、教養演習

教授

楽しみなくして得るもの
なし。公共経営を学ぶ醍
醐味と楽しみを一緒に味
わいましょう!

阿部 卓

①自然人類学、地域公共論
②バリ島、雲南少数民族の人類学的研究

①日本文学、生活文化論
②色彩・染織・服飾を視座とした平安朝
の文学・文化研究、有職故実研究

① Corporate Social Responsibility、

藤本 佳久

教授

②行政および公共政策の比較研究

特任教授

「 企業の社会的責任」と
いう視点で、これからの
ビジネスのあり方を共に
学んでいきましょう。

菊地 端夫
①行政経営論、行政経営戦略論

■リサーチコースとマネジメントコース

■会計専門職研究科（会計大学院）

明治大学大学院経営学研究科は博士前期課程と博士後期課程に分

公認会計士や税理士などの「会計プロフェッショナル」を養成するこ

かれており、前期課程にはリサーチコースとマネジメントコースがあり

とを目的としています。「会計プロフェッショナル」とは、高度の専門

ます。

知識とスキルに加え、職業倫理に裏打ちされた的確な判断力を有す

リサーチコースは、経営学・会計学分野の特定テーマを深く探究す
准教授

社会で活躍するスペシャリストを目指す
専門職大学院

る研究者を育成することを目的としたコースで、博士後期課程につな
がります。修了した者の多くが、経営・会計の専門家や研究者として
幅広く活躍しています。
一方、マネジメントコースは社会人を対象としたコースで、一度社
会に出た人が能力をブラッシュアップして実務の世界でさらなる活躍
を目指すことを目的としています。原則として 3 年以上の実務経験を
有する社会人を対象としています。このコースでは、社会人が研究し

る人材を指します。将来、
「会計プロフェッショナル」を志向する方は、
会計専門職研究科の扉を叩いてみませんか。

■ガバナンス研究科（公共政策大学院）
広範な知識を備えた「公共政策のプロフェッショナル」を養成しま
す。実務家教員と研究者教員が理論と実務を架橋した実践的な教育
を展開し、自治体の首長、議員、公務員、会社員、NPO 職員や、それら
を目指す学部卒業生が切磋琢磨しながら学びます。また、社会人の利

やすいよう開講時間を夜間および土曜日に設定しています。

便性を図るためにインターネットでの授業配信も実施しています。

■ダブルディグリー・プログラム

■グローバル・ビジネス研究科（ビジネススクール）

2010 年度からマレーシア工科大学（UTM）、2013 年度から韓国のウ

日本企業が多くの困難に直面する現在、環境の変化に対応する能力

ソン大学とのダブルディグリー・プログラムを開始しました。このプ

だけではなく、自ら変化を先取りして、変革を引き起こしていく能力が

ログラムは、経営学研究科に在籍しながら相手方大学の修士の学位

求められています。グローバル・ビジネス研究科は、進取の気質と旺

（UTM：経営管理工学、ウソン大学：経営学）
を取得することができます。

盛な企業家精神、そして急激な環境変化に対応しうる柔軟性をもっ
た、ビジネスプロフェッショナルの育成を目指す MBA プログラムです。
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就職・キャリア形成 支 援

就職実績

就職キャリア支援センターと連携し、全学部生を対象とした支援

就職キャリア支援センター

で行き届かない部分について ｢経営学部生に向けた独自のサポート｣
を行っています。キャリアを取り巻く状況は急激な変化を迎えていま
すが、経営学部には、｢ 納得のいくキャリア形成｣ができる環境があ
ります。
2019年度に経営学部教員が中心になり特定課題研究ユニット：
フューチャーキャリア研究所を設置し、キャリア関連プログラムの開
発・体系化について取り組んでいます。

“ 就 職の明治” ならではのサポート力で学生一人ひとりが未来をつか
む力を育みます。
2 021年度は昨年度同様コロナ禍で活動が制限された中でしたが、オ

社会で必要とされる実践力を身につけた経営学部生はその能力が高く評価され、
製造業、金融、情報通信、監査法人、公務員など幅広い分野で就職実績を残しています。

■業種別 就職状況
（2021年度卒業者）

■サービス業（他に分類されないもの）3.5%

ンラインや一部対面相談にて22,500件以上の個別相談を行いました。
また、就職支援行事についても社会の変化や学生のニーズを意識し

■公務 4.0%

■複合サービス事業 0.5%

てスピード感をもった行事企画を心がけ、年間3 0 0回以上のオンライン

■その他 3.5%

■医療、福祉 0.8%

支援行事を開催しました。
キャリア支援の取り組みや教職員によるサポート体制の充実が高く評

■農業・林業 0.2%

■教育、学習支援業 1.2%

価され、高校の進路指導教諭が選ぶ「 就職に力を入れている大学」ラン
キングで12年連続1位に選出されています。

■建設業 2.5%

■生活関連サービス業、
娯楽業 0.8%

※大学通信の調査（2021年11月発売）
掲載の評価ポイントより。

■製造業

13.6%

■宿泊業、飲食
サービス業 0.7%

資格取得
在学中に所定の科目を履修することで、以下の資格の免許状および
基礎資格を取得できます。
所定の単位数を取得すれば取得可能な資格

難関試験の合格支援
明治大学には、難関である法律専門職（ 法曹）試験、公認会計士試
家試験指導センターがあります。

経理研究所

学芸員養成課程

・学芸員

初の公認会計士養成機関です。

社会教育主事
課程

・社会教育主事
（ 任用）
・社会教育士

室」および「 会計士講座」と、公認会計士試験合格を目指す過程で基

司書課程

・司書

司書教諭課程

・司書教諭

経営学部独自の各種検定料助成制度
経営学部独自の検定料助成制度で学生の皆さんの挑戦をサポート

■外国語検定 ▶詳細はP.20
・TOEIC® 試験 IP：年 1回・1年次は年 2回（ 全額助成）
・TOEFL® 試験 ITP：年 2回（ 全額助成）、iBT：年 1回
・IELTS™ 試験 年 1回
・各種外国語検定試験 年 1回（ 全額助成）
（ ドイツ語 / フランス語 / 中国語 / ロシア語 / 韓国語）
■簿記検定
・日商簿記検定試験
（ 1級 /2級 /3級）

団体受験：年 2回

講座名

・3級クラス

日商簿記 3級

■運輸業、郵便業 2.5%

■卸売業、小売業

・2級クラス

日商簿記 2級

学内講座 会計士講座 ※

■主な就職先企業・団体名
建設業

富士通（株）

（株）
ゼンリン

（株）
一条工務店

本田技研工業（株）

（株）
日本経済新聞社

（株）
三菱 UFJ 銀行

（株）
大林組

ヨネックス（株）

運輸業、郵便業

（株）
ゆうちょ銀行

積水ハウス（株）

日商簿記 1級、全経簿記上級
公認会計士試験
（ 会計学）

高砂熱学工業（株）
製造業
伊藤ハム（株）
昭和産業（株）
（株）
ニップン

公認会計士試験
（ 全科目）
※特別会計研究室への入室が条件になります。

行政研究所
最難関の国家総合職をはじめ国家一般職、地方上級等を目指す
学生を主な対象として、1年次から 4年次まで一貫したカリキュラム
と、モチベーションを高める専門の指導が行われています。

法制研究所
裁判官・検察官・弁護士（ 法曹三者といいます）を志す学生に対

森永製菓（株）
（株）
ヤクルト本社
山崎製パン（株）
帝人（株）

電気・ガス・熱供給・水道業
九州電力（株）
情報通信業

東日本旅客鉄道（株）

（株）
横浜銀行

卸売業、小売業

イオンフィナンシャルサービス

（株）
ニュー・オータニ

ＮTT 東日本グループ会社

丸紅（株）

野村證券（株）

KDDI（株）

三菱商事（株）

あいおいニッセイ同和損害保険（株）

ソフトバンク（株）

伊藤忠丸紅鉄鋼（株）

第一生命保険（株）

JFE 商事（株）

東京海上日動火災保険（株）

東日本電信電話（株）
（株）
エヌ・ティ・ティ・データ

富士フイルムビジネスイノベーションジャパン（株） 日本生命保険（相）
リコージャパン（株）

三井住友海上火災保険（株）

P&G ジャパン（合）

明治安田生命保険（相）

京セラ（株）

宿 泊 業 、飲 食サービス業
（株）
帝国ホテル

サイボウズ（株）

（株）
キーエンス

有限責任あずさ（監法）
（株）
アイレップ

SMBC 日興証券（株）

エン・ジャパン（株）

ユニリーバ・ジャパン（株）

PwC 京都監査法人
（株）
丸井グループ

大和証券（株）

大日本印刷（株）
凸版印刷（株）

有限責任監査法人トーマツ
PwC あらた有限責任（監法）

三井物産グローバルロジスティクス（株） りそなグループ
安田倉庫（株）

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ（株） 東日本高速道路（株）
（株）NTTドコモ

三井住友信託銀行（株）

タカラスタンダード（株）

TIS（株）

ユニ・チャーム（株）

不動産業、物品賃貸業

（株）
帝国データバンク

（株）
ローソン

東急リバブル（株）

（株）
電通デジタル

（株）
ユニクロ

野村不動産ソリューションズ（株）

（株）
ニトリ

三井不動産リアルティ（株）

日本ユニシス（株）

日本電産（株）

（株）
野村総合研究所

三菱電機（株）

（株）
サイバーエージェント

金融業、保険業

学術研究、専門・技術サービス業

生 活 関 連サービス業 、娯 楽 業

（株）
オリエンタルランド
複 合サービス事 業
日本郵便（株）
サービス業（他に分類されないもの）
パーソルキャリア（株）
（株）
マイナビ
公 務（他に分類されるものを除く）
国家公務員 一般職
国税専門官
防衛省 海上自衛隊

（株）
静岡銀行

アクセンチュア（株）

シャープ（株）

ヤフー（株）

（株）
新生銀行

EY 新日本有限責任（監法）

神奈川県庁

日本電気（株）

楽天グループ（株）

（株）
千葉銀行

キリンホールディングス

埼玉県庁

（株）KADOKAWA

（株）
みずほフィナンシャルグループ

コナミホールディングス（株）

東京特別区

（株）
小学館

（株）
三井住友銀行

サントリーマーケティング＆コマース（株） 福岡市役所

パナソニック（株）
（株）
日立製作所

School of Business Administration

11.3%

合格目標

学内講座 簿記講座

・計算基礎クラス

■情報通信業

13.7%

※グラフ中のパーセンテージは四捨五入
されているため、合計しても100％にな
らない場合があります。

礎となる「 簿記講座」を設けています。

して学習を支援するための機関です。
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26.3%

経理研究所では、公認会計士合格をサポートする「 特別会計研究

・会計士本科クラス

対象検定試験

■金融業、保険業

国家試験指導センター経理研究所は 1948年に設立されたわが国

学外講座 会計士講座 ※

します。

9.3%

■不動産業、
物品賃貸業 5.3%

験、国家公務員採用試験等を目指す学生のための支援機関である国

・中学校教諭一種免許状
「 社会」
・高等学校教諭一種免許状
「 地理歴史」
「 公民」
「 商業」

教職課程

■学術研究、専門・技術
サービス業

■電気・ガス・
熱供給・水道業 0.5%

警視庁
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卒 業 後 の進 路

経営学部卒業生からのメッセージ
大学を卒業したらどんなキャリアを築くか。明治大学経営学部で学び、現在、社会で輝く卒業生から
のメッセージを参考に自分の未来図を描いてみましょう。

現在は、国内で初めて商用インターネット接続

IT

サービスを開始した会社で営業を担当していま

メーカー

います。
「社会的養護」とは、虐待などさまざまな

会社の収支の集計をすることです。会社を

事情により養育が困難な家庭や、施設や里親家

ま。入社した年次ではなく、個人の能力次第で業

経営していくうえで、売り上げはどのくらい

庭で生活する子どもを公的に支援することです。子

務の幅が大きく変化することが、今の仕事の一番

あり、そのために、どのくらいのお金を使っ

どもの権利を巡って保護者の方と対立するなど、

の魅力です。

たのか、使ったお金は計画していた額より

理想と現実のギャップに思い悩むこともあります

ゼミでは日本の老舗企業であるカゴメ株式会

も多いのか少ないのかなどの情報は必須で

が、子どもと保護者双方の成長を実感できるとて

社の海外事業について研究を行いました。韓国で

す。こうした経営情報を月に 3回ほど集計

もやりがいのある仕事です。

に衝撃を受けたとともに、老舗企業への興味が湧

際、長い歴史をもつ企業が多数存在していること

お客様から信頼される存在に

き、この研究を始めました。研究テーマから論点

株式会社インターネットイニシアティブ

の仲間とのディスカッションを通して、研究内容

がずれないように進めるのは大変でしたが、ゼミ

曺 女眞さん

への理解をさらに深めることができたと思います。

2015 年卒業
韓国大邱市
Gyeongil Girls' High School卒業

的にかかわる中で、仲間を大事にすることを学びま

ゼミや明大祭委員会の活動で多くの人と積極
した。仕事においても、エンジニアや営業事務、

大学で学んだ会計の

しているのですが、会社が大きくなるとその

知識とスキルが

それぞれの部門から数字を預かり、会社全

業務に直接役立っている
パナソニック株式会社

知識が業務を行ううえで直接的に活用でき

2019年卒業
埼玉県立
大宮光陵高等学校卒業

とは社会に出てからの強みになると感じて

なっています。
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ています。大学で専門知識を身につけるこ
いますし、論文作成などを通して得た、相
ルなども、仕事において役に立っていると

尊重しあう習慣を学べたことは私にとって大きな

いう実感があります。

前例にとらわれない
柔軟な考え方で

大学時代で特に印象に残っているのは、ゼミで
の活動です。当時話題となっていた
「街コン」の経
済波及効果に着目し、持続可能な社会に貢献す

地元の発展に貢献していく

る街コンの開催についてグループで研究。実際に

青森県庁

で、納得のいく論文を完成させることができました。

街コンに参加して調査するなど、努力を重ねたこと

佐藤 惇 さん

また、大学 4年間を通して行政経営分野を中心

2015 年卒業
青森県立
青森東高等学校卒業

トについて幅広く学修。ひとつの問題についてあら

に、教育、医療、福祉など公共的組織のマネジメン
ゆる視点から考える力は、児童虐待という社会的
な問題を扱う現在の仕事にもいかされています。
今後の目標は、自分が生まれ育った青森県の課
題解決や発展に貢献できる人材になることです。

仕事における今後の目標は、経理という

社会情勢の変化とともに多様化するニーズに対応

と周囲の人々に言っていただくことが何よりのやり

仕事を極めることです。会計の知識は、経営

していくためには、さまざまな問題を多角的に捉え

がい。これからも
「誰かのために」という姿勢で、

者の判断材料としても重要なものであるた

る柔軟性が必要です。普段から前例や慣習にとら

お客様から末永く愛される営業のエキスパートを

め、いずれは知識をいかして経営に携わるこ

目指します。

懸賞論文の表彰式にて。本人、右から2番目。

とのできる人材になりたいと考えています。

受賞者メッセージ

り、個人論文、共同論文に対し、優秀論文

応募することは学生生活のひとつの目標と

経理という仕事柄、大学で学んだ会計の

す。大学生活を通じて、かかわった人を大切にし、

査委員会は 2 段階の厳密な審査を行ってお

出版され高い評価を得ており、懸賞論文に

現在の仕事です。

手に自分の考えをわかりやすく伝えるスキ

奨学制度として懸賞論文制度を設け、学

ます。入賞した作品は学生経営論集として

体の情報として資料を作成していくことが、

法務など、色々な人が今の私を支えてくれていま

生の教育・研究の振興を図っています。審

れます。毎年多くの学生が、個人単位、ゼ

数字をひとりで集めることは不可能なので、

坂本 佑之 さん

財産です。
「ジョさんだから一緒に仕事ができた」

ミ内のグループ単位で応募し競い合ってい

し、社会的養護が必要な子どもの支援を担当して

成、製品導入のサポートなど、業務内容はさまざ

周りを尊重する姿勢で

には 5 万円、佳作論文には 3 万円が授与さ

青森県庁の健康福祉部こどもみらい課に所属

ます。主な業務は、主にパナソニックの販売

は老舗という概念がありません。東京に留学した

懸賞論文制度

ング・販売をする部門で経理を担当してい

公務

す。商談でのヒアリングから提案書や見積書の作

大学生活で身につけた

家族と撮った卒業式の様子。本人、中央。

家電メーカーで、国内家電のマーケティ

2021 年度 優秀論文

「共創コミュニティの実態と課題」
共同論文（代表）

山本 颯大

経営学科3年
東京都
私立國學院大學久我山高等学校卒業

優秀賞をいただくことができ、大変嬉しく思います。
研究に協力してくださった企業の方々、原田教授、同
期、先輩、後輩に改めて感謝申し上げます。私が所属す
る原田ゼミナールでは、懸賞論文での入賞を目標に掲
げ、研究活動を行います。研究活動では、研究テーマの
設定から論文の執筆に至るまで、議論が行き詰まった
り、方向性を見失ったりすることが多々ありましたが、
原田教授、先輩、後輩からのアドバイスによって、結論
を導くことができました。約半年間の研究活動を通し
て、困難の先にある達成感や支えてくれる仲間の大切
さを学ぶことができ、何ものにも代え難い経験となりま
した。

経営学部ゼミナールプレゼンテーション大会にて。
本人、右から2番目。

われることなく、自分の意思で判断、行動するよう
に心がけています。

奨学金制度
明治大学には目的に応じて
さまざまな奨学金が用意されています。

これらの中には返還の必要がない【給費型】と卒業
後に返還の義務が生じる【貸費型（有利子・無利
子）】があります。

奨学金の主な種類は以下のとおりです。
①経済支援型…経済的に修学が困難な人に交付
される奨学金
②学業奨励型…学業が特に優秀で、将来社会に貢
献し得る人材を育成するための奨学金
③家計急変型…生計維持者の死亡・事故・失職
等による家計急変者を支援する奨学金

また、明治大学が実施する各種奨学金と国・日本
学生支援機構・地方公共団体・篤志家による民
間団体等が実施する各種奨学金があり、それぞれ
資格や条件、学力、家計（家庭）状況、人物など選
考基準が独自に定められています。
※詳細はASSISTおよび本学ホームページを確認してください。
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入試情報（ 2023年度）

（続き）
■大学入学共通テスト利用入学試験（3科目方式・4科目方式）

※詳細は必ず入試要項で確認してください。

教科

makes the world go round.

学科所属は 2 年次からです。出願時に学科選択の必要はありません。

経営学科、会計学科、公共経営学科

入学試験日

2月10日
（金）

募集人数

学部別3 科目方式・342名 ／英語4技能試験活用方式・40名

合格発表日

2月17日
（金）9: 30

出願期間

1月6日
（金）
〜 1月20日
（金）※締切日消印有効

手続締切日

3月3日
（金）※締切日消印有効

学部別
3科目方式

試験科目・
配点

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』

数学

「数学Ⅰ」
、
『数学Ⅰ・数学A』、
「数学Ⅱ」
、
『数学Ⅱ・数学B』

1時限

国語総合（漢文を除く）

100点

理科

地理歴史、公民、数学

2時限

世界史B、日本史B、政治・経済、数学
（数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学A・数学B「数列・ベクトル」）から1科目選択

100点

合計（4 科目）

外国語

3時限

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

150点

教科

時限

科目

配点

国語

1時限

国語総合（漢文を除く）

100点

地理歴史、公民、数学

2時限

世界史B、日本史B、政治・経済、数学
（数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学A・数学B「数列・ベクトル」）から1科目選択

100点

入試当日の
試験は免除

●英語4技能試験（資格・検定試験）のスコアが所定の基準を満たす者について、
「外国語」の試験を免除し、
スコアに応じた得点を加算します。詳細は大学ガイドブックまたは経営学部ホームページを参照してください。

30点

2月5日
（日）

募集人数

3 科目方式・27名 / 英語4技能3 科目方式・3名

合格発表日

2月17日
（金）9: 30

出願期間

1月6日
（金）
〜 1月17日
（火）※締切日消印有効

手続締切日

3月3日
（金）※締切日消印有効

3科目方式

教科

時限

科目

1時限

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 配点100点を150点に換算します。

150点

国

2時限

国語総合（漢文を除く）

100点

● 下記の3教科5 科目のうちから1科目を選択し、受験します。

配点

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します。

出願期間

世界史B、日本史B、地理B、政治・経済から1科目選択
数学
（数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学A・数学B「数列・ベクトル」）

100点

配点

1時限

「 外国語」の試験を免除し、スコアに
●英語４技能資格検定試験のスコアが所定の基準を満たす者について、
応じた得点を付与します。なお、1時限目の外国語「 英語」を受験した場合でも、その得点は利用しません。 150点
配点100点を150点に換算します。詳細は大学ガイドブックまたは経営学部ホームページを参照してください。

2時限

国語総合（漢文を除く）

100点

大学入学共通テストの配点200点を250点に換算します。
『 英語』
はリーディング100点、リスニング100点の合計点200点を250点に換算します。
経営学部概要 ・・・・・・・・・・・・
価値創造人材の育成
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 03

250点

（注1）
3 ● 下記の4教科19科目のうちから1科目を選択。
カリキュラムの特長
高度職業会計人養成トラック
（CAP） ・・・・・・・・・・・・・・ 13
・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・ 05 「地理歴史」「公民」
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します。
および「理科」については、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します。
科
試験科目・
目 地理歴史
「世界史B」、
「日本史B」、
「地理B」 大学入学共通テストの配点100点を150点に換算します。
配点
グローバル経営人材の育成
グローバル
・
サービスラーニング
・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
方
式 公民
「現代社会」
、
「倫理」
、
「政治・経済」、
『倫理、政治・経済』 大学入学共通テストの配点100点を150点に換算します。
GREAT ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 07
フィールドスタディ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・ 15
150点
数学
「数学Ⅰ」、
『数学Ⅰ・数学A』、
「数学Ⅱ」、
『数学Ⅱ・数学B』 大学入学共通テストの配点100点を150点に換算します。

IBP ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
フューチャースキル講座
（経営総合講義A・B）・・・・・・・・ 17
・・・・・・・
・・・・・・・
・・・・・・・
09
「物理基礎」
、
「化学基礎」
、
「生物基礎」
、
「地学基礎」
、
「物理」
、
「化学」、
「生物」、
「地学」 大学入学共通テストの配点100点を150点に換算します。
理科

（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科目とみなします。

ISIBM ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10

キャリア形成入門 / 特別講義 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18

デュアルディグリー・プログラム ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11

経営学部のゼミナール教育 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19

合計（3 科目）

※
「理科①」…「物理基礎」、
「化学基礎」、
「生物基礎」、
「地学基礎」を指します。

School of Business Administration

600 点

募集
人員

志願
者数

合格
者数

満点

合格
最低
点

合格
最低
競争率
得点
率

342

6,245 5,977 1,629

350

219

62.6

受験
者数

入
試
方
式

経営学科
会計学科

3.7

公共経営学科
経営学科
会計学科

40

373

363

102

230

135

58.7

3.6

公共経営学科
経営学科
会計学科

27

757

718

50

350

264

75.4

14.4

経営学科
会計学科

3

483

465

25

350

300

85.7

18.6

公共経営学科
経営学科
会計学科

25

1,575 1,571

336

-

-

-

4.7

公共経営学科
経営学科
会計学科

25

608

608

209

-

公共経営学科

※学部別入試の合格者数は追加合格を含みます。
※ 大学入学共通テスト利用入試の合格最低点は非公開です。

-

-

2.9

学科

募集
人員

志願
者数

合格
者数

満点

合格
最低
点

合格
最低
競争率
得点
率

342

6,316 6,041 1,638

350

225

64.3

3.7

受験
者数

経営学科
会計学科
公共経営学科
経営学科
会計学科

40

337

327

96

230

132

57.4

3.4

27

833

792

158

350

264

75.4

5.0

3

480

461

59

350

303

86.6

7.8

351

-

-

-

4.1

220

-

-

-

2.9

公共経営学科
経営学科
会計学科
公共経営学科
経営学科
会計学科
公共経営学科
経営学科
会計学科

25

1,433 1,428

公共経営学科
４科目方式

外国語

200点

経営学部独自の学部間協定校 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12

［ 2 022 年度入試結果 ］

３科目方式

『国語』

『 英語』
、
『ドイツ語』、
『フランス語』から1科目

配点

４科目方式

国語

科目

学部長メッセージ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 01

5月下旬
（予定）
̶

英 語４ 技 能３ 科 目 方 式

3月3日
（金）※締切日消印有効

書類選考

大学入学共通テスト利用入試︵ 前期日程︶

手続締切日

2022年9月1日
（木）
〜 9月8日
（木）

全学部統一入試

1月6日
（金）
〜 1月13日
（金）※締切日消印有効

３科目方式

出願期間

CONTENTS
教科

試験科目

公共経営学科
英 語４ 技 能３ 科 目 方 式

合格発表日

大学入学共通テスト利用入試︵ 前期日程︶

3 科目方式・25名／ 4 科目方式・25名

全学部統一入試

350点

※「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。

募集人数

2022年12月17日
（土）

書類選考のみによる入学試験（Ⅱ型）
出願期間

３科目方式

100点

数 学
4時限
数学
（数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学A・数学B「数列・ベクトル」）
1987 年明治大学経営学部卒業。1991 年明治
合計（3 科目）
大学大学院経営学研究科博士後期課程退学
※3
科目方式と英語4技能3
科目方式は併願可能です。
（2
年在籍）
。明治大学経営学部専任助手、
専任
講師、専任准教授を経て 2005 年より専任教授。
研究テーマは制度会計の基礎概念と特質の考
■大学入学共通テスト利用入学試験（3科目方式・4科目方式）
究。著書に『国際会計基準精説』
『比較会社法
1月14日
（土）
／ 1月15日
（日）
会計論』
（以上、共著）
など。 公共経営学科
学科 『初級簿記の知識』
経営学科、
会計学科、
入学試験日

４

３科目方式

世界史B、日本史B、地理B、政治・経済から1科目選択

2月17日
（金）9: 30

第二次選考

英 語４ 技 能 試 験 活 用 方 式

科目

学科

技能試験活用方式

時限

3時限

口頭試問

学部別入試

350点

入
試
方
式

● 下記の3教科5 科目のうちから1科目を選択し、受験します。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します。

ら まなぶ）公民
大倉 学（おおく地理歴史、

書類選考

［ 2 021年度入試結果 ］

英語

英 語4 技 能
3科目方式

語

第一次選考
第二次選考

■過去入試結果一覧

学部別入試

合計（3 科目）

国

入学試験日

学部別３科目方式

3時限
4時限

要項完成時期

試験科目

2022年9月14日
（水）
〜 9月22日
（木）

学部別３科目方式

地理歴史、公民
数

（外国語）

明治大学における試験を実施する入学試験（Ⅰ型）

募集人数

※出願資格等の詳細については、要項をご確認ください。

外国語

教科

650点

［ 外国人留学生入学試験 ］

（Ⅰ・Ⅱ型）
入学試験日

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科目とみなします。

40名

経営学科、会計学科、公共経営学科

語

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

■特別入学試験

230点

学科

200点
（100点 2）

※
「理科①」…「物理基礎」
、
「化学基礎」
、
「生物基礎」
、
「地学基礎」を指します。

■全学部統一入学試験

37
01

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します。同一教科内について2 科目の使用も可。
「地理歴史」「公民」および「理科」については、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します。

国語

※3 科目方式と英語４技能試験活用方式は併願可能です。

経営学部長

4
科
目
方
式

配点

合計（3 科目）

試験科目・
配点

● 下記の4教科19科目のうちから2科目を選択。

（注1）

科目

（外国語）

250点

大学入学共通テストの配点200点を250点に換算します。
『 英語』はリーディング100点、リスニング100点の合計点200点を250点に換算します。

時限

350点

200点

『 英語』、
『ドイツ語』
、
『フランス語』から1科目

教科

合計（3 科目）
英 語4 技 能
試験活用方式

試験科目・
配点

配点

『国語』

外国語

■学部別入学試験（学部別3科目方式・英語4技能試験活用方式）
学科

科目

国語

経営学科
会計学科

25

639

638

公共経営学科

※学部別入試の合格者数は追加合格を含みます。
※ 大学入学共通テスト利用入試の合格最低点は非公開です。

■明治大学は、一般選抜（学部別入試・全学部統一入試・大学入学共通テスト利用入試）において
すべてWeb出願です。パソコン・スマートフォン・タブレットから出願できます。

（次ページへ続く）
MEIJI UNIVERSITY

38

Scho o l of B usi ness Admi nist ra t ion,
Meiji U ni versi ty

明治大学経営学部がわかる

9

つのポイント

私学初の経営学部

学科・科目

GREAT

1953 年創設

2 年生から学科別

グローバル経営人材育成トラック

明日に役立つ
人間をつくる

3学科

4年間英語で学ぶ
経営学

CAP

国際・留学

アクティブラーニング

高度職業会計人養成トラック

学部独自の制度充実

社会現場を体感

4年間で
会計のプロを目指す

レベル·ニーズ
に応じた留学

座学＋フィールド
で学ぶ

ゼミナール

キャリア教育

進路

他学科からも選べる

学部に特化したプログラム

民間も公務員も

1年生から

1年生から
社会課題を意識

多種多様な
フィールドへ

詳しくはこちらを

● 受験生のための学部選択ガイド Step into Meiji University

CHECK!

https://www.meiji.ac.jp/stepinto/keiei

● 明治大学入試総合サイト

https://www.meiji.
ac.jp/exam/

