Zoomを使用したオンライン開催

KGU Open Campus Online _

8/16 日

SUMMER LIVE Days_

10：30 ～ 16：00

9/6 日

C A M P U S

10/25 日

秋のオープンキャンパス

10：30 ～ 16：00

13：00 〜 16：00
横浜・金沢八景キャンパス

今年の夏は、お家でオープンキャンパス！
学部ごとのガイダンスと個別相談を、この日限定でLIVE配信！
学部ごとのガイダンスや企画、個別相談のLIVE配信
を予定。この日しか聞けないコンテンツが盛りだく
さん、ぜひご参加ください！
プログラムの公開は、開催日1ヶ月前を予定。

O P E N

★オンラインオープンキャンパスサイト

「KGU OpenCampus Online 2020」

https://ao.kanto-gakuin.ac.jp/opencampus_online/
特設サイトにて、模擬講義や学部紹介、キャンパス案内、試験準備講座などのコンテンツを公開中！

横浜・金沢八景キャンパス
経済学部
〒236-8501 横浜市金沢区六浦東1-50-1
お問い合わせ アドミッションズセンター
TEL：045-786-7019
E-mail：nyushi@kanto-gakuin.ac.jp

経済学部の
魅力を配信中！

経済学部オリジナルサイト

http://keizai.kanto-gakuin.ac.jp
フェイスブック

学ビノミクス
Yokohama Manabinomics
経済学部の学生成長戦略
Vol.8

【内容】選抜制度ガイダンス／学部別LIVEガイダンス
／学部LIVE企画／教職員によるLIVE個別相談
（選抜、
就職、
留学、
学生生活・奨学金）
／学生個別相談企画「セ
ンパイに聞け！」 など

ご参加には予約が必要です。
事前
予約制

横浜

事前
予約制
※オープンキャンパスは、新型コ
ロナウイルスの影響により、中止
になる可能性もあります

京浜急行線・シーサイドライン
「金沢八景駅」
より
キャンパスまで徒歩…約15分
バス…バス乗場から京浜急行バス（関東学院
循環）で約5分「関東学院正門」下車（運休期間
あり）
、または「金沢八景駅」バス停から京浜
急行バス（追浜日産自動車行）で約5分「内川
橋」下車、徒歩約2分

QRコードはお使いの機種、アプリによって
読み取れない場合があります

https://www.facebook.com/KantoGakuinUniv.Economics

関東学院大学経済学部を目指すみなさんへ

一緒に探そう、
経済学部の魅力！

学生数が多いので
刺激もたくさん

経済学とは、市場経済の動きを捉えながら、そこで起こる問題の究明と解決
方法を探求していく学問です。関東学院大学経済学部では、理論や歴史、政策の
観点で市場経済を考察し、市場全体のメカニズムを理論的に解明します。
入学すると、まず、経済学の入門を学ぶとともに、幅広い教養科目を修めて
いきます。その後、専門的な学修を深め、卒業後の進路を意識してコースごと
に体系的な学びを進めていきます。また、大教室の授業だけでなく、1年次か
ら少人数のゼミナール形式の授業を取り入れることで、専門的な知識を学びな
がら、
物事を主体的に考えて自分の主張を分かり易く伝える力を身につけます。
経済学部では、主体的に学び考え行動する学生を育成するため、課題解決
経済学部長

型学習（アクティブラーニング）とグローバルに活躍できる人材を育成するカリ

林 博史教授

キュラムを実施しています。
教育力と研究力に長けた専任教員がみなさんをお待ちしています。

自分たちが今生きている社会の仕組みを知り、高
校で得た知識をもっと深めたい。そんな気持ちから
関東学院大学経済学部に進学しました。現在は「アメ
リカ経済」のゼミを選択し、今日の国際関係や、AIな
ど技術革新をどう捉えるかについても学んでいます。
日商簿記検定2級の試験にも挑戦中です。学んでい
ることは日々のニュースとも直結しているので、家でよ
く経済について議論をするようにもなりました。また、
あまり一般的には知られていないBtoB（企業間取引）
のビジネスの重要性などにも気づくことができ、就職
先選びにとても役立ちました。経済学部での学びは、
未来の自分をかたちづくることに幅広く役立っている
と感じています。
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井口 泰貴さん
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What’s “College of Economics”？
「パソコン入門」
「文章を書く」など
学びの導入—「経済学入門」
キャリア形成—「KGU キャリアデザイン入門」など
「プレゼミナール」など
導入教育—「基礎ゼミナール」

経済学部では、各専門領域をはじめ教養、外国語、キャリア等の幅広い分野の科目を配置し、
高度複雑化するグローバル社会や環境の変化に対応できる人間性豊かな人材を育成します。

経済学部のコース

語学教育—英語・諸外国語
基礎教育—多様な教養科目

※カリキュラムは2019年度のものです。
2020年度以降、変更を予定しています。

産業・金融コース 公共経済コース 国際経済コース

← 学修・学生生活支援 →

応用・実践教育—応用・実践教育 多様な専門科目 専門ゼミナール など

希望の進路へ

← キャリア支援 →

グローバル人材育成プログラム 「国際交流・協力入門」
「国際実務実習」など
（※2021年度以降変更予定）

1年次
共通科目
外国語科目

総合科目

入門・導入 科目：
「経済学入門」など
➡基礎科目 ：
「経済史」など ➡発展科目：
「景気変動論」など

経済学コース共通科目
英語、ドイツ語、フランス語、ロシア語、スペイン語、
中国語、ハングルを学修
国際化と異文化理解など、テーマごとにさまざまな社会

「国 際協力の現場」
「グローバルビジネスの実態」
「神奈川
実践経済科目 「経済記事を読む」
の中小企業」など

問題を考える

キャリア科目 現在と未来の自分をデザインするために全11学部共通
の科目を学修

基礎ゼミナール

プレゼミナール

1年次前期に受講「読む・書く・聴
く・話す」という社会人基礎力を
効果的に学修

1年次後期に受講 プレゼンテー
ションやディベートの技法を効
果的に学修

法学科目

経済活動に関係する法学 科目「経済法」など

産業・金融コース

日本の産業構造や環境問題などを学修
進路：民間企業（製造業）
、環境関連ビジネス など

公共経済コース

政府の経済政策や福祉・医療問題などを学修
進路：公務員、金融機関、福祉関連ビジネスなど

国際経済コース

世界経済の実態や途上国での開発経済などを学修
進路：民間企業（商社）
、外資系企業など

4年次

専門ゼミナールⅠ〜Ⅴ 自分の興味 のある分野を、専門の教員とじっくり学修 ➡ 問題を発見・解決し、他者と協力して働く力を学修
グローバル人材育成プログラム

「国際経済学」
「開発経済学」
「国際交流・協力入門」
「国際協力の現場」
「国際実務実習」など （※2021年度以降変更予定）

教職課程
資格取得

経済学検定試験受験サポート 関東学院大学は受験者数で過去全国15位の実績

経済学とは？
教職課程 中学校・高等学校の教員をめざす学生のために教職課程を設けています。
・中学校教諭一種「社会」
、高等学校教諭一種「地理歴史」
「公民」
「商業」の
教員免許状が取得可能

私たちは、市場経済のなかで、様々な経済取引をして暮らしています。
例えば、消費者としてモノやサービスを購入し、また労働者として生
産活動に従事しています。
最近は、ビックデータ時代の幕開けといわれます。人びとの経済取

資格取得支援制度 公務員試験対策講座をはじめとする各資格取得講座や、在学中の資格取得、公
務員や教員等への就職をめざす学生に奨励金制度を設けています。合格者へ受
験料相当額を支給します。
・TOEFL、
TOEIC、
簿記、
宅地建物取引主任者、
ファイナンシャルプランナー など

引のデータが利用できるようになりましたが、複雑で大量のデータを
分析する際には“武器（スキル）”が必要です。経済学を学べば、私たち
の経済行動を理論的に考える力とデータ分析の技法を身につけること
ができます。

社会保障論担当

田中 聡一郎准教授
授業風景（社会保障論）
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入学直後からゼミがスタート
１年から始まるゼミナール。基礎ゼミ、プレゼミ、専門ゼミ
の３ステップ方式で、自らが考える力を体系的に養う

経済学部

T PICS

専門ゼミナール

勉学

＆ 課外活動のススメ
●

3年次の夏、大学生と地域社会
の架け橋をめざし
地域企業研究会「Gear」を設立

木村 亮太さん

先生に何でも相談できる。少人数制でのびのびと学べる環境です

将 来 は 自 分 で 起 業 した

須藤 由衣さん

い、そのための基礎を学び

2年次前期には、専門ゼミ選択ガイダンスに参

ミがスタート。グループ発表の他に、社会に出

加して、自分にあった専門ゼミをじっくり選び

て役立つパソコンのスキルや業界研究も同時に

ます。先生や先輩たちによる個別相談なども受

始めています。ゼミの先生との距離が非常に近

けることができ、一人ひとりへの学生サポート

いので、パソコンの操作の疑問から就職のこと

が充実しています。そして2年次後期から専門ゼ

まで、なんでも聞くことができる点が魅力です。

たいと思い経済学部を選び
ました。

ゼミナールの中で展開される実践教育を一部紹介！
日本銀行・東京証券取引所を見学

日経ストックリーグ学内発表会

学 生 のうちに コ ミ ュ ニ
ケーション力と主体性を高
め、いち早く社会と関わる
きっかけをもつことで、就

山本ゼミでは、ゼミナールⅠの所属学

「日経ストックリーグ」は、日本経済新

職時のミスマッチが防げる

生を対象に、金融および証券取引に関す

聞社が主催する中高生、大学生向けの株

のではないかと考え、学部

る理解を深めるため、日本銀行本店と東

式学習コンテストです。そのストックリー

の仲間と立ち上げたのが学

京証券取引所の見学会を実施しました。

グに辻ゼミ、山本ゼミ、新岡ゼミから計10

生団体「Gear」
（ギア）です。

当日は、施設の見学だけでなく、株式

チームが出場し、それぞれのテーマについて

の模擬売買を体験したり、「証券市場の

報告を行いました。この報

仕組みと機能」についてのレクチャーを

告会は、各ゼミから選出され

受講。日本の経済の中心ともいえる場所

た学生の運営委員により主

を肌で感じる1日となりました。

体的に実施されています。

目的は社会と大学との交流、結びつきです。Gearと
はそのための、つまり「歯車」という意味です。
横須賀市の飲食店と農家をつなぎたい、と企画し
た食のイベント「あったか鍋半島」には、大学卒業生
の小泉進次郎氏も来てくれました。
「こんなに盛り
上がるの？！」という嬉しい成功体験ができただけで
なく、マーケティング、収支計画、広報まで全て自

専門ゼミ

分たちでこなし、イベントというひとつの事業活動
を通じて、とても実践的な学びができました。

プレゼミナール

基礎ゼミナール

大学での学修の作法を基本から理解し、
自分の成長を実感することができます

ゼミを通じて人脈が広がり、
人とのコミュニケーションが楽しくなりました

鈴木 涼日さん
１年次前期から受講する基礎ゼミの授業では、各自が自由な
テーマでレポートを作成します。私が取り組んだのは「インスタ
グラム・マーケティングについて」です。レポートの作成方法の学修や個人発
表を通して、プレゼンテーションの基本を学ぶことができ、その後のゼミ活
動にとても役立っています。少人数制なので、新しい友だちをつくるきっか
けになり、指導の先生からもさまざまなアドバイスをもらうことができ、と
てもためになりました。
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土居 菜々美さん
１年次後期に始まるプレゼミは、グループワークや討論が中心となり
ます。私たちのグループは「地震と防災」をテーマとして取り上げ、中
間と最終の２回の発表に取り組みました。基礎ゼミの時とは異なるメン
バーなので、もう一度初めからコミュニケーションを取ることから始め
る必要があります。しかし、新しい人と出会って人脈を広げ、話しをす
ることが楽しくなり、将来は人と積極的に関わる職業に就きたいと考え
るようになりました。

大根、長ネギ、椎茸、ポーク、フグ、マグロなど、
地元産の海の幸・山の幸を使った鍋を囲んで、
横須賀で活躍する経営者から貴重な体験談を聞
くことができました。

地域企業
研究会

Gear
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資格取得・就職をバックアップ

学

在学中の資格取得を応援
キャリアアップ奨学金を支給

生成

長戦略

異文化を肌で感じる国際交流

3

海外留学や語学研修に挑む学生をサポート
参加者に助成金を支給

毎年一つの資格試験に合格でき、就活にも自信がつきました

クイーンズランド大学への語学派遣留学で刺激をもらいました

中山 穂香さん

米田 雄高さん

経済学部では、在学中に所定の資格を取得

3年次には海外旅行業務取扱管理者にも挑戦。

高校時代、オープンキャンパスで訪れた時

合うなどの文化の違い、初めてのホームステ

すると、受験料相当額がキャリアアップ奨学

また資格をきっかけに海外が身近になり、こ

から関東学院大学の「国際交流プログラム」が

イや食文化の違いも思い出深いものです。留

金として支給されます。１年次にこの「資格取

れまでに合計7回も海外旅行に出かけました。

印象に残っていました。入学後、先輩から体

学資金は、国際交流助成制度があることを親

得支援制度」のことを知って、モチベーション

高校の時には特に目標をもっていなかった私

験談を聞いてさらに興味を持ち、オーストラ

に話して協力してもらいました。

がアップ。１年次に秘書技能検定2級をとり、

が、旅行業界に進みたい！ という夢を持ち、

リアのクイーンズランド大学に約2週間の短期

2年次の夏は毎日のように大学の図書館に通っ

就職先も決めることができました。

留学をしました。

て、国内旅行業務取扱管理者の受験勉強をし
ていました。
一つ合格するとさらに学びが楽しくなって、

２年次春の初めての海外。まずはハグから

いと思うようになったことですね。学びを深

1年1年を送ることができたことに満足してい

始まった初対面のあいさつに驚きました（笑）
。

めるために、大学院に進学することを決めた

ます。

先生にもハグをしてファーストネームで呼び

のもその一つです。

資格取得という目標に向かって、充実した

習熟度別英語教育

経済学部生の資格取得、公務員や教員

能力別クラス編制と多様なプログラムで個々の学力差・ニーズに対応。異なる言語や文化背景を持つ人々と円滑にコミュ

等の就職を奨励する制度です。在学中

資格取得
支援制度

ニケーションを図り、協同して課題を解決できる人材を育成。

に、語学、簿記、情報処理など、所定

グローバル人材育成プログラムの特徴的科目 （※2020年度以降、変更を予定しています）

の資格を取得した学生、国家公務員、

「国際交流・協力入門」
：国際交流や国際協力について学び、演習や実習を通して国際化社会の課題について考えます。

地方公務員、教員などに就職が内定し

「開発経済学Ⅰ」
：開発途上国の経済成長と社会問題について研究するための基礎を身につけ、国際社会が取り組む国

た学生に対して、「キャリアアップ奨学

際開発について学びます。

金」として報奨金を支給します。対象となる資格を複数
取得した場合は、それぞれ申請することができます。

留学をきっかけに自分が変わったなと思う
のは、も っ といろいろなことに 挑 戦 してみた

「国際協力の現場」
：世界各地で活躍するJICA専門家を講師として招き、現場の状況と実践的課題を学びます。

合格者アドバイス会：実際に資格を取得し奨学金を支
給された学生が、質疑応答形式でアドバイスします

「国際実務実習」
：国内実習先で実務を通して、地球規模の課題解決に取り組む国際機関の活動や多文化共生のまちづ
くり等について学びます。経済学部は、プログラムの実施にあたり、横浜市国際交流協会
（YOKE）
と協定を結んでいます。
グローバルラウンジ

留学を通じて国際感覚を養い、自
らの視野や可能性を広げ、グロー
バルな人的ネットワークを形成し
国際交流 てほしい—経済学部ではそうした
助成制度
考えのもと、「国際交流助成制度」
を設けています。これは海外留学・
語学研修に参加した学生を対象に
最大 20 万円の助成金を給付するものです。経済学
部は海外で学びたい学生を、学習面だけでなく経済
面からも積極的にバックアップします。

ラーニングコモンズ「ふらっと」
ラーニングコモンズとは、主体的な学修を支援す
る場所として設置されたスペースのこと。資料は
もちろん、可動式のテーブルやホワイトボードを
用意しており、グループワークにも最適です。授
業でのプレゼンやゼミでのグループ発表に向けて、
自由に利用することができます。

7

LLC
LLC：
「Language Learning Center」の略。学生の語学学習をサポート、語学教材コーナーと自習・グループ学習のためのスペースがあります
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キャリアサポート体制

自分の将来は、自分でデザインする

就職指導はもちろん、キャリア形成を支援するさまざまなプログラムで学生一人ひとりの進路を支援を行っています。
キャリアカウンセラーを中心とした専門スタッフが相談に対応しています。

インターンシップ
制度

キャリア教育

KGU
就活NAVI

本格的な就職活動を開始する前に、

希望する進路の実現に向けて、１年

Web就職支援システム「KGU就活NAVI」

興味・関心のある企業で一定期間、実

次から総合的なサポートを実施して

は、約10,000件にもおよぶ求人情報の

践的な就業体験が行えるインターン

いきます。それぞれの年次に応じた

検索から、会社説明会の日程や採用・

シップ制度があります。勤労観や社

プログラムを受講し、就職活動に備

エントリー情報を得たり、先輩の就職

会観を得る機会になります。

えていきます。

活動体験談を読むことができます。

■2019年度卒業生の主な就職先一覧
株式会社横浜銀行
株式会社神奈川銀行
株式会社東邦銀行
株式会社福井銀行
株式会社静岡中央銀行
株式会社阿波銀行
川崎信用金庫
湘南信用金庫
かながわ信用金庫
第一生命保険株式会社
岩井コスモ証券株式会社
水戸証券株式会社
第四北越証券株式会社
日本郵政グループ
さがみ農業協同組合（JAさがみ）
セレサ川崎農業協同組合
（JAセレサ川崎）
横浜農業協同組合（JA横浜）
イオンリテール株式会社
株式会社イトーヨーカ堂
オーケー株式会社
株式会社成城石井
相鉄ローゼン株式会社
株式会社ヤオコー
サミット株式会社
株式会社三和
株式会社ファミリーマート
生活協同組合ユーコープ
サントリービバレッジサービス株式会社
東京キリンビバレッジサービス株式会社

株式会社紀伊国屋
株式会社神戸屋
株式会社横浜ポンパドウル
株式会社文明堂東京
株式会社東京めいらく
（スジャータ）
伊藤ハム販売株式会社
資生堂ジャパン株式会社
ラルフローレン株式会社
リコージャパン株式会社
株式会社コメリ
株式会社島忠
株式会社ビックカメラ
株式会社ヨドバシカメラ
株式会社コジマ
株式会社ノジマ
株式会社あきんどスシロー
銀座アスター食品株式会社
株式会社コロワイド
株式会社サイゼリヤ
日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社
日本マクドナルド株式会社
東京ガス株式会社
静岡ガス株式会社
ソフトバンク株式会社
株式会社NTTドコモ
株式会社KDDIエボルバ
東日本旅客鉄道株式会社（JR東日本）
東海旅客鉄道株式会社（JR東海）
東急株式会社

株式会社ANA Cargo
全日本空輸株式会社
佐川急便株式会社
福山通運株式会社
国際自動車株式会社（kmグループ）
本田技研工業株式会社熊本製作所
マツダ株式会社
株式会社日産サティオ湘南
ネッツトヨタ神奈川株式会社
株式会社スズキ自販神奈川
神奈川スバル株式会社
株式会社ヤナセ
京急不動産株式会社
静岡セキスイハイム不動産株式会社
住友不動産販売株式会社
東急リバブル株式会社
大和ハウス工業株式会社
東京セキスイハイム株式会社

京急建設株式会社
パナソニック株式会社
三和シヤッター工業株式会社
文化シヤッター株式会社
東急ファシリティサービス株式会社
野村不動産パートナーズ株式会社
ジェフユナイテッド市原・千葉
セコム株式会社
一般財団法人脳神経疾患研究所附属総合南東北病院
横浜市役所
川崎市役所
長沼町役場
警視庁
神奈川県警察本部
横浜市消防局
平塚市消防本部
順不同

2020年6月経済学部調査

大学で学んだ知識と体験を
活かして
株式会社すかいらーくホールディングス
代表取締役会長 兼 社長

谷

真さん（1977年卒業）

たに・まこと：1951年生まれ、富山県富山市出身。小学生の頃から山登りを始め、
大学まで続けた。マネジメントの基礎を山小屋で学んだという。1977年関東学
院大学経済学部卒業後、
「すかいらーく」に入社。
「イエスタデイ」事業部副事業
部長などをはじめ要職を歴任。2008年、すかいらーく代表取締役社長に就任、顧
客志向のレストラン経営に取り組んでいる。

私は子どもの頃から山が好きでした。大学に入ってからも、かなり
の時間を山小屋でのアルバイトに費やしていました。
雪の中から小屋を掘り起こすことから始まり、シーズンともなれば

い」
「人とじかに接する仕事がしたい」という強い思いがありました。
この思いと、ゼミでの学びがフィットし、当時、まさに成長期を迎え
ようとしていた外食産業「すかいらーく」入社へと突き進んでいくこと

1日に何百人という登山客の世話をする…。飯炊きに明け暮れる日々

になるのです。この時の情熱は、経営者

でしたが、その中で学んだことは、人に喜んでもらうことの喜びや、

となった今でも、私の大きなより所となっ

チームで働くことの楽しさでした。山小屋のやりくりを通して「経営」

ています。

ということへの関心が高まったのもこの頃です。

大学で学ぶことには大きな意味があり

そもそも、関東学院大学へは建築を学ぶために入学しました。しか

ます。最も大切なことは、実体験と学び

し山小屋で芽生えた思いが高じ、結局2年終了時に経済学部に転部、2

が結び付いたときに、問題解決や物事を判

年生をやり直すことになりました。そして、これが経営者としての私の

断する力、つまり、クリエィティブな考え

原点となったのです。

方が養われる、ということではないでしょ

素晴らしい先生との出会いもあり、私の大学での学びは「ゼミ」に集

うか。海に面し、キラキラと輝くような

約されます。経営戦略や長期経営計画などを学びましたが、印象的だっ

空気感のある明るいキャンパスと、形式

たのが、外食産業の持つ大きな可能性について学んだことです。

にとらわれず本質を重んずる自由な校風

元々、私の中には山小屋で培われた「人に喜んでもらう仕事がした

が、きっと後押ししてくれると思います。

卒 業 生 か ら の Ｍ Ｅ Ｓ Ｓ Ａ Ｇ Ｅ

就職支援センター
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