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学部紹介

１．３コース制
(経済学コース・国際コース・金融コース）

２．ステップアップ式少人数教育

（学修の基礎・ゼミナール）

３．アクティブ・ラーニング
（日経とのコラボ授業・ビジネススキル講座）
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１．３コース制

 経済学コース

 国際コース

 金融コース
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2018年度からコース制を導入！

未知の可能性を発掘したい人に経済学コース

• 経済学的なセンスと思考力を身につけ、教養豊かで「経済を
見通す目」をもった人材の育成

将来グローバルに活躍したい人に国際コース

• ビジネスで必要とされる実践的英語力を身につけ、国際的な
視野で物事を捉えて行動できる人材の育成

金融・財務の知識を使って地域経済に貢献したい人に金融コース

• 金融・財務を体系的に学び、金融・財務のエキスパートとして
地域経済に貢献できる人材の育成
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未知の可能性を発掘したい人に

経済学を学びたいが、具体的な方向が決まって
いない方は、このコースでの様々な授業を通じて
自分に合った進路を見つけられます。

公務員を目指したい方にお勧めです。ミクロ経済
学、マクロ経済学、財政学、経済政策論などの知
識を幅広く身につけることができるので、公務員
を目指すための知識が身に付けられます。
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経済フィールドワーク

• 経済学を学ぶとともに、現実の経済と経済学がど
のようにつながっているかを理解するために、経
済の現場を訪問し、生きた経済を体験する授業。

• 例えば、これまでに新潟県三条市を訪問し、地場
産業や商店街など地域の状況を調査しました。
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【事前調査】
• 5つの班に分かれて、特産
品・方言・伝承などを事前
に調査

【現地調査】
• 中央商店街などのまちあるき
• 朝市見学
• 三条鍛冶道場で鍛冶体験
• スリーピークス技研の工場見学
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鍛冶作業の体験を通じて地元の方々と交流
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将来グローバルに活躍したい人に

ビジネスで必要とされる実践的英語力を身につけ、国際的な
視野で物事を捉えて行動することができる人材の育成を目
指します。

コース独自の「英語特別プログラム」を受講できます。
 【1年次】スカイプを使った英会話など，短期留学に必要な英語を学ぶ

 【2年次】ビジネスで必要とされる実践的英語力を身につける

 【3年次】英語での交渉力やプレゼンテーション力を身につける

短期留学（海外語学研修）などへの参加を支援します。＊費
用の一部を学部が補助します。
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将来グローバルに活躍したい人に

カリフォルニア大学リバーサイド校への短期留学（２０１７年）
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スカイプを使った英会話
• フィリピンのミンダナオ国際大学の学生と、スカイ
プを通して１対１で英会話を行う授業。

• 実践的な英会話能力を獲得するとともに、異文化
を楽しみながら学ぶことを目標とします。

• 授業はスカイプ英会話と、教室に常駐する講師に
よるレッスン準備（pre-lesson）と復習（follow-up）
の2部構成です。
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ミンダナオ国際大学の学生とスカイプ中
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ミンダナオ国際大学の学生とスカイプ中
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スカイプレッスン以外でも，授業の使用言語は英語です。

マイケル・クボ先生
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「金融・財務に対する深い理解」、「金融・財務に
直結した資格取得」の2つを軸に、金融機関はも
ちろん一般企業の財務担当への就職を目指しま
す。

簿記検定、FP技能検定、宅建士などの資格取
得を強力にサポートします。

金融・財務については商学部や経営学部でも学
べますが、このコースの大きな特徴は、経済学
を軸に体系的に学ぶため、理解の深さが違うと
いう点にあります。

金融・財務の知識を使って地域経済に貢献したい人に
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金融担当の教員たち

林康史先生外木好美先生 池尾和人先生
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外木先生の授業風景
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２．ステップアップ式少人数教育

学修の基礎

ゼミナール
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１年生の『学修の基礎』
（15人程度の少人数授業）

レポートってど
うやって書け
ばいいの？

プレゼンな
んてうまく
できるか
な？

どんなふうに
授業が行われ
るの？ つい
ていけるの？

大学ってどん
なところ？

どうやって大
学に馴染め
るの？
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学修の基礎で学ぶこと

【１】「大学」ってどんなところ？大学と高校での学びかたの違い

【２】立正大学の歴史と基本理念
【３】経済学部では何を学ぶか
【４】学びの基礎—問題意識を持とう—
【５】文章の読み方—読む→要約する→疑問を持つ—
【６】課題について調べる—図書館の使い方—
【７】課題について調べる—インターネットの活用法—
【８】調べたことをまとめる—資料作りの技術—
【９】プレゼンテーションの技術—発表と討論—
【１０】レポート・論文作成の技術
【１１】2年から始まるゼミナールをどのように選ぶのか

【１２】キャリア形成に向けての準備

【１３】ニュース検定に向けての学修
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2年からの『ゼミナール』

• 様々な分野

• 就職へ向けてのスキルアップ
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ゼミでの討論やプレゼンテーション
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ゼミ合宿
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ゼミ大会 （ゼミでの研究の発表大会）
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ゼミ大会
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３．アクティブ・ラーニング（３コース共通）

日経新聞とのコラボ授業

ビジネススキル養成講座
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日経で学ぶ実践的な経済学

－本学部教員と、日経新聞の記者(編集委員)が、同じテー
マで交互に講義を行うオムニバス授業。

－受講生には、受講期間中、各自のスマホやタブレットで
自由に日経新聞電子版を購読できる環境を提供。

－現実の経済の動きと経済学の関係を学びます。

－演習では関心を持った新聞記事について発表し、自分
自身でニュースを発見する力を養います。
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日経で学ぶ実践的な経済学

テーマ 講師

第1回 ガイダンス

第2回 日経の読み方（実践編） 日経

第3回 マクロ経済と金融政策 日経

第4回 金融政策の現状 慶田昌之

第5回 演習 日経

第6回 文章力アップ演習 日経

第7回 中国経済 日経

第8回 セミ・マクロ（産業）で
中国経済を診断

王在喆

テーマ 講師

第9回 演習 日経

第10回 日本の産業動向 日経

第11回 日本の産業 芹田浩司

第12回 文章力アップ演習 日経

第13回 働き方・雇用 日経

第14回 雇用問題 山口和男

第15回 演習 日経
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ビジネスで活躍する
人材を養成

課題解決

プレゼン

テーション

ロジカルシ
ンキング

ビジネススキル養成講座
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ビジネススキル養成講座授業風景
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受講生の声
 他の授業では体験できない、大変だけどおもしろ
い講座です。

 「就活に役立つ」に釣られました（笑）。初めはロジ
カルシンキング？ピラミッド構造？と頭の中は？マ
ークでいっぱい。正解のない問題を考えたり、調べ
たりするのも大変で。でもそれが面白いとだんだん
思えてきました。また、人前で話すことの難しさや
楽しさを知り、チームワークの大切さを実感し、他
の授業ではできない体験もたくさんしました。すべ
てが未来の私の助けになると思っています。
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補足：経済学部の就職支援

実施学年 講座名

1年生 ●学修の基礎Ⅱ キャリア集中講義 （※全員出席）

2年生 ●マインドアップセミナー（6月・11月）

●SPI対策講座（10月～12月）

3年生 ●就活サポートセミナー（5月～7月）

●SPI対策講座（夏期集中・8月）

●就活支援直前セミナー（12月）

※上記は2019年度の予定のため、変更となる可能性があります。

大学全体の就職支援とは別に、経済学部では以下のような独自の就職支援も行
います。
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補足：経済学部の就職先

経済学科 業種別グラフ（平成29年度卒業者）
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補足：経済学部の就職先

平成29年度卒業者 主な就職先

国家公務員（法務省）
地方公務員行政職（品川区・足立区・三鷹市・埼玉県・八潮市・京丹後市・宇都
宮市・土浦市・上尾市・三郷市・藤沢市・筑西市・銚子市・美里町）
地方公務員警察官（警視庁・茨城県） 地方公務員消防吏員（東京都）
株式会社りそな銀行 株式会社三井住友銀行
地方銀行（常陽・栃木・足利・仙台） 信用金庫（千葉・川崎・米子）
株式会社千葉興業銀行 SMBC日興証券株式会社 ちばぎん証券株式会社
岡三証券株式会社 日新火災海上保険株式会社 いるま野農業協同組合
西武鉄道株式会社 株式会社JALカーゴサービス
日本食研ホールディングス株式会社 株式会社にんべん
株式会社ブルボン 株式会社大塚商会 リコージャパン株式会社
学校法人明治大学 日本郵便株式会社（日本郵政グループ）



3737

人材の育成目標

国際コース

グローバルな時代に対応できる

金融コース

金融・財務の知識を使って地域経済
に貢献する

「学修の基礎・ゼミの少人数教育」や「アクティブラーニングによる教育」によっ
て、課題を臨機応変に主体的に解決できる人材の育成を目指しています。

経済学コース
教養豊かで経済を見通す目をもつ


