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ACCESS
JR 山手線 大崎駅、五反田駅から徒歩 5 分

どこからでも、どこへいくにも便利で快適な魅力のアクセス

〒141-8602 東京都品川区大崎 4-2-16　TEL.03-3492-7529

不動前駅（東急目黒線）

大崎広小路駅（東急池上線）

大 崎 駅（JR 山手線、湘南新宿ライン、
 埼京線、りんかい線）
五反田駅（JR 山手線、都営地下鉄浅草線）

大崎駅、五反田駅から徒歩 5分

大崎広小路駅から徒歩 1分

不動前駅から徒歩 13分

経済学部立正大学

http://keizai.ris.ac.jp/

経済学部の授業は全て品川キャンパスで
おこなわれています
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Realize Your Dreams

ケ と、ぶ学をザイー なり !?るれなに自分たい
経済を武器に夢を実現 !!

経済政策

「経済」って何だか難しそうでとっつきにくい。そんな印象を持っているかもしれません。
けれど、経済って実はとても身近なもの。私たちの暮らしとは切り離せない存在です。
そして、実はとても大切なもの。私たちの夢を叶えてくれる武器になるかもしれません。
どうして経済を学ぶとなりたい自分になれるのか。知りたくはありませんか？
何を学ぶのか。何が身につくのか。自分がどう変わるのか。このパンフレットを読むと、
少しそれがわかるはずです。
「経済学って何だろう？」なんて興味が湧いてきたら、それが、経済を学ぶ最初の一歩。
私たちと一緒に、経済学を始めてみませんか。

経済に限らず、何かを学ぶ時に必要なものがあります。たとえば、その歴史、文化、国際的な視点、理論、
分析力、コミュニケーションスキルなどです。それに加え、政府がおこなっている経済政策や金融の仕組
みなども経済学には必須です。
そうしたアイテムを一つひとつ身につけていくことで、経済と私たちの密接な関係が見えてきます。そして、
経済を味方につけることで、大きな変化を実感。きっと、何歩も先へ、何段も上へ、成長した自分に出会
えることでしょう。
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    Realize Your Dreams!

経済学コース 国際コース

経済史

人間
・社
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文化

経済
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経済を知るためにハズせない8つのアイテム

2018 年度から経済学部では
コース制を導入します！

※入試時点からコース分けをします

自分の未知の
可能性を

発掘したい人

経済学的なセ
ンスと思考力

を

身につけ、教
養豊かな人材

の

育成を目指し
ます。

経済学コース
もっ
と知
りた
い

世の
中を

グローバルに
活躍したい人

実践的英語力を身につけ、
国際的な視野をもつ人材の
育成を目指します。

国際コース
できるようになりたい

英語でコミュニ
ケーション

地域経済を支える金融機関で働きたい人
金融を通して地域経済の活性化に貢献することができる人材の育成を目指します。

金融コース
ついて知りたい

お金のしく
みに

金融コース
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ニュースがわかる、社会が見えるから、
世渡り上手になります

    Realize Your Dreams!

ニュースでよく聞く「社会保障」や「インフレ・デフレ」
など、今までよくわからなかったことがわかるよう
になる。「為替レート」とか、「景気回復」とか、今
まで興味が持てなかったことが面白くなってくる。
経済学は日々の生活と、とても密接に結びついてい
る学問。だから、経済を知ると、世の中の動きや日
本のことがよく見えるはずです。
つまり、視界良好で迷うことなく人生を歩く地図を
手に入れるようなもの。
毎日、充実した生活を送れます。

文字通り、広い視野を持って日本経済
全体について学びます。今、政府がお
こなっている経済政策について、どん
な政策があり、なぜそれが必要
なのかを解説。学ぶことと毎
日の暮らしをぐっと近づけ、
自信を持って生きる道標に

数式を使って理論的に金融を学ぶ中で
も、その式の背景にある経済的な意味を
しっかりと理解できるカリキュラムをお
こないます。金融を通して経済の
メカニズムを学び、その変化
に柔軟に対応する「生活の
知恵」を身につけます。

Skype を使い、フィリピンのミン
ダナオ国際大学の学生チューター
とリアルに会話する実践的な授業で
す。スピーキング力とリスニング
力を同時に鍛えられるとともに、
英会話は、学ぶものではなく、
楽しむものだとわかります。

日本や世界の農業や食料が抱える問題
を経済の観点から学び、今後の農業政
策はどうあるべきかを考えます。ゼミ
では実際の農業体験を通して、より身
近に、リアルに、将来に向けての農業
や食料問題の解決策を考え、学び
ます。

マクロ経済学 国際金融論 農業経済学

お金の流れと仕組みがわかると、
賢く使い、賢く貯めることができます

英語力が上がるだけでなく、
コミュニケーション能力もアップ

食べ物にこだわると「本当の豊かさ」
が見え、地球と人の未来が見えてきます

金融と聞くと、自分には関係のないことと考えがち。
けれど、いろいろなライフイベント、たとえば、就
職や結婚、子育てなどは、金融と切っても切れない
関係にあります。簡単に言うなら、金融は、「資金」
が余っているところから、足りないところへ「融通」
する仕組みのこと。
このお金の流れと仕組みを知っていれば、「円高・円安」
の意味がわかり、「金利」や「国債」が理解できる。
そうした知識を上手に活かせば、もうお金に困らない。

生きた英語を、リアルな会話の中から学ぶことで、
英語力が身につきます。すると、もっと積極的にコ
ミュニケーションが取りたくなるはず。
自然に、ためらうことなく堂々と英語が話せるよう
になります。
さらに、リアルなコミュニケーションからは、海外
への興味や異文化交流への理解が深まるだけでなく、
自分を表現する方法が身につき、アピール上手に。
英語への自信は、そのまま自分への自信になって、
魅力的な人になること、間違いなしです。

目指すのは、日々の食生活から「本当の豊かさ」と
は何かを問い直す、地球にも人にも優しい経済です。
昔に比べて現代は「豊か」だと言われます。
日本には、多くの食べ物があふれています。でも、
その食べ物がどこでどのように作られているのかを
見てみると、豊かさの裏側にある問題点が浮き彫り
に。安い賃金の労働者の存在や、自然環境への負荷、
安全性への疑念などの問題を経済の視点から明らか
にし、豊かな社会のあり方を学んでいく。これって、
未来志向ですよね。

［国際コース］Skype 英会話
この授業で学びますこの授業で学びますこの授業で学びますこの授業で学びます

【担当講師】吉川 洋  教授
（専門分野／マクロ経済学、
 日本経済論）

【担当講師】外木 好美  専任講師
（専門分野／企業の設備投資行動、
 無形資産、 企業価値）

【担当講師】Michael Frederik Kubo  専任講師
（専門分野／ Teaching English to
 Speakers of Other Languages TESOL）

【担当講師】北原 克宣  教授
（専門分野／現代資本主義論、農業経済論、
地域経済論）

経済学をニュースで学ぶ
経済学部教授陣と、日本
経済新聞編集委員が、同
テーマを交互に講義する
コラボレーション授業で
す。教授陣が各ジャンル
についてオムニバスで講
義をおこない、編集委員
などが現実のニュースと
のリンクを、実際の記事
を用いて解説。生きた経
済とその学び方を、ニュー
スで身につけます。

日経×立正 ビジネススキル 英会話 ゼミナール

限 定 立正大学経済学部

Skypeを使用した海外交流

社会人として必要な 3 つ
のスキル「ロジカルシン
キング」「課題解決」「プ
レゼンテーション」を学
ぶ授業です。クラスメイ
トとの共同作業やディス
カッションもおこない、
その能力を身につけるこ
とで社会人としての基礎
力を育んでいきます。

社会人としての基礎力を育む
フィリピンにあるミンダ
ナオ国際大学の学生と
Skype を通して英会話を
おこない、実践的な英語
のコミュニケーション力
を身につける授業です。
ネイティブ講師のサポー
トを受けながら、同じ学
生同士のフランクな会話
により、生きた英語を修
得することができます。

自分で選ぶゼミは3年間
ゼミナールに向けての準
備期間として、1 年次で
は学修の基礎を身につけ
ます。その後 2 年次から
は自分で選択してゼミ
ナールに入り、4 年次ま
で 3 年間学ぶ事ができま
す。4 年間を通じて教員
と学生の密接な関係を築
きながら、社会で活躍す
るための力を身につける
ことができます。
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限 定 立正大学経済学部
限 定 立正大学経済学部

限 定 立正大学経済学部
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宝の地図を
手に入れよう !

経済学を
学んで

しっかり者の
賢い大人に！

アピール上手で
魅力的な人に！

地球にも人にも
優しい人になる！



経済と日常がこんなに近いなんて、
学んで初めて知りました

必修が多くて、学生の数も多くて、思っていた以上
に真面目な雰囲気で。経済学部を客観的に見るとそ
んな感じです。
元々、私が経済学部を選んだ理由は、「就職する時
に選択の幅が広いだろうな」と思ったからです。
大学受験の頃はまだ将来を決めかねていたので、学
びながらやりたいことを見つけるなら、選択肢は多
い方がいいと思いました。実際に経済学を学んでみ
ると、すごく日常に直結していて驚きました。
何気なく見ていたニュースも内容がよくわかるよう
になって面白くなったり。オープンキャンパスのス
タッフとして活動した時、学部についての説明を求
められたら、そうした自分の経験を話しています。

昔から英語が大好きで、英語の授業に惹かれてここ
を選びました。
Skype を使ったリアルなコミュニケーションはす
ごく楽しくて、英語力が上がっていくのを実感でき
て俄然やる気が湧いてきます。私自身、TOEIC の
点数が 170 点以上アップしました。英語だけじゃ
なく、資格取得のための講座も多彩で、とても充実
しているのも魅力です。
身につき役立つという意味では、私が選択したゼミ
も同じ。農業経済を教えている北原先生のゼミで、
実際に田んぼへ行って田植えや稲刈りをしたり、収
穫祭に参加したり。農家や地元の方と交流しながら、
日本の食事情や実態をリアルに経験できます。この
貴重な体験は私の将来にきっと役立つと思います。

高校時代にもっとも嫌いだった英語を身につけよう
と思ったのは、将来を考えてのこと。英語のクラス
に入ったら、そんな理屈抜きにすっかり英語好きに
なりました。僕は、学んだことは実践で試したいタ
イプ。長期休みに海外へ一人旅をしては、自分の英
語力を確かめていました。
それと平行して、将来を見据えた資格の取得を考え、
選んだのが「国際会計」です。単なる簿記の資格で
は取得している人が多いので自分の武器にはならな
いと思い、そこに、大学で得た英語力を加えること
で、社会で勝負できる武器にしようと考えました。
無事に資格を取り、希望通りの就職先を決めること
ができ、大学生活 4年間に悔いはないですね。

英語だけじゃない
身になる資格や経験がいっぱい

広がる可能性
経済の学びを実践に活かす

※他にも立正大学独自のプログラムを実施しています。

近年の主な就職先

未来を見つけたい 将来の武器をそなえたい

経済学部独自のさまざまなプログラムを展開。エント
リーシートの書き方をはじめ面接の実践練習といった
具体的な内容から、内定した在学生による「就職内定
者による講演」、外部の専門コンサルタント、キャリア
カウンセラーを招いての講義など、実践的なセミナー
をおこなっています。

地方公務員行政職／地方公務員警察官／地方公務員警察事務職／
地方銀行／信用金庫／日本郵便株式会社／農業協同組合／商工会
議所／東日本旅客鉄道株式会社／ ANA Airport Handling Co., 
Ltd　他

業種別進路決定状況

英語で自分を磨きたい

岩﨑 真由さん（2 年）
東京都立高島高等学校

水野 文音さん（3 年）
東京都立紅葉川高等学校

下田 裕紀さん（4年）
学校法人　千葉敬愛学園
敬愛学園高

2015年度
実績

電気・ガス・熱供給・
水道業 0.3％

製造業 5.9％

建設業 3.1％
公務 7.6％

情報通信業
 13.9％

運輸・
郵便業
 3.1％

卸売業 12.8％

金融・保険業 
11.1％

不動産取引・賃貸・
管理業 7.3％

物品賃貸業 
0.3％

学術研究・専門・
技術サービス業 
1.7％

宿泊業・飲食
サービス業 3.8％

生活関連
サービス業・
娯楽業 2.1％

教育・学習支援 
0.7％

医療・福祉業 
2.8％

複合サービス事業 
1.0％ その他サービス業 6.6％

小売業 15.6％

経済学部就職支援セミナー

卒業後

　　  本当のところ、
　　どうなの？ 
　　　　　　　　　 先輩たちのリアル ボイス なりたいキャリアを目指せる

きめ細やかな就職サポート

経済を学んだら、

ニュースが

面白くなった
英語が

もっと好きに、

もっと得意に

なりました

嫌いなことが

大好きに

変わった

経済学部では、学部一丸となって学生の就職をサポート。
その一つとして、経済学部生に特化した就職支援セミナー
を開講。ここでは、就職活動のノウハウを身につけると同
時に、個人個人のスキルアップをめざします。

経済学部主な就職先（平成 27 年度卒業者）

習得ゼミ『グループ面接Ⅲ』 
習得ゼミ『個人面接Ⅰ』
習得ゼミ『個人面接Ⅱ』  

習得ゼミ『事前準備相談（エントリーシート添削）』 
習得ゼミ『グループディスカッション』 
習得ゼミ『グループ面接Ⅰ』 
習得ゼミ『グループ面接Ⅱ』 

内定者体験談
集中講義『企業研究、エントリーシートの書き方』
集中講義『面接の受け方』
習得ゼミ『事前準備相談（自己分析）』 

集中講義『オリエンテーション、自己分析』9 月

10 月

11 月

12 月

講義名実施日
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