大垣
約

岐阜

60分

約

50分

新鵜沼

新可児

犬山

約４0 分!

約

一宮
約

70分

江南
約

津島

“ちょうどいい”犬山で学ぶ！

約

65

県営名古屋
空港から

30分

大曽根

約

約

桑名
約

65分

▲

JR
地下鉄
名鉄線
近鉄線

▲

キャンパス内に無料駐車場も完備!!

約

犬山まで
乗り換え
なし 中部国際
空港から

金山

部

現代経済学科

経

営

学

部

経営学科

部

ビジネス法学科

法

学

人間生活科学部

教育保育学科
管理栄養学科

30分

35分

神宮前

1時間 25分

犬山市
名古屋市

中部国際空港
セントレア
愛知県

■経済学部 現代経済学科

■経営学部 経営学科

■法学部 ビジネス法学科

■人間生活科学部 教育保育学科／管理栄養学科

〒484-8504 愛知県犬山市内久保61-1
TEL：0568-67-0511（代）

で友だち追加！

https://www.nagoya-ku.ac.jp/
TEL : 0568-67-0624（直）
E-mail：koho@nagoya-ku.ac.jp

学

栄

40分

※乗り換え時間を含まない、最短の乗車時間を表示しています。

広 報センター

25分

済

40分

鶴舞

長久手エリアから・
・・・・・・ 約 50 分

犬山キャンパス

春日井

経

一歩︑
踏み出せる人に︒

▲

稲沢・一宮エリアから ・
・・・・ 約 45 分

名経大

平安通

▲

大曽根エリアから・
・・・・・・ 約 40 分

55分

犬山キャンパス

約

名古屋
春日井エリアから ・
・・・・・・ 約 30 分

5分

約

上飯田

分

約

多治見

無料
スクールバス

小牧

75分

●車の場合

10分

田県神社前

25分

国府宮
約

アクセスも環境も

可児

大 学 案 内2 0 2 2

名古屋駅から

美濃太田

名古屋経済大学

Access Map

鵜沼

動画版パンフレット

スマホサイト

名経大のLINE@アカウントから

スマホサイト最新情報を入手しよう！

＠meikei

20210805-16100-2

大学案内 2
2002222
大学案内

犬山キャンパス
リニューアルプラン進行中！
2021年6月、1号館完成。

キャンパスの“新しい顔”となる1号館が完成しました。
明るく開放的で、
オリジナリティあふれる空間が、新たな交流を生み出す――。
過去から未来へつながる、
これからの50年を見据えた
新しいキャンパスづくりを進めています。
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2023年を目標に、先進的な施設機能へと更新します。
キャンパス
マスタープラン
3つのテーマ

本学キャンパスは1965年、市

学園短期大学として誕生しました。
それから1981年にかけて本館をはじめとする

教育研究施設、音楽棟、情報センターなどを建設し、学問の広がりや時代の変化に伴い、施設の増築や設備の
更新を行ってきました。
そして今、
キャンパス全体を一新する時が来ました。施設機能を見直して整理し、ICT環境を
整備、
さらに新たな交流を生む導線と空間を創り出します。
この先も3号館、
6号館、
とリニューアルプランが進行します。

伝統の上に築く未来
建 学の精 神「 一に人 物 、二に伎
倆」
を礎に、古き良さを活かしなが
らもその先の未来を構想します。

地域との調和
半 世 紀 以 上の本 学の歴 史や地
域との調和を意識したキャンパス
を構想します。

アジアコアの
グローバル人材育成
アジアで活躍する人材を育成すべ
く、日本人学生・留学生が集う先
進的なキャンパスを構想します。

1号館の内観

3階／ラーニングコーナー

4階／大講義室

犬山キャンパスリニューアルプラン
（構想）

木のぬくもりあるエントランスの先に続くのは、
ガラス壁面の明るく開放的な講義室や演習室、実習室など。
さらに
誰もが自由に利用できるオープンスペースであるラーニングコーナーやプロジェクトスペースが広がります。廊下や
オープンスペースに設けられた手洗い場や24時間換気システムなど、安全・快適さにもこだわった空間です。

1階／ラーニングコーナー、保育実践ルーム、絵本ライブラリー

2階／女子トイレ
（パウダールーム）

3階／多目的講義室
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114年の歩み。
その礎は今、
あらためて輝く。
建学の精神

「一に人物、二に伎倆」
2021年3月31日現在

▲

P.36

法的な専門知識を持って実務対処ができる
専門職業人を育成。税理士資格取得サポー
トあり。
▲

P.36

国際的な会計制度の環境変化に対応する
会計の専門家を育成。税理士資格取得サ
ポートあり。
▲

P.36

保育・教育現場の諸問題を解決する人材、
栄養管理職の多様化・高度化に対応する
人材を育成。

▲

P.41

実社会の生産・流通・消費活動の仕組みを
実践的に学び、
深く理解した人材を育成。

▲

P.43

流通、会計、
マーケティングなど、
ビジネス現
場で生きる知識を獲得した人材を育成。

▲

P.45

日常生活から国際問題まで、
あらゆる場面で法
的な視点から問題を解決できる人材を育成。

▲

P.47

座学に加え豊富な実習を通して、子どもの
心に寄り添える教育・保育のプロを育成。

▲

P.51

食と健康に関する専門知識を身につけ、食の
現 場の第 一 線で活 躍できる人 材を育 成 。
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学長
佐分 晴夫

ウズベキスタン共和国
経営学部 3年

管理栄養学科 4年

ダブラトブ ジャホンギル

下山 優美

上山学院日本語学校（愛知県）出身

青森県立三沢商業高等学校 出身

世 界で、アジアで、生きるチカラを。
今から100年程前に、本学の創立者・市

芳樹先生は「一に人物、二に伎倆」を建学の精神としました。市

先生は、教育が単なる知識の

注入に堕することを戒め、何よりも人間性を身につけた「人物」を育てることを唱えたのです。
この教えは、今、
あらためて輝きを持ち始めています。
現在、世界は大きく変容しつつあります。科学技術の急速な発展により、産業構造は大幅に変化し、経済を中心にしたグローバル化が進展し
てきました。急速なグローバル化の影が経済のみならず政治の世界にも混迷を与えてきています。
このような不安定な時代にあってこそ
「人」
を価値の中心に据えることがますます重要になっているといえましょう。建学の精神にあるとおり本学では
「人」の育成を教育の第一の目標としています。
また、
このような時代にあっては、大学で習得するべき能力は従来と違って、既存の知識を習得してそれを社会に適用するという能力ではなく、新
しい状況に柔軟に適応する能力です。グローバル化の時代にあって「グローバルに、
とりわけアジアで、活躍する」人材を養成することを本学の
第二の教育目標とし、
アジアからの留学生を積極的に受け入れ、
日本人学生と留学生が協力し、競争して成長する場を本学はつくってきました。
本学は、豊かな自然と文化を持つ犬山に根ざし、グローバルに物事を考えられる環境を整備して、好奇心旺盛な若者が集う大学として発展し
てまいります。

プロフィール

名古屋経済大学 学長
専門
分野

国際法、国際経済法

1992年 名古屋大学法学部教授
略歴
2004年 名古屋大学大学院法学研究科長（〜2006年）
（職歴）
2006年 名古屋大学理事・副総長（〜2012年）

佐分 晴夫

2012年 名古屋経済大学 副学長
2017年 名古屋経済大学 学長
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動け。限界はない。

すこし先の話をしましょう。あなたが大学を卒業してからのこと。そこは日本で

あっても、世界が入り混じった社会。広い視野を持って世界と共存（GLOBAL）
しながら、地域に根ざした視点（LOCAL）
も求められます。
だから、名古屋経済大学。多くの外国人留学生とともに学び、地域の人々や
企業と協働する機会が豊富です。体験から身につくグローカルな知識と感覚は、
あなたを
「たしかな社会人」
へと導きます。

5
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毎日がグローバル。
中華人民共和国

ウズベキスタン共和国
経済学部 4年

喬 鶴寧（キョウ カクネイ）
経営学部 2021年卒業

JCLI日本語学校（東京都）出身

メングボエブ ミルジャロルさん
名古屋国際日本語学校（愛知県）出身

ネパール連邦民主共和国

経済学部 3年

足立 美悠

岐阜県立各務原高等学校出身

経営学部 2021年卒業

ガウタム サンティさん

名古屋国際日本語学校（愛知県）出身

日本での経験が、私の夢に。
ベトナム社会主義共和国

日本好きの両親の勧めで、留学を決心しました。
まずは1年半、専門学校で日本語
を学んでから、名経大へ。講義では読めない漢字があって難しいこともありましたが、
日本人の友だちが教えてくれたので上達し、
自信もつきました。
さらに、
日本に住む
ベトナム人の労働環境と自主性について考察するなど、私だからできる研究もでき

経済学部 2021年卒業

ホアン ハイ イェンさん
ToBuCo専門学校（岐阜県）出身
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ました。夢は、ベトナムで焼き鳥屋を経営すること
！ 初めて食べておいしさに感激
した焼き鳥を祖国にも広めたいからです。チェーン展開を目指して、
マーケティング
や会計など必要な知識と経験をこれからも積んでいきたいと思います。

日本に住むたくさんの外国人の、
それぞれ異なる文化を知り、風習を認め合う。
それこそが、
グローバル社会の一員になるスタートラインです。
名経大は、多国籍な留学生を4年間学ぶ学部生として積極的に招き入れています。
長期間ともに過ごすからこそ“グローバル”な環境が自然にあるのです。

インド共和国

経営学部 3年

ハーデヴ シン

ARMS日本語学校（愛知県）出身

ナイジェリア連邦共和国

法学部 4年

法学部 4年

石川 由奈

エマニエル エライシャ オヌアブチ

静岡県立磐田北高等学校出身

アレセイア湘南高等学校（神奈川県）出身

パキスタン・イスラム共和国

タイ王国

経営学部 4年

カリド ヒナ

経済学部 4年

ボールーン ゲバリン

ホツマインターナショナルスクール（岐阜県）出身

ARMS日本語学校（愛知県）出身

14ヵ国338名の留学生が学ぶ大学

※2021年5月現在

ベトナム

142名

韓国

4名

タイ

2名

台湾

1名

中国

１16名

スリランカ

3名

ナイジェリア

2名

パキスタン

１名

39名

ミャンマー

3名

インド

１名

インドネシア

2名

セネガル

１名

ネパール

ウズベキスタン 21名

※2020年2月1日撮影
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まず一歩。
ここから世界への扉が開く。
留学って敷居が高い？ 国際に関する学科じゃないと経験できない？

名経大では、
「まず一歩 」を踏み出すためのオリジナル短期研修を用意しています。
この経験を機に視野を広げることは、
その後の学びに良い影響を与えます。

ベトナム経済・社会研修
プログラム

お面の下の笑顔は、世界共通。
言葉が通じなくても、楽しい気持ちは一緒。留学生の実家にホームステイをして、
心を通わせる体験から、世界への興味がグッと深まります。
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詳細は

P.12

カナダ多文化共生研修

大きな国で、大きな体験。
言語も、国民性も、学び方も、
日本とは違いが大きいカナダに4週間。

当たり前が当たり前でなくなった時、新たな価値観が広がります。

詳細は

P.12
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世界へ一歩、飛びだそう！
国際交流イベント

世界への興味・関心を支援する

国際交流センター

国際交流活動に参加することが、
互いの文化・習慣を理解する第一歩！

Center for International Af fairs

日本人学生や留学生が交流を深めるイベントを多数企画・開催しています。学内で開催
するインターナショナルウィーク
（夏・冬）
をはじめ、学外で開催される国際交流イベントの
支援や参加など、名経大だからできる経験が盛りだくさんです。
さぁ、
あなたの勇気を出して
一歩踏み出し、
グローカル
（Global×Local）
を満喫しましょう。

事例PICK UP

インターナショナルウィーク
「交流会」
を開催
日本人学生、留学生など約160人が参加
テーマは「世界の料理を食べてみ
よう」。
ウズベキスタン、
スリランカ、
タイ、パキスタン、中国、
ネパール、
ベトナムの 7か国 の 留 学 生が 約
14種類の料理をつくり、あたたか
な交流が生まれました。

350人近くの海外からの
留学生がいるキャンパスで
毎日がグローバル

ハラール対応の国際交流BBQ（バーベキュー）パーティーを開催
留学生と日本人学生の交流を目
的として、B B Q（ バーベキュー）

日本に住むたくさんの外国人それぞれの異なる文化・習慣に触れ、互い
に理解し合う。
それこそが、
グローバル社会の一員になるスタートライン
です。名 経 大には、世 界 各 地から多くの留 学 生が4 年 間 、
ともに学ぶ
学部生として入学します。長期間、
ともに過ごすからこそ
「本物の異文化

パーティーを開催。国籍や宗教を
問わずみんなで楽しめるように、
ウ
ズベキスタンの学 生 有 志が羊 肉
を中心としたハラール料理を準備
しました。

空間」
が創り出されるのです。

留学生含む33人が天下の奇祭「石上げ祭」
に参加
国際交流センターからのメッセージ

留 学 生 、日本 人 学 生 、教 職員合
わせて33人が、犬山市伝統の奇

大学のグローバル化を促進する国際交流センターでは、教育目標である
グローバルに、特にアジアで活躍する人材の育成に向けて、
「日本人学

祭「石上げ祭」に参加しました。例
年以上に学生たちの掛け声が大
きく、国を超えて協 力し合ってい

生の国際化」
「 外国人留学生の支援」
「 国際交流活動の促進」
を主な

て、見事に石を山頂まで運び上げ

目的として、多様な海外留学プログラムの構築や実施、学生サポート、

ました。

国際交流イベントに取り組んでいます。

2020年4月

グローバル＆シェアハウス型
学生寮開設！

「社会で通用するグローカル人材の
育成」
を掲げる本学は、今や350人
規模でアジアを中心とした国・地域
から留学生を受け入れています。
留学生が日本での生活に順応する
よう支援すること、
また日本人学生が
留学生と積極的に交流してグロー
バル感覚を養うことを目的に、新しい
タイプの学生寮を開設しました。
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間取り

グローバル＆
シェアハウス型学生寮

GAKUDEN1

個室①

4LDK

（個室4＋共有スペースLDK）

×
4室

（16名収容）

日本人と留学生が
1室に同居する
シェアスタイル

個室②

個室③

共有
リビング

個室④

まずは短期の海外経験から

海外短期語学研修

カナダやマレーシアへの（2週間〜１か月間）の海外語学研修。
外国語を専門に学んでいなくても心配は要りません。多くの学生
が、言語が異なっても気持ちが通じ合えることに喜びを感じ、
自信をつけて帰国してきます。
そして英語力の向上はもちろん、
学業やキャンパス内での国際交流に積極的になったり、
さらに
長期留学に挑戦したりと大きく成長しています。
あなたの興味や
目的に合わせてホームステイ先やプログラムを紹介します。

PICK UP 1

PICK UP 2

ベトナム経済・社会研修プログラム

カナダ多文化共生研修

毎年、大人気で多くの学生が参加するベト

4週間ホームステイをしながら、
サイモン・フレーザー大学で

ナムへの「学生派遣研修」
プログラム。ベト

英語力を鍛えるプログラムです。

ナム語の学習や現地の大学生との交流、
海外進出する日系企業の見学、
さらには本
学の日本人学生とベトナム人留学生がとも
にベトナムへ渡り、留学生の実家でホーム
ステイをするというユニークなプログラムで
す。
この体験は、
これから日本とますます交
流が深まるアジア新興国への新たな興味・
関心につながります。

中・長期留学

交換留学のチャンスが豊富に

留学期間は半年から最大１年間で、語学コースだけでなく、専門分野を研究するコースに留学もできます。交換留学先は今後もさらに増える予定です。

ベトナム

中華人民共和国

中国政法大学

法学分野で中国有数の教育を誇る大学。法律に係
る専門分野を学ぶコースと中国語や中国事情など
を学ぶ語学コースから選択できます。

ハノイ大学

ベトナム有数の外国語大学。
日本語学科の歴史は
ベトナムで最も長い大学の一つで、英語、
フランス
語、ベトナム語など10言語を学ぶ学部があります。

ホーチミン市法科大学

法律系学部を有するベトナム南部有数の大学の一
つで、外国語教育にも力を入れています。
日本語で法
学分野を学ぶための研究拠点もあります。
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世界を知り、
自分を知る。

留学は敷居が高い？ 自分にはまだ早い？ そんなことはありません。
「もっと広い世界を知りたい」
という好奇心があれば、迷わず体験してみるべきです。
初めての景色の中で多くのことを感じ、学び、気持ちの変化を楽しみましょう。

ベトナム社会主義共和国

ベトナム経済・社会研修プログラム
「外国人留学生と仲良くなりたい」
と思い、留学を決
意しました。
とはいえ、ベトナム語は習ったことがない
言語。初めは現地のベトナム人学生に頼りながら生
活しました。
しかし、
「 大丈夫、話せばできるようになる
よ」
と一生懸命聞いてくれて、間違えることをおそれず
話せるように。おいしいベトナム料理に出合ったら調
味料を聞いてスーパーで買ってみるなど、学科の学
びに通ずる経 験もできました。
またベトナムに行きた
い、英語も話せるようになりたい、
と帰国後はさらに意
欲的に学んでいます。
管理栄養学科 4年

土屋 美稀

啓明学館高等学校（愛知県）出身

大学の学生も先生も、
タクシーの運転手さんも、
みんな優しく
接してくれました！
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話さなくちゃ上達しない！
背中を押された海外体験︒

短期語学研修

カナダ

お互いの国 民 性の違いを 実 感 ︒
意 識 を 変えた3 週 間 ︒

短期語学研修
カナダ多文化共生研修
英語は得意ではありませんでしたが、大学生活を濃
い4 年 間にしたいと思い、留 学に挑 戦しました。3 週
間のホームステイで、徐々に生 活におけるコミュニ
ケーションがとれるようになりました。現 地での講 義
は、
とにかく
「話す」
という勉強方法。ゲームを通して
学ぶなど楽しい雰囲気でしたが、優秀な学生と比べ
てできない自分に
「くやしい」
という気持ちも湧いてきま
した。
もっと英語を勉強したいと思えたのは、大きな進
歩です。お互いの国 民 性の違いもおもしろいと感じ
て、海外への興味も強くなりました。
経済学部 2021年 卒 業

佐藤 真理さん

岐阜県立加茂高等学校 出身

大自然を感じられる
すばらしい国。
友達とビーチで見た
夕日が忘れられない！
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世界に羽ばたく卒業生たち。
グローバルな社会を意識して学び、
さまざまな体験を重ねた名経大生は、
はっきりとした意志と行動力を持って社会へ羽ばたきます。
だからこそ選ぶステージにも国境はなく、バラエティに富んだ活躍をしています。

違いを受け入れるグローバルな心が︑
新たな世界の第一歩に︒

代表取締役 社長
経済学部 1990年卒業

松野 成章さん

名城大学附属高等学校（愛知県）出身
業務部 次長
経済学部 2000年卒業

藤井 教博さん

岐阜県立東濃実業高等学校 出身
ベトナム社会主義共和国
経営学部 2019年卒業

チン ヴァンドンさん

名古屋国際日本語学校（愛知県）出身

日本／中華人民共和国／ベトナム社会主義共和国

株式会社 中部理化
CHUBURIKA

卒業後すぐこの会社に入社して社長になるまでには、地道
な下積み時代がありました。
その中で大きく価値観が変
わったのは、ベトナムへの赴任。言葉を覚えて現地の人た
ちとコミュニケーションをとり、文化の違いを受け入れると、

●従業員数

470名（2021年4月現在）

海外拠点・グループ会社
1963年
1985年
2002年
2011年
2013年
2016年
2018年

株式会社中部理化を設立
株式会社中部精工を設立
ベトナムHCM市に中部理化VN設立
中部理化鋁制品（平湖）設立
中部理化ロンハウ
（VN）設立
名古屋工場設立
中部理化鋁制品（平湖）
・第2工場増設
中部理化オオノ設立

一気に世界が広がりました。今の名経大は多くの国から
留学生が集まっていると聞きます。
在学生の皆さんは、
ぜひ
積極的に交流して自分の世界を広げてほしいと思います。

ベトナム赴任最終日の記念写真
本社

国内のほかベトナムや中国の取引先にも赴き、新たな仕事を広げています。言葉や文化の壁をも
越えるコミュニケーション能力は、名経大で培ったもの。野球部のマネージャーとして学内外の
監督や社会人とコンタクトをとり、運営を支えた経験は、大きな自信になりました。当時の人脈が
仕事につながることも。社会構造が変わる中で、グローバルな視点の大切さを実感しています。

中部理化鋁制品（平湖）有限公司

第2工場

経営者である父の勧めで日本に留学し、
日本語学校の先生の勧めで名経大に進学しました。
名経大では、
さまざまな国の留学生と助け合い、バドミントン部で仲間と汗を流し、
日本の歴史も
学んで新しい視点を持つなど、有意義な時間を過ごせました。現在は、ベトナム人従業員の通訳を
担当しています。
もっと仕事の幅を広げ、ベトナムの拠点でも活躍することが目標です。
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中部理化ベトナム（タントアン工場） 中部理化ロンハウベトナム

ベトナム社会主義共和国

フランジア・ベトナム

名経大の学部と大学院での6年間が、
母国IT企業で働く自分の原点。
私が名経大に入学したときは、留学生も少なく、ベトナム人も私一人でした。当時は
日本語もあまり話すことができず、大きな不安を抱えて入学式に出席しましたが、大学の
先生が同じ学部に入学する日本人学生を紹介してくれて、私の学生生活をサポート
してくれたことに今でも感謝しています。大学を卒業後、大学院に進学し、国際法を深く
学びました。今はベトナムに戻り、
フランジア・ベトナムというIT企業で採用と営業の
仕事を担当しています。今、名経大では多くのベトナム人学生が在籍していると聞き、
今後は後輩たちの就職活動のサポートができればと思っています。
フランジア・ベトナムのオ
フィスはハノイ一番※の高層
ビルK e a n g n a m H a n o i
Landmark Towerのワンフ
ロア。中央には自由に使え
るカフェがありI T 企 業らし

法学部 2005年卒業
大学院法学研究科 2007年修了

い自由な空気が漂います。
（※2018年4月1日現在）

ダオ チー ヴーさん

パプアニューギニア独立国
JICA 青年海外協力隊

アロタウ公立病院
（管理）栄養士

世界の食文化や医療格差を見つめ、
生活習慣病の撲滅に挑む。
大学生の頃に世界の栄養事情に興味を持ち、3年間の社会人経験を経て青年海外協力隊に
応募しました。所属先の任地では、主に生活習慣病の指導を行っていました。地域の住民は
芋類（炭水化物）から大半のエネルギー量を摂取し、味付けはココナッツと塩だけの伝統的な
食生活を営んでいます。
また所属先の病院では医療物資の不足や、村と町の医療格差が問題
になっています。
そこで料理教室、運動教室、栄養指導および看護学生への教育を行い、生活
習慣病の予防・改善・後進育成に取り組んでいました。現在は帰国し、国内の病院で勤務を
（2018年3月末帰任）
行っています。国際栄養で活躍できるようにいろいろな活動に取り組んでいます。

地域住民に生活習慣病予
防の啓発活動を行っている
様子です。
このほか、現地
の看護師へ栄養管理の知
識も提供していました。

管理栄養学科 2 012年卒業

髙田 将成さん

愛知県立犬山高等学校 出身

ドイツ連邦共和国

臆することなくやり遂げる精神は、

横浜ゴム株式会社 名経大での濃い経験があったから。
YOKOHAMA Industrial Products
Europe GmbH（ドイツ）

大学入学後は、
クラブ活動（硬式野球部）中心の生活でした。
また、4年生の時には、
硬式野球部の主将と学生自治会の委員長を兼任していたので、すごく大変だった
思い出があります。でも今思えば、
その大変さと忙しさが良い経験になったと思います。
社会人になり、入社後しばらく経って、2013年の夏から約3年間、
ドイツで勤務しました。
現地では営 業を担当し、主に西ヨーロッパの企 業を訪 問しました。商 談は英 語で
した。在学生の皆さんには、学生時代に世界と関わるいろいろな経験を積んでほしいと
思います。
ドイツ南部バーデンバーデ
ンにて。国際経済サミットが
行われた場所で、温泉が出
る保養地としても有名です。

経済学部 1999年卒業

川西 彰さん

滋賀県立八幡商業高等学校 出身
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犬山も学びの場。

名経大生の学びの場は、大学の教室だけではありません。

市議会、福祉施設、小学校、幼稚園、犬山城下町、水田……。
犬山市とその周辺の地域全体を学びの場、つまりキャンパスにして、
地域に住む人々を思い、地域で働く人々とともに活動しています。

私も

名経大の卒業生
です。

地域で学んで
すてきな保育士に！

子どもたちの
個性を伸ばせる
先生に！

水野

後藤

犬山市長

山田 拓郎さん

経済学部 1995年卒業
美濃加茂高等学校（岐阜県）出身

犬山市出身。市長として、
「 産業振興」、
「 学び・遊
び」、
「定住」
の3つの観点から地域の潜在的な魅力を探る。休
日は釣りや温泉に出かけることも。犬山でお気に入りの場所
は、子どもの頃から登ることが多かった尾張冨士とのこと。

犬山市長×教育保育学科学生

犬山市長と対談した私たちが4年生になって思うこと

保育実習を重ねるほどに、現場の先生ってすごいなと心

市長のお話を受けて、
自分自身の国語力も高めたいと

の底から思います。遊びの中で成長を促すためには、
ま

思うようになりました。
さらに実習では、保育の重要性を

ず子どもの安全を守らなければなりません。大人数の動き

実感。
コロナ禍で予定通りに保育が進まず発達が遅れ

を把握しながら目の前の子どもの遊ぶ意欲を促すことが

ている状況に対応するため、部分実習でハサミの使い方

どれほど難しく、責任の大きな仕事かということを実感して

を教えました。5歳児になったらルールがある遊びを取り

います。
そのうえで、
目指す先生像は市長にお話しした時

2019年3月、保育士を目指す教育保育学科の学生
が犬山市長と対談しました。
テーマは
「犬山市の保
育事情」。当時1年生だった2人が保育実習の体験
を話すと、市長は
「感性豊かなひとづくりを教育理念
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としていて、国語力の向上を重視している」
とお話し

教育保育学科 4年

くださり、
とても有意義な時間となりました。

愛知県立木曽川高等学校 出身

入れる、
など発達を支える保育ができる先生になりたい。

と変わらず「 明るく

子どもたちが楽しく

元気で人気のある

全 力で遊べるよう

先生」。生まれ育っ

周りをよく見て声掛

た犬 山 市で保 育

けがしたい、
と目指

士になれるようがん

す保育のカタチが

ばります！

明確になりました。

水野 楠々羽

教育保育学科 4年

後

梨花

愛知県立木曽川高等学校 出身

撮影場所：犬山市役所
※2019年3月14日撮影

大好きな犬山を
ご案内！

犬山観光学生大使に就任し、犬山の魅力をPR !

リトルワールドや明 治 村など、小さい頃から好きな観 光 地が多い犬 山をもっと多くの人に
知ってもらいたいと思い、活 動を始めました。研 修では観 光 地の情 報ばかりでなく犬山の
歴史も勉強したため、
「 犬山城ってこんなにも貴重な国宝なんだ！」など感動と共に理解が
深まりました。
さらに
「パンフレットにはない魅力を、
自分の言葉で伝えたい」
と思い、友だちと
観 光 地を巡って犬山の魅 力集めをするように。
また人 前に出る役 割を実 感して積 極 性も
増し、授業に臨む姿勢も変わりました。任命式を受けてからすぐコロナ禍になったためなか
なか活動ができない状況ですが、普段から接遇マナーを実践して美しい所作が似合う女性
を目指しています。活動再開を待ち望んでいます！
経営学部 3年

異なる学科の仲間4人で、犬山観光に貢献できるようがんばっています！

甲斐 愛也佳

名古屋経済大学市邨高等学校（愛知県）出身

撮影場所：どんでん館
※2021年6月30日取材・撮影
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スポーツに挑戦し、
未来をつなぐ。
高い目標を掲げ、達成に向けて精いっぱい練習する。

「好き」を超えた強い精神は、
どんな場面においても生き抜く力となります。

夢へと力 強 く 踏み出せるのは︑
バスケと勉 学 を 全 力で走 り 抜いたから ︒

法学部 2021年卒業

奥山 喜理人さん
神奈川県立厚木東高等学校 出身
就職先 八雲学園中学校高等学校

自分の進むべき道をつかめたのは、名経大の先生方のおかげです。バスケのコーチは元選手
ならではの戦術のほか、
「 人としてどうあるべきか」
と学業への姿勢も導いてくださいました。教職
課程の先生は、現場を知るからこその教育観を伝えてくださり、一言ひとことが胸に刺さるほど
尊敬する存在です。見本となる授業もたくさん体験させてくださったので、教育実習に自信を持って
取り組むことができました。学科の先生も、試合で受けられなかった授業を研究室で教えてくだ
さるなど、いつも近くに感じられる存在となってサポートしてくださいました。
また授業でスポーツ
リーダーの受験資格を得ることもできたので、本格的に指導できるバスケ部顧問になりたいという
夢にもつながりそうです。名経大での4年間、バスケと勉学を通して人間力を養い、生き方の軸を
つくることができました。
この想いを忘れず、生徒とともに成長する先生でありたいと思います。
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男子バスケットボール部
2020年度キャプテン

強化指定クラブ

管理栄養士になって

野球選手の栄養指導に携わりたい︒

名経大だからこの夢を追える︒

硬式野球部

強化指定クラブ

管理栄養学科 4年

森 琴賀

美濃加茂高等学校（岐阜県）出身

高校で野球部のマネージャーをしていました。
そこでスポーツ
栄養指導をする管理栄養士に憧れたんです。本格的に取り
組む硬式野球部と管理栄養学科がある名経大を高校の野
球部の先生に紹介され、私の夢にぴったりな環境だと思いま
した。高校のマネージャー経験でスポーツ推薦を受験でき、
評価してもらえたこともうれしかったです。
スポーツ栄養に関する
講義もあるため、
その知識を生かして選手に貢献したい。絶対
に管理栄養士国家試験に現役合格して、夢をかなえます！

公立の保育者になること︒

サッカーを極めること︒

名経大で2つの目標を達成！

女子サッカー部

強化指定クラブ

教育保育学科 2019年卒業

森田 愛美さん

静岡県立清流館高等学校 出身
就職先 焼津市役所（保育職）

名経大に入学した理由は、公立の保育者になること、大好き
なサッカーをすること、
この2つを実現する環境が整っていた
からでした。実習を含めた保育の勉強とサッカーの両立は、
正直なところ、大変でした。乗り切ることができたのは、学科の
先生方、サッカー部の監督、
コーチ、部員が励ましてくれた
からです。公務員試験対策講座など、いろいろなサポート
も私の力になってくれました。名経大での4年間の経験を
生かし、信頼される保育者になりたいと思います。

目標は︑新チームで試合に出ること！

名経大の充実した環境が︑

私のラグビー愛を満たしてくれる︒

ラグビー部

強化指定クラブ

法学部 3年

渡部 聖
新田高等学校（愛媛県）出身

チームメイトとボールをつないでトライする――ほかのスポー
ツにはない魅力のとりこになり、中学1年生からラグビーを続
けています。
「 大学でも続けたい」
この思いを、名経大の環境
がかなえてくれました。広いグラウンドで男子とともに練習する
日々は楽しく、愛知県唯一の女子ラグビーチーム
「名古屋
レディースR.F.C」
に入り試合に出場させてもらう予定。
もっと
女子部員を増やして、名経大チームで試合に出たい！けじ
めある楽しいチームをつくることが目標です。
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強化指定クラブ

技術を磨き、人間も磨く。

強化指定クラブが目指すのは、心身の限界に挑み、良い結果を出すこと。
さらにスポーツを通して、
自主性、協調性、
リーダーシップなど
人として大切なことも培われるため、就職実績も群を抜いています。

剣道部〈男女〉

硬式野球部

2 019年度主な大会実積
男子個人
第67回全日本学生剣道優勝大会
出場（個人戦）

男子バスケットボール部

愛知学生2部Bリーグ 6位

女子バスケットボール部

2 019年度主な大会実積
東海学生1部リーグ 3位
インカレ出場
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2019年度主な大会実積

2019年度主な大会実積
東海学生1部リーグ 準優勝
インカレ2年連続出場

ラグビー部

硬式テニス部〈男女〉

2 019年度主な大会実積

2019年度主な大会実積

東海学生Aリーグ
（1部）
で
活躍中

男子サッカー部

東海リーグ参戦3年目
男子 4部リーグ昇格
女子 3部リーグ昇格
第23回
東海学生チャレンジテニストーナメント大会
男子 ダブルス 3位

女子サッカー部

2 019年度主な大会実積
東海学生
1部リーグで活躍中

2019年度主な大会実積
東海学生女子
2部リーグ 優勝
1部リーグへ昇格
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クラブ＆サークル＆団体。
スポーツが好き！ 音楽が好き！ ボランティアに参加したい！
学部・学科を越えてできる仲間と経験は、大学生活の財産になります。

名経祭実行委員
大学祭の企画・運営を行います。
ステージの進行や受付など表に出る仕事の
ほか、音響スタッフとの打ち合わせや運営、模擬店のチェックなどさまざまな
仕事があるので、裏方仕事に興味がある人も大歓迎です。実行委員の経験が
ない人も大丈夫！ぜひお気軽に見に来てください。
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私たち実行委員が
名経祭を盛り上げます！

軽音楽部

児童文化同好会「いろは」

「バンドをやってみたい」
「憧れの楽器を弾きたい」など、初心者も大歓迎！
今年はもっとライブ回数を増やし、合宿など全体での交流も増やしたいなと
考えています。楽器は、初めは難しいけれど、好きならきっと上手になれます！

教育保育学科の学生が発足させたサークル。子どもとのふれあいをテーマに、
イベントの企画から会場の確保、準備、実施までを学生が主体となって行って
います。地域のイベントに参加するなど、
さまざまな活動を展開しています。

沖縄県人会

旅KOU流会

「うちなんちゅー」
の学生が集まってさまざまな活動をしています。4月の新入生歓
迎パーティーに始まり、犬山観光やサッカー大会などイベント盛りだくさん。沖縄
文化を知ってもらうために、市民の人を招いて沖縄料理をふるまったりもします。

名経大のいろんな学生と仲良くなりたい！ という気持ちから発足しました。県外の
学生や留学生とイベントを企画したり、友達になった学生の地元へ旅行に行ったり
もします。
いろんな学生が集まる大学だからこそ、大学で一緒にKOU流しましょう！

フットサルサークル

卓球同好会

練習は男女混合で、
ミニゲーム中心です。初心者も経験者も大歓迎！

音楽同好会

初心者大歓迎♪ 部員の半数は大学から楽器を始めたよ！

経験者も初心者も一緒に卓球を楽しめます。

その他のクラブ&サークル&団体
■ 大学学生自治会執行部
■ 学生広報室
■ ボランティアサークル
■ 漫画研究部
■ オールラウンド同好会
■ ゲーム交流会
■ 映像研究会
■ 柔道同好会
■ テニスサークル
■ 軟式野球部
■ バドミントン部
■ バレーボール部
■ 陸上競技部
■ ボードゲームサークル
など多数

クラブ＆サークルを
立ち上げよう！

仲間を集めれば、誰でも新しくクラブ＆
サークルを立ち上げることができます。
好きな仲間と好きなことに打ち込め
ば、学生生活がより充実したものに
なりますよ！
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支えるのは、
名経大の 4 年間。

「何がやりたいか」
自分が生きていきたいステージを見つけ出す。

そして自分の限界を決めつけず、成功するために考え、行動する。
こうした人間力を身につけることこそが大切だと、名経大は考えます。

自分と向き合い未来を描く。
確かなキャリア観が
希望通りの就職に。
経営学部 2021年卒業

加藤 綺子さん

愛知県立小牧南高等学校 出身
就職先 岐阜信用金庫
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仕事内容も職場環境も一切妥協することなく、希望の就職をかなえました！
こう言えるのは、1年生から始まったキャリア科目のおかげです。
自己分析をして
自分の魅力を意識したり、志望業界に就職した先輩にインタビューをしたり、
とさまざまな学びや体験を通してじっくりと自分のキャリアについて考えることが
できました。中でも印象深かったのは「入社後にズレが起きないよう、面接で
逆質問することも大切」
と学んだこと。
どんな仕事がしたいか、譲れない条件は
何か、
など未来を具体的に描いたうえで就職活動に臨むことができました。

1年次から始まるキャリア教育
人の生き方や働き方はどんどん変わります。
そして大切なことは変わりません。
その変わらない大切なこととは何かを学ぶ、名古屋経済大学のキャリア教育プログラム。

授 業 を 中 心 としたキャリア支 援

公務員採用試験対策 P.31へ

資格取得支援講座／学部ごとの専門性に対応した資格から公務員試験対策まで P.30へ

基礎演習Ⅰ
（ゼミ）

体験型プロジェクト

基礎演習Ⅱ
（ゼミ）
ビジネス模擬体験
（社会人基礎力の育成）

1

キャリア支援講座Ⅰ

3

専門演習Ⅱ
（ゼミ）

キャリア支援講座Ⅱ
（SPI対策）

●履歴書作成支援
●面接対策講座

2

●グループディスカッション

「市民生活と

インターンシップⅠ
（通常型）

キャリア形成」

インターンシップⅡ
（有償型）

（健全な職業観の育成）

インターンシップⅢ
（短期型）

●マナー&身だしなみ講座
●社会が求める人材

4 年次

●社会人講演

3 年次

2 年次
インターンシップ

公務員説明会

4

学内個別
企業説明会

学内合同企業研究会

就活ガイダンス

●ゼミ別進路面談 ●就活キックオフ ●履歴書作成支援
●面接対策 ●グループディスカッション対策
●マナー対策 ●筆記試験対策

授 業 外のキャリア支 援

1 年次

専門演習Ⅰ
（ゼミ）

個人相談体制／キャリアセンター職員 ＋ キャリアカウンセラー

1

「市民生活とキャリア形成」

2

インターンシップ

3

4

キャリア支援講座Ⅰ・Ⅱ

学内合同企業研究会

この科目を通じ、
「なぜ働くのか」
を考え、会

就職活動に入る前に学生が企業等に実習生

社や職 業についての理 解を深めます。1 年

として一定期間勤務し、実務を行います。
この

就職活動で求められる基礎的な考え方、態度、

会を行っています。
ここから多数の学生が就

次に履 修することで、早い段 階から卒 業 後

インターンシップに参加しておくと、やりたい

能力を身に付けていきます。

職先を見つけています。

のイメージを持つことができます。

仕事と現実のミスマッチを防ぐことができます。
P.27-28へ

【キャリア支援講座Ⅰ】

地元三商工会議所共催で、合同企業説明

【キャリア支援講座Ⅱ】
就職試験で取り入れられているSPⅠ試験の
特徴、出題形式を理解し、就職活動に勝ち
抜く力を身に付けます。

キャリアセンター ｢授業｣×｢授業外｣×｢個別相談｣ 学生一人ひとりに合った支援で学生の「夢」の実現を後押し
名経大キャリアセンターの特徴
名経大のキャリアセンターでは、
キャリア支援科目担当の教員が常駐し、
教職員が連携し学生をサポートしています。
「キャリア科目の授業」、
「授業外のガイダンス」、
「 個別相談」で学生の状況を把握し、
タイム
リーに共有できるため、学生にとってより効果的なサポートが可能です。
その内容をさらに効果的なものにしているのが学生サポートに関わる
教職員のキャリア。民間企業出身者、企業の採用活動のアドバイス
や、採用勉強会の講師経験者、企業研修講師経験者、民間企業の
人事担当経験者、国家資格キャリアコンサルタント資格者、警察出

昼休憩などの空き時間に、気軽に訪れ相談できます。

身者など、
さまざまなキャリアを有する教職員が学生支援にあたっています。学生の夢や希望、悩み事、心配事を
聴き、実情を踏まえてどんなサポートが必要なのかを常に考え、学生一人ひとりに合った支援を行っています。
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「社会で働く」
を、全員が体験する

インターンシップ

インターンシップとは
一 定の期 間 、企 業や官 公 庁など希望

経済・経営・法学部では、2年次にすべての学生がインターン

する職場で実習生として働き、
「 社会人」

シップを体験します。
それは、早いうちから就職を前向きに意識する

を体験する制度のこと。

ため。いざ就職活動をするときに、
「どんな業界があるんだろう？」
「どんな
仕事が自分に向いているんだろう？」
と困らないよう、いろいろな仕事を
体験してみましょう。2年次に一度きりではなく、3年次まで何度も体験
することが可能です。

実例は右ページをご覧ください

インターンシップの目的
「社会で働く」
を体験して、
自信をつける

いろいろな職場で、
自分を試してみる

業界や仕事について知り、選択肢を広げる

社会の厳しさを目の当たりにすると同時に、
学校と社会で

体験してこそ分かることがあります。志望する業界で

今知っている業界の中から就職できそうな企業へ、

は評価される基準が違うことにも気づくことができます。

あっても、
イメージと実際の仕事内容は良くも悪くも違う

と視野が狭いまま就職活動に進むのではなく、
まずは
広く知ることを心掛けましょう。多くの資料を見て企業

本学の学生の多くが持つ主体性や、元気で好印象を与

からです。
インターンシップ後に、
ますますその業界を強

える態度、
ていねいに物事に取り組む姿勢は、企業から

く志望する学生もいれば、別の業界へ進路変更する学

研究をするほか、
さまざまな業界で活躍する先輩の話

好評価をいただいています。
インターンシップ先でほめられ

生もいます。
「自分には難しそう」
と思っていた職場も、

を聞いて自分の可能性の広さを知ることも大切です。

て自信をつけることは、
就職活動に良い影響を与えます。

体験したら意欲が湧き就職につながる学生もいます。

インターンシップの経験がその理解を深めます。

インターンシップを体験する流れ

事前指導

マッチング

授業内で、
インターン

基本は学生自身が実習先を探し自分自

シップに向けて必要な

身で決めます。
しかし、希望する企業が明

知識やマナーを学びま

確ではない場合は、
キャリアセンターのカ

す。
また、必要書類の

ウンセラーが一人ひとりと面談し、志望す

作成、
インターンシップ

る業界や職種を聞いて受け入れ先企業

に参加する目標設定

リストから紹介します。
また、学生が希望

を行います。

する企業がリストにない場合は、企業と
直接交渉をする場合もあります。

インターンシップ
インターンシップⅠ
2週間の就業体験をします。
（通常型）
インターンシップⅡ 企業から報酬を受けながら
（有償型）
2週間の就業体験をします。
インターンシップⅢ
1週間の就業体験をします。
（短期型）
受け入れ先の企業で実習生として社員の方と同じよう
に働きます。終了時には企業の方からの評価もしていた
だきます。
その評価をその後の学生生活、就職活動に生
かしていきましょう。

事後共有
インターンシップ期間中、期間
後に作成するレポートを提出
し、報告会で自分の学びや体
験を仲間と共有します。
その共
有で得たことを、
その後の学び
や資格取得、キャリア形成に
つなげていきましょう。
中には他の学 生の体 験を聞
いて、3年生にもさらに他の企
業のインターンシップに参加す
る学生もいます。

主な受け入れ先企業（過去の実績）
犬山商工会議所

ネッツトヨタ東海（株）

小牧市役所

小牧商工会議所

ネッツトヨタ愛知（株）

名鉄観光サービス
（株）

江南市役所

大垣共立銀行

名古屋トヨペット
（株）

MAN to MAN（株）

エイベックス
（株）

湯浅糸道工業（株）

北名古屋市役所

岐阜信用金庫

トヨタカローラ愛豊（株）

宝交通（株）

リトルワールド

スペース・アイ
（株）

愛西市役所

尾西信用金庫

マイナビ
トヨタカローラ名古屋（株） （株）

大府市役所

SMBC日興証券（株）

大口町役場

（株）名古屋観光ホテル

愛知スズキ販売（株）

ダイセー倉庫運輸（株）

愛知ダイハツ
（株）

木野瀬印刷（株）

東浦町役場

ホテル名古屋ガーデンパレス

岐阜トヨペット
（株）

豊川市役所

名古屋クラウンホテル

岐阜トヨタ自動車（株）

豊橋市役所

（株）名鉄犬山ホテル

岐阜市役所

（株）
クラシックホテル

多治見市役所
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（株）
システムリサーチ

犬山市役所

愛知トヨタ自動車（株）

（株）
ホンダカーズ岐阜

（株）
ミニミニ
名古屋木材（株）
（株）叙々苑

（株）
サカイ引越センター

社会福祉法人一期一会福祉会

（株）
ツーリストアイチ

富山地方鉄道（株）

（株）アドバHRソリューションズ

（株）
ステライノベーションズ

（株）ISOWA

（株）丸小青果

社会福祉法人紫水会
（株）名大社
（株）名友産商
東陽物流（株）

セキスイハイム中部（株）

（株）
キャリアデザイン・コム

（株）
アオキスーパー

東洋電機（株）

（株）広和木材

（株）清水屋

（株）JTN
（株）
メディアトラスト
ワールド開発工業（株）
（株）
シャンソン化粧品
平林総合事務所
など他多数

インターンシップ先

インターンシップ先

MINI多治見（株式会社ケイエムコーポレーション）

株式会社広和木材

自信につながったインターンシップ。

貴重な経験ができた10日間。

私がインターンシップに参加した「MINI多治見」は、MINIの「日本一」ディー

私は建築会社である
「株式会社広和木材」でのインターンシップを通じ、社員

ラーに3年連続で選出されているすばらしいディーラーです。洗練された素敵

の方々から、家づくりの大変さや働くことの意味を学びました。
また、信頼を得る

な空間づくり、社員全員の数字に対する高い意識など、
とても活気のある職場で

こと、人とのつながりを大切にし、お客様の幸せを実現するために日々前進する

した。今回のインターンシップを通じて、社会の厳しさやお金を稼ぐことの大変さ、

ことや、
そのために必要なことを教わりました。学生である今だからこそ、
「 社会人

働くことのやりがいなどを学ぶことができました。
こうした経験は、就職活動や社会

とは？ 働くとは何か？」
を考えるきっかけになり、
「 意味のある行動をとるために何が

に出た時に自信につながると思います。
インターンシップがきっかけでディーラー

必要か」
を考えることができました。就職活動や社会人になった時、
この経験を

にも興味を持ち、就職先の候補の一つになりました。

ぜひ役立てたいと思っています。

経営学部 2021年卒業

法学部 4年

岐 阜県立土岐紅陵高等学校 出身

静 岡 県 立 磐田北 高 等 学 校 出身

林 利 紗さん

石川 由奈

インターンシップ先

インターンシップ先

小牧商工会議所

犬山市観光協会

語学力を生かして翻訳に挑戦！

多くのことを学んだ10日間。

在日外 国 人に向けた多 言 語 情 報 誌「 犬 山ニュースレター」の翻 訳と発 送を

小牧商工会議所でインターンシップに参加させていただきました。挨拶の仕方

手 伝わせていただきました。災 害 時の避 難 場 所や健 康 診 断のおしらせなど、

や名刺の渡し方・受け取り方などの基本的な社会人マナーを学び、課題研修

在日外国人が不自由なく気持ち良く暮らすために必要な情報を6か国語に翻訳

では、取得したMOS PowerPointの知識を生かしプレゼン時の資料作成を

したもので、両親がブラジル人の私はポルトガル語版を担当しました。難しかった

他大学の学生と協力して行いました。商工会議所の仕事は自分が思っていた

のは、読者の立場を理解したうえで分かりやすい文章に翻訳すること。社会人

イメージとは違い、市役所をはじめとする多くの事業所と協力することが重要なの

としての振る舞いも学ぶことができ、
「 覚えが早いね」
とほめられて自信もつきました。

だと分かりました。今後、市を発展させるために商工会議所はどのような役割を

翻訳の力を社会で通用するまでに磨きたいと目標もできました。

担い、何を果たすべきなのかなど、多くのことを学びました。

法学部 2021年卒業

経済学部 2021年卒業

三 重県立稲生高等学校 出身

愛 知 県 立 春日井 東 高 等 学 校 出身

大 坪 フェリッペ 清志さん

大 川 飛 祐さん
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全員合格を目指して手厚く指導する

資格取得サポート

名経大では、以下の資格の取得を目指します。
そのためのサポート体制は万全！
専門の講師が少人数クラスできめ細かな指導を行い、合格につながる効率的な
勉強方法から専門知識までを教えます。

■マイクロソフト オフィス スペシャリスト
（MOS）Word、Excel、PowerPoint

なぜこの資格取得を目指すのか。
その理由は、
どんな仕事に就くにしても役立つス
キルだからです。今や、仕事のほとんどの場面で必要とされているパソコンスキル。

チャレンジする学生を応援！

その中でも使用頻度も高く、必須となるのがWord、Excel、PowerPointです。

資格取得・検定合格者奨学金
検定試験受験奨励金

その基本スキル、応用スキルが一定レベルをクリアしていることを認定するMOS。
取得までの過程では、
パソコンスキルやコンピュータリテラシーも身につき、就職活

本学の指定する資格試験や検定

動、
そして社会に出てから求められる基礎力も身につきます。

に合格した学生に、受験料の一部

さらに期待できるのは、
この試験合格の経験がきっかけとなり、
その後も勉強し
続ける姿勢が自然に身につくこと。一つひとつ合格を目指して勉強することは、

詳しくは

付する名経大独自のサポート。
P.58

▲

将来に向けての職業意識も育むため、
目指す進路に合わせて専門的な資格取得

〜全額を奨学金・奨励金として給

に励む学生が増えています。

▲

資格合格者からのメッセージ

資格を多く取得するほどに、
自信がつき、視野が広がっています。
取得した資格

法学部 2019年卒業
［勤務先］
（ 株）稲葉製作所 犬山工場

水 野 智 文さん

栄 徳 高 等 学 校（ 愛 知 県 ）出身

■マイクロソフト オフィス スペシャリスト
（MOS）Word、Excel、PowerPoint
■日商簿記検定3級

■ITパスポート試験

■乙種4類危険物取扱者

3 年 生になってからM O S 以 外の資
格取得にも励みました。理由は、2年
生までに単 位をたくさん取って時 間
に余裕ができたから。
また、資格が多
いほど就職活動での選択の幅が広
がると思ったからです。勉 強が一 番
大変だったのは、ITパスポート試験
です。複 数の専 門 知 識を合わせな
いと解けない複雑な問題が多かった
ので、
とにかくたくさん過去問題を解
きました。間 違えた問 題は解 説まで
しっかり読み、
スマートフォンのメモ機
能に書き入れ、気軽に復習できるよう
工夫しました。
こうしてさまざまな資格
の勉 強をすることによって、世の中に
はどんな仕事があるか理解できるよう
になりました。合格して自信がついた
こともうれしい成長です。
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資格ステップアップガイド【学部・学科別】

何から勉強したらいい？

目指す進路に合わせて、徐々に専門的な資格を取得していくことを勧めます。
必須となる資格のほか、
さまざまな資格を取得することは、
プラスアルファの強みになります。
経済学部

卒業時に
取得したい資格

経営学部

企業経営アドバイザー
ビジネス実務法務検定
ITパスポート
FP検定2級
日商簿記検定2級
リテールマーケティング検定2級

行政書士
宅地建物取引士

中小企業BANTO認定試験
日商簿記検定2級
FP検定3級
ビジネス能力検定3級
ビジネス能力検定2級

行政書士
宅地建物取引士
ビジネス能力検定3級
ビジネス能力検定2級

3年次

人間生活科学部

法学部

教育保育学科

管理栄養学科

保育士
幼稚園教諭
小学校教諭

管理栄養士
栄養士
栄養教諭

保育士採用試験対策講座
教員採用試験対策講座

サプリメント管理士
ダイエットコーディネーター

保育士採用試験対策講座
教員採用試験対策講座

サプリメント管理士
ダイエットコーディネーター

公務員試験対策講座
行政書士
宅地建物取引士
日商簿記検定3級
FP検定3級
ビジネス能力検定3級
ビジネス能力検定2級

日商簿記検定2級
日商簿記検定3級
FP検定3級
ビジネス能力検定3級
ビジネス能力検定2級

2年次

マイクロソフト オフィス スペシャリスト・エキスパート
（Word・Excel・PowerPoint）
マイクロソフト オフィス スペシャリスト・エキスパート
（Word・Excel・PowerPoint）
日商簿記検定3級／FP検定3級／ビジネス能力検定3級

1年次

※上記は学部・学科による推奨であり、受講を制限するものではありません。 ※開講する講座は毎年異なります。

目指す進路に合わせて資格を取ろう！

資格取得支援講座リスト

PSES公務員試験セミナーと協働して、資格取得講座を多数提供しています。
学内で受講できるうえ、受講料も学外に通うより抑えられます。

公務員試験対策講座
（教養科目）

日商簿記検定（2級・3級）
試験対策講座

行政書士試験対策講座

市役所職員、警察官、消防士などの公務員

会社経営の状況を把握し、経営戦略を練る

短 期 間で国 家 試 験 合 格レベルに引き上げ

試 験に向けて、広 範 囲から出 題ポイントを

など、
ビジネス社 会において必要とされる簿

ます 。試 験 科目が 類 似する公 務 員 試 験を

絞って指導します。

記知識を取得します。

目指す学生にもお勧めです。

公務員（行政職・公安職など）

保育士採用試験対策講座

金融 不動産 流通・販売 食品 福祉 サービス業

ファイナンシャル・プランナー
（3級）試験対策講座

独立・開業

ダイエットコーディネーター
認定講座

公立保育士、幼稚園教諭を目指す学生に。

資 産を守り運 用をアドバイスするF P に 必

生活習慣病につながるメタボリックシンドロー

公務員試験の第一次試験で課される教養・

要な学 科 試 験と実 技試験（個人資産相談

ム対策、内臓脂肪ダイエットをサポートする専

専門試験対策を行います。

業務対象）の対策を行います。

門家を育成します。

保育

教員採用試験対策講座

金融 不動産

宅地建物取引士試験
対策講座

流通・販売 食品

サプリメント管理士
認定講座

すべての教員採 用 試 験に必 要となる一 般

出題される4科目を、短期間で基礎から効率

栄養、健康、美容について幅広く学習し、
サプ

教 養 科目・教 職 教 養科目を中心に、無駄の

良く合格レベルに引き上げ、国家試験合格

リメントを専門的にアドバイスできる知識を身

ない効果的な指導を行います。

を目指します。

につけます。

教員

金融 不動産

流通・販売 食品
※開講する講座は毎年異なります。
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公務員採用試験対策サポート
名経大では、
すべての学生が就職活動時に公務員を視野に入れて考えられるようにカリキュラムを組んでいます。

公務員採用試験対策の流れ
対策スケジュール
1年次から基礎学力を鍛え、
徐々にステップアップして公
務 員 試 験 対 策につなげま

1年次

す。早くから準備をする理由
は、公務員試験に合格する
ためには最 低 6 0 0 時 間の
学習が必要だと言われてい

公務員基礎力養成科目

公務員試験対策のベースとなる勉強です。公務員試験はもとより、多くの企業で就職試験として

3年次

本格的に対策スタート！ 過去問題を繰り返し解き、
本番さながらの雰囲気で模擬試験を実施します。

行われるSPI総合検査にもつながる知識や、効率的な解法を伝授します。

公務員試験対策科目

授業

実践的な対策を何度も繰り返し、
その都度、
一人ひとり異なる苦手部分を講師が指導します。

すべての学生の未来が広く
開かれるよう、専門の講師を
揃えて体制を整えました。

コツコツと学ぶ姿勢が身につき、
自然に就職を意識できるようになります。

2年次

前 に 公 務 員 になりたいと
いなければ手遅れなのです。

まずは、苦手な分野も基礎に立ち返っておさらいします。1年次から勉強を始めることによって、

授業

るからです。就 職 活 動の直
思っても学習面で対応して

基礎力養成科目

授業

3年次後半
〜4年次前半※

4年次

有料講座

公務員試験対策講座

大学の長期休暇も利用して集中講座を開きます。広範囲から出題ポイントを絞って指導。授業外
の講座なので有料ですが、学内で受講できるうえ、受講料も学外に通うより低く抑えられます。

公務員試験

就職試験
※希望者は、2年次後半〜3年次前半に受講することもできます。

進路に合わせたプログラム
公務員というと
「市役所の職員」
など行政職をイメージする人が多いかもしれませんが、
警察官や消防士、教員、保育士など、
その職種はさまざまです。
目指す職種に合わせて対策を行います。

公務員（行政職）

各官公庁に勤める国家公務員と地方自治体の役所や
機関に勤める地方公務員に大別されます。特に多くの
人が目指す地方公務員は、戸籍、住民票、健康保険、都市開発、

教員

小学校や中学校、高等学校で生徒に勉強を教え、豊か

治体の公務員です。子どもを預かり、保護者に代わって

な人間性と個性を磨く立場にあるのが教員です。名経大

食事や排せつ、着替えといった日常生活をはじめ、健康管理の世

では、小学校教諭の免許と中学校（社会）
・高等学校（公民・商

観光推進、土木、福祉、防災など、業務の種類が多岐にわたって

話をし、教育もするのが仕事です。公務員ということで民間保育所

業・情報）教諭の免許が取得できます。授業を行うだけでなく、部活

おり、住民との関わりを通じ、
その力になれることを実感できます。

と違い安定性が見込めますが、定期的に異動（転勤）
があります。

動の顧問をしたり、書類作成や会議など、仕事は多岐にわたります。

公務員採用試験を受験。1次試験は教養試験と専門
試験があり、2次試験は記述、面接、論文など。討 論な
どを行う場合もあります。

保育士資格を取得し、各自治体が行う保育士採用試験
を受けなければなりません。試験の内容は筆記試験、保
育実技、面接（個人・集団）
などです。幼稚園教諭免許
状も求められる場合があります。

教員になるために必須の科目を履修して、
それぞれの免
許を取得したのち、
自治体ごとで実施される教員採用試
験に合格すると、晴れて教員
（公務員）
です。私立学校の
場合は、各学校が独自で採用試験を行います。

警察官

社会の治安を維持し、国民の安全を確保します。犯
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公務員（保育職）

自治体が運営する保育所に勤務する保育士はその自

消防士

火災時の消火と救助活動にあたりますが、火災が起きな

自衛官

陸・海・空の3隊に分かれていますが、
そのいずれも日

罪の予防や鎮圧、交通整理、災害対応などが具体

いように人々の防災意識を高める活動も大切な任務。火

本の平和と安全を守ることが大きな使命です。外部か

的な仕事です。正義感を持っていることが重要で、過酷な現

災現場では危険と向き合い、一刻を争う状況にも遭遇するため、常

らの侵略に対して防衛したり、大規模災害が発生した時には警

場での業務を乗り越えられる体力も必須。
また、多くの階級に

に緊張感を高く持ち、任務にあたっています。
なお、現場に出動して

察や消防と連携を図って救助に取り組みます。
また、諸外国で

分かれているのも特徴です。

いない時は、消火や救助の訓練に励んで、緊急時に備えています。

の平和支援活動にも協力。
日頃の厳しい訓練も不可欠です。

志望者は、各都道府県の警察本部が実施する警察官
採用試験を受験します。採用後は警察学校などで学び
ます。

公務員ですので、
自治体ごとの採用試験に合格する必要
があります。学力だけでなく、体力も向上させておくとよい
でしょう。採用後は消防学校などで学びます。

採用試験を受けて入隊。組織が大きいため、募集職種
も豊 富 。年 齢や学 歴によって応 募 職 種が変わります
が、大卒者は一般幹部候補生の枠を受験することが多
いです。

就職率

2020年度（2021年3月卒業生）実績

早くから就職をイメージして学ぶ名経大生は、次々と納得のいく就職をかなえています。
進路先の業界も幅広く、公務員も多数合格しています。

就職率

求人件数（総数）

98.5％

12,782件

進路先の業界も幅広く、

地域別求人状況
地域

北海道・東北

北陸

さまざまな分野から求人が集まります。

公務員も数多く輩出しています。

関東

中部

求人件数

地域

求人件数

330

関西

1,969

5,150 中国・四国

526

433 九州・沖縄

361

4,006

その他

7

学部別就職先の業種別割合
その他
卸売業、 （卸売業・小売業など）
小売業
19％

その他
（情報通信業、公務、
運輸業、郵便業など）

26％

32％

不動産業、
物品賃貸業

7％

経済学部
経営学部
法学部

製造業

建設業

27％

教育、
学習支援業

8％

13％

その他
（サービス業など）

公務

医療、福祉

人間生活科学部

教育保育学科

宿泊業、
飲食サービス業

人間生活科学部

43％

管理栄養学科

12％

23％

サービス業

10％

50％

卸売業、
小売業

医療、福祉

12％

18％

主な就職実績
コープあいち
サントリービバレッジサービス
中北薬品
ダイドー
ダンロップタイヤ中部
バロー
ヒマラヤ
ブリヂストンタイヤ中部販売
マックスバリュ東海
モリリン
ユニー
米津物産
リコージャパン
●運輸
大興運輸
トヨタ輸送
トランコム
東海交通事業
東海旅客鉄道
東陽倉庫
日通トランスポート
日本貨物鉄道
名鉄バス
●サービス
愛知県自動車販売店協会
愛知県土地改良事業団体連合会
近藤産興
ジェイアール東海ツアーズ
住友三井オートサービス
セコムジャステッィク
綜合警備保障
日本郵便
ノバレーゼ

平安閣
尾張中央農業協同組合
トランスコスモス
矢橋ホールディングス
●宿泊・飲食
木曽路
サガミホールディングス
矢場とん
名古屋東急ホテル
リゾートトラスト
●医療・福祉
一期一会福祉会
サンライフ/サン・ビジョン
ともいき福祉会
など他多数

人間生活科学部 教育保育学科

●公務員
（学校教育・小学校教諭）
愛知県教育委員会
大阪府教育委員会
富山県教育委員会
熊本県教育委員会
（保育職）
犬山市役所
一宮市役所
小牧市役所
岡崎市役所
春日井市役所
清須市役所
多治見市役所
鳥羽市役所

▲

●公務員
セキスイハイム中部
岐阜県人事委員会
積水ハウス
長野県人事委員会
トヨタホーム東海
愛西市役所
三菱UFJ不動産販売
一宮市役所
レオパレス21
刈谷市役所
豊根村役場
●製造
江南市役所（消防職） 青山製作所
中津川市役所（消防職） 兼房
愛知県警察本部
菊水化学工業
岐阜県警察本部
協和ダンボール
大阪府警察本部
岐阜プラスチック工業
サントリービバレッジサービス
鹿児島県警察本部
ジャニス工業
秋田県警察本部
大同特殊鋼
刑務官
タイム技研
防衛省自衛隊
チェリオ中部
トヨタ紡織
●金融・保険
フジパングループ本社
イオン銀行
マルゼン
愛知信用金庫
いちい信用金庫
●卸売・小売
瀬戸信用金庫
愛知トヨタ自動車
中日信用金庫
愛知日野自動車
東濃信用金庫
東海東京フィナンシャル・ 愛知スズキ販売
ホールディングス
トヨタカローラ愛知
安藤証券
トヨタカローラ名古屋
岡三証券
愛知ダイハツ
豊証券
名古屋トヨペット
第一生命
ネッツトヨタ名古屋
日本生命
三菱ふそうトラック・バス
明治安田生命
ホンダカーズ愛知
ヤナセ
●不動産
ゲンキー
住友不動産販売
ゲオホールディングス

▲

▲

経済学部／経営学部／法学部

焼津市役所
●私立幼稚園
市 幼稚園
五反田幼稚園
小牧幼稚園
しらぎく幼稚園
高針幼稚園
名古屋あかつき幼稚園
ひまわり幼稚園
平手幼稚園
守山幼稚園
●私立保育園
あけぼの保育園
稲沢保育園

伊文保育園
オリーブの実保育園
希望ヶ丘保育園
小鳩幼児園
七宝こども園
松栄保育園
松操保育園
たいすい保育園
ちばな保育園
にじいろこどもえん
日比野保育園
正木幼児園
明和ゆたか園
めぐみ保育園
ゆうゆう乳児園

●福祉施設
蒲生会
昭徳会
中日青葉学園
長寿会
同胞援護婦人連盟
ひかり学園
よつ葉の会
●民間企業
日立製作所
みずほビジネスサービス
ジェイアール東海
パッセンジャーズ
LEGOLAND Japan
など他多数

人間生活科学部 管理栄養学科

●医療・保健衛生
国立病院機構 東海北陸グループ
藤田医科大学病院
名古屋掖済会病院
岐阜健康管理センター
浦添総合病院
栗山会 飯田病院
春陽会 サクラクリニック
下伊那厚生病院
豊見城中央病院
豊岡会
●社会保険・社会福祉
熱田福祉会
桂福祉会
共愛会
紫水会
ユニマットそよ風
檸檬（れもん）

青山保育園
東起保育園
名港保育園
桃の花保育園
やしろ保育園

メフォス
LEOC

●宿泊・飲食
木曽路
かぶらやグループ
サガミホールディングス
●サービス
魚国総本社 名古屋本部 山本屋本店
エームサービス
ABC Cooking Studio ●製造
尾張中央農業協同組合 井村屋グループ
グリーンハウスグループ カネ美食品
栄屋食品
コーミ
東和食彩
ツクイ
たねや
トーカイフーズ
日清医療食品
日進乳業
日本ゼネラルフード
日本サンガリア
富士産業
ベバレッジカンパニー
フジパングループ本社
フジランド

扶桑守口食品
●卸売・小売
ウエルシアホールディングス
大光
クスリのアオキ
コスモス薬品
スギホールディングス
中部薬品
中北薬品
バロー
フィールコーポレーション
マツモトキヨシホールディングス
三河屋
●教育・学習支援業
三好桃山幼稚園
など他多数
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名経大で培った能力や体験を糧に、
さまざまなステージで活躍しています。

常に明確な意志を貫けるのは、
あの出会いと経験があったから。

経営者

株式会社かぶらやグループ 代表取締役社長

岡田 憲征さん

経済学部 1988年卒業
広島県立上下高等学校 出身

名経大での日々は、人生すべてに生きています。先生方は学生の
個性を尊重してくださり、大学全体が人間味にあふれ、結びつきの
深さを実感させてくれる出会いがたくさんありました。恩師と呼べる
先 生 方とは、一 生の付き合いを続けています。野 球 部の創 部に
関わった経験も人生の糧に。
リーグ戦に参加できるようになるまでの
2年間は決してラクな道のりではありませんでしたが、 目標に向
かって明確な意志を貫くこと の大切さを学びました。卒業後は有
名企業に入社しましたが、辞めて起業を決意しました。一度きりの
人生、やりたいことを全力で貫こうと思えたのは、名経大で培った
貪欲に生きる信念があったから。社員一人ひとりの意見を尊重し、
会社を一つの家族と感じてもらえるような経営を目指しています。

自分の限界を自分で決めない。
恩師の教えが、人生の支えに。

弁護士

さくら総合法律事務所

遠山 圭一さん

法学部 2002年卒業

大学生活の時間の使い方は自分次第です。私は社会で通用す
る手段を身につけたいと思い、多くの資格に挑戦しました。名経大
は先生と距離が近く、資格の問題について質問すると快く教えてく
ださいました。やがて宅地建物取引主任者 ※や行政書士の勉強
で自信がつき、司法試験という難関に挑もうと決意。先生は不安な
気持ちも真剣に聞き、応援してくださいました。合格まで何年もの時
間を費やし、つらくなることもありましたが、乗り越えられたのは卒業
後も相談に乗ってくださった恩師の存在があったからです。
「自分
の限界を自分で決めてはいけない」
という言葉に、
自分を奮い立た
せました。弁護士として働く現在も、依頼者のために日々勉強してい
ます。名経大が、社会で一生役立つ学びの心を育ててくれました。
※現在の名称は宅地建物取引士
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就活で自分の強みが明確に︒
お客様との信頼関係を第一に︑
不動産業界で奮闘しています︒

名経大で芽生えた興味と
経済学部で学んだ知識が︑
仕事に直接役立っています︒

積水ハウス株式会社

金印株式会社
鬼頭 秀和さん

経済学部 1996年卒業
名古屋市立名古屋商業高等学校 出身

堀内 康平さん

経営学部 2015年卒業
岐阜県立大垣西高等学校 出身

在学中に
「食品」
に興味を持つようになったため、食品関係の企業を中心に

3 年 生の1 2月に参 加した就 活セミナーで周りを見て、準 備 不 足の自分に

就職活動を行い、
この企業に就職しました。実際に仕事をしてみると、営業、食

ショックを受けました。
「このままではいけない」
とキャリアセンターへ。
「 野球部

品開発、採用など多くの職があり、
いろいろな役割から企業が成り立っているこ

で会計を務めた経験は自己PRになるよ」
など、職員さんのアドバイスを通し

とが分かります。大学の学びでよかったと思うのは、世の中の景気の見方やお

て自分を見つめ直し、長所を見つけることができました。
そうして約1か月、通い

金の流れに関する授業がいくつかあって専門的に勉強できたこと。今の仕事

つめた甲斐があり、12社からの内定を獲得。念願だった不動産業界で、土

につながる学びで、
とても役立っています。
また私は、大学ではラグビー部に

地オーナー様に賃貸物件の建築をお勧めする営業をしています。大きな金

所属していました。当時は初心者が中心のメンバー編成で発展途上のチーム

額を扱う仕事なだけに、1年以上かけてご契約いただけた時には大きな喜

でしたが、今では強化指定クラブになりAリーグで活躍していると聞きます。

びを感じます。今の自分があるのは名経大のおかげ。名経大出身ということに

後輩たちのがんばりが、卒業生である自分にとって励みになっています。

誇りを持ち続けたいから、
ここまでがんばり抜けています。

多くの人を救いたい︒
名経大で培った姿勢は
今も生きています︒

未来の交通を支える仕事︒
課題への取り組み方は︑
大学院で身につけました︒

名古屋市役所 住宅都市局

小牧市消防本部

岡田 隼さん

仲程 祥太さん

法学部 2003年卒業 大学院法学研究科 2005年修了
東邦高等学校（愛知県）出身

法学部 2011年卒業
沖縄県立南風原高等学校 出身

2027年のリニア中央新幹線の開通に向けて、土地の評価をする仕事を担

沖縄から出てきたときこそ不安もありましたが、沖縄県人会（P.24）のおかげ

当しています。
日本の交通の要となるプロジェクトに関わっている責任感は大

ですぐに先輩や先生と交流できました。中でもお世話になったのは、所属ゼミ

きく、電車好きな息子たちに自慢できる仕事でもあります。
プロジェクトが大規

の先生です。学業もプライベートもどんな相談も真剣に聞いてくださり、
自分の

模なだけに、不動産鑑定士をはじめ、
たくさんの人と円滑に仕事を進めていく

良き理解者だという安心感があったのです。
そんな人間関係に恵まれた名

スキルが求められます。思えば名経大には地方出身の学生が多く、
いろいろ

経大で
「消防士になる」
という目標を見つけてからは、友人とともに一途にがん

な人との関わりを通して、
コミュニケーション能力の基礎を学ぶことができまし

ばりました。公務員試験の出題は独特ですから、講座で専門の先生から教

た。
また大学院で修士論文の作成を通して、
自ら考えて行動する経験ができ

わったことはとても役立ちました。夢がかなった今は、学生時代よりも勉強と訓

たことも有意義でした。
その時に身についた、
目の前の課題に積極的に挑む

練に励む毎日です。
それは、人の命に関わる仕事だと実感するから。たくさん

姿勢は、仕事で大いに生きています。

の人を救いたいと、使命感は日に日に強くなります。
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灰本クリニック

渡邉 志帆さん

管理栄養学科 2011年卒業
愛知県立愛知商業高等学校 出身

お手本は名経大の先生︒
食の大切さに
気づける授業を︒

憧れの先生から教わる経験︑
教科書を超えた貴重な体験が︑
主体性を育ててくれた︒

医療法人 芍薬会

名経大で培った能力や体験を糧に、
さまざまなステージで活躍しています。

扶桑町立中学校
福田 千尋さん

管理栄養学科 2009年卒業
名古屋経済大学高蔵高等学校（愛知県）出身

ゼミの先生は、今でも私の憧れです。授業での説明の仕方や話し方、知識の

管理栄養士、栄養教諭、
フードスペシャリスト、3つの資格と免許を取得しま

豊富さなどは、管理栄養士を目指す私の手本になりました。
また「いきいき健

した。現在は栄養教諭として、学校給食の献立を考えて給食センターでの

康サポートプロジェクト」では地域の方々に栄養指導を行い、教科書を超え

衛生管理を行う給食管理業務と、3つの小・中学校での食育を担当してい

た貴重な学びも体験できました。現在は病院の管理栄養士として、1日10〜

ます。食育で心掛けているのは、子どもたちが自ら食の大切さに気づける授業

20名の患者さんの栄養相談を行っています。医師から患者さんの状態や治

にすること。子どもたちとその家族が、生涯にわたって健やかに過ごせますよう

療方針を聞いたうえで、患者さんの生活習慣や食事の好みに配慮して食事

に、
と願うからです。授業を行うときに意識しているのは、大好きだった名経大

療法を提案し、
「 食事制限はつらくないですか？ 続けていけそうですか？」
と気

の先生方です。親身で熱心で、
自ら考えることの大切さを教えてくださいまし

持ちも確認するよう心掛けています。今後は糖質制限食の調理実習を行うな

た。学ぶことって、
こんなにも楽しいんだ！そう夢中で学ぶようになった名経大

ど新たな挑戦も計画し、
さらに知識の幅を広げていきたいと思います。

での授業を思い出して、子どもたちと接しています。

卒業後も交流が続く
名経大の先生との
出会いは︑人生の財産︒

教育現場に通じる学びが︑
現在の指導のベースに︒
やりがいあふれる毎日です︒
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春日井市立小学校

犬山市 児童発達支援事業実施施設

坂井 里佳さん

橋本 海さん

教育保育学科 2013年卒業
名古屋経済大学市 高等学校（愛知県）出身

こすもす園

幼児保育学科（現 教育保育学科）2010年卒業
誠信高等学校（愛知県）出身

小学校の教育事情も知ったうえで子どもたちと関われる、保育所や幼稚園の

学生時代は、児童文化を研究するサークルに所属していました。福祉施設

先生になりたいと思ったことが、初等教育に興味を持ったきっかけです。でも

などで子どもとふれあう活動を続けていく中で培った経験が、実習でも生かさ

学ぶうちに児童のやる気を引き出し、一緒に成長していく初等教育の魅力に

れていることを実感。子どもの成長に携わる仕事がしたいという気持ちを、大き

気づき、小学校教員に目標が変わりました。教授の紹介で参加した小学校

く膨らませることができました。
こうして見据えた将来の夢をかなえるために、お

のボランティアでは、授業のサポートを経験。緊張して周りが見えていなかっ

世話になったのは名経大の先生です。授業以外の時間でも、先生のもとを

た実習とは違い、余裕を持って先生の指導の仕方を学ぶことができました。
ま

訪ねると、いつも親身になって相談に乗ってくださいました。卒業してからも先

た名経大には教育現場で働いた経験を持つ先生が多く、授業で実際の事

生との交流は続いていて、今でも連絡を取り合っています。4年間の学生生

例を扱ってくださったのでとても参考になりました。教員の仕事は決してラクで

活を通して学んだ知識はもちろんのこと、
こうした先生方との出会いも、名経

はありませんが、子どもたちの笑顔が毎日の癒しになっています。

大で得ることのできた大切な
「人生の財産」
です。

名古屋経済大学大学院
本学では、高度な専門知識と実践力を身につけ、現代が直面する諸問題に真正面から向き合って解決を図る
社会的リーダーとなり得る高度専門職業人の育成を目指し、大学院を設置しています。

Point

1

Point

352名にのぼる税理士が誕生！

2

3

Point

社会人、職業人、外国人にも門戸を開放

名古屋駅近くにサテライトキャンパス

法学研究科、会計学研究科を修了すると、一定の要件

大学を卒業した社会人、職業人、外国人にも門戸を開放

法学研究科、会計学研究科が設置されている名駅サテライト

で税理士試験の一部が免除されます。
この制度を利用

しています。一人ひとりと真摯に向き合い、
きめ細やかに

キャンパスでは、昼夜開講制（夜間18：00〜21：10）
を導入。

して、本大学院ではこれまでに352名の税理士が誕生。 指導。働きながら通う学生に配慮して、長期履修学生

社会人も学びやすい環境です。犬山キャンパスでは国際交流

東海地区の一大勢力となっています。

センターと連携し、外国人への大学院教育を行っています。

制度も整備しています。

名 駅 サテライトキャンパス

法学研究科

会計学研究科

法学専攻［修士課程］
企業法学専攻［博士後期課程］

会計学専攻［博士前期課程］
会計学専攻［博士後期課程］

法的な実務対処ができる専門職業人を育成。

国際的な環境変化に対応する会計の専門家を育成。

法律の専門知識と法的問題解決能力を持って実務対処ができる
人材を育成します。基礎から国際分野まで、体系的・総合的に研究
できる環境が整っています。

企 業 活 動のグローバル化を視 野に入れ、国 際 的な会 計 制 度に
関する専 門 知 識と問 題 解 決 能力を身につけた会 計の専 門 家を
育成します。

租税法の基礎から国際分野まで、充実した講義科目を
整えています。
また、会計学研究科との単位互換制度
により、
さらに幅広い学習を行うことができます。

税理士資格取得
をサポート

法学研究科との連携により、企業関係法科目群・公法
関係科目群・租税法関係科目群を履修できるほか、単
位互換制度で関連科目も同時に学べます。

税理士資格取得
をサポート

〈目指せる進路〉

〈目指せる進路〉

●法曹界：弁護士、裁判官、検察官
●司法書士

●公務員：
国家・地方公務員、国税専門官、労働基準監査官など

●税理士

●企業就職

●税務会計事務所など：

●職場復帰：

公認会計士・税理士など

●企業就職

●不動産鑑定士など

●監査法人

●公務員：国家・地方公務員など

●職場復帰：企業法務担当の専門家

企業会計担当の専門家

●企業経営

税理士になるには？
税理士試験合格に必要な要件

名古屋経済大学
大学院に
通うメリット

その①

会計学に属する科目2科目合格
税法に属する科目
（9科目中）3科目合格

士会に登録が認められれば、税理士として業務を行うこと
ができます。

試験科目を一部免除

その②

本大学院での修士研究が国税審議会に認められれば、
法学研究科では税法に属する科目2科目、会計学研究
科では会計学に属する科目1科目の免除を受けることが
できます。

租税または会計に関する2年以上の実務経験を経て税理

さらに

実務経験を積みながら通うことも可能

ほとんどの授業を、平日は午後6時以降、土曜日は午前9時半以降に開講し
ているため、仕事と両立しながら無理なく履修することができます。在学中の
2 年 間を、資 格 取 得に必 要な実 務 経 験の期 間に充てれば、より短 期 間で
合格を狙えます。

■名古屋経済大学入学から名古屋経済大学大学院修了までのモデルケース
名古屋経済大学
経営学部に入学
62単位を取得して
税理士試験の受験資格を取得

3年次 会計学科目
「簿記論」
を受験

税理士事務所などに勤務しながら、
名古屋経済大学大学院 法学研究科に通う
合格

法学研究で
修士論文を提出

審査に
合格

税法科目
2科目免除

税法科目1科目を受験

合格

会計学科目「財務諸表論」
を受験

合格

税理士
名 簿に
登 録！

犬 山 キャンパス

人間生活科学研究科
幼児保育学専攻［修士課程］

栄養管理学専攻［修士課程］

現代の保育・教育現場の諸問題を解決できる人材を育成。

栄養管理職の多様化・高度化に対応できる能力を修得。

子どもを取り巻く環 境の急 激な変 化に対 応するため、現 代の保
育・教育現場の諸問題を把握して解決できる専門性の高い保育
士や、高い資質を備えた幼稚園教諭、小学校教諭を育成します。

医療分野において栄養学は重要な役割を占めており、近年では国
をあげて食育が推進されています。栄養管理職に対する多様化・
高度化した要望に応えられる深い学識と技能を修得します。

〈目指せる進路〉

〈目指せる進路〉

●保育士、幼稚園教諭

●幼稚園教諭（専修免許状）

●病院での医師・看護師などと連携した患者の栄養管理

●小学校教諭（専修免許状）

●教育、児童福祉関連の行政職

●企業での症例別医療給食の献立作成
●企業での栄養補助食品やサプリメントの開発研究

●栄養教諭（専修免許状）
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経済学部・経営学部・法学部

3学部が連携した学び
専門共通基礎科目

1年次

専門共通基礎Ⅰ
（全員必修）

▲

身近な話題とリンクさせて学び、学問のおもしろさを知る。

専門共通基礎Ⅰでは、1年次全員が3学部の学問の基礎を専門科目として学びます。専門科目というと難しそうに
聞こえますが、
「その先の学びにつながるよう専門的に学ぶ」
という意味です。
コンビニでの買い物など身近な状況設定

●市民生活と経済

●市民生活とビジネス

から消費者心理や経営戦略を考える分かりやすい講義なので、
しっかりと理解できます。3学部の学問が私たちの生

●市民生活と法

●市民生活とキャリア形成

活に密着していることを実感できるため、
「もっと知りたい」
と意欲も高まり、
その後の学びもスムーズになります。

知識は多いほど力になる
！
学ぶほどに視野が広がることを実感。

専門共通基礎Ⅰ
を受講した学生
からのメッセージ

公務員を目指して法学部に進学しました。社会に出たら多くの知
識が必要なので、他学部の学びにも興味があります。
「 市民生活
と経済」
では、生産された食材がどのように消費者まで届けられる
か、
という流通の仕組みを、先生の体験談をもとに分かりやすく教
えていただけました。
また「市民生活とキャリア形成」では、社会

法学部 3年

人が必要とされるマナーを習得。就職活動はもちろん、大学生活

市橋 菜月

やアルバイトで目上の方々と接する時に役立てられそうです。

愛知県立瀬戸高等学校 出身

1・2年次

専門共通基礎Ⅱ

▲

所属学部を中心に他学部も学び、視野を広げる。

経済学部

経営学部

法学部
国家と法（日本国憲法）
犯罪と法
企業と法
裁判と法
国際社会と法

戦後日本経済の動き

情報技術の経営学

全員が、所属する学部の専門共通基礎Ⅱすべてを必修科目として履修します。
さらに他学部の

国民経済と政府

人と組織の経営学

科目も選択必修科目として履修するため、所属学部の学びを中心に視野を広げ、
その後に応用

市場の経済学

会計と資金の経営学

地域経済と産業

商品と流通の経営学

を学ぶ土台をつくることができます。

専門共通基礎Ⅱ
を受講した学生
からのメッセージ

他学部の学びも特別じゃない。
社会で生きていくための必要な視点。
経 済 学 部の「 戦 後日本 経 済の動き」が印 象に残っています。
戦後からバブル景気と呼ばれる時期を経て、今の日本の経済まで、
どのように成長してきたかを学びました。
ただ過去のことを知るだけ
でなく、成長の原因も解説してくださって今後の経済成長を予想

経営学部 4年

神谷 穂香

岐阜県立各務原高等学校 出身
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するため、社会に出て生きていくために必要な視点を身につける
ことができました。他学部だけれど特別な知識と感じることなく興味
が広がり、今後も積極的に履修したいと思うようになりました。

経済学、経営学、法学、
どれも
「社会科学」に分類さ
れる学問です。
「 社会科学とは、人間社会を科学的に

経済学

経営学

法学

追究する学問領域」
というと難しく聞こえますが、つま

1年次から4年次まで、
少人数ゼミナールを開講。

りは私たちの生活に密着している内容ばかりなので、

4年間を通して、少人数制のゼミナールを開講し

なじみ深く興味が湧きやすい学問だと言えます。

ています。
これは、
ていねいな学習サポートはもち

名 経 大では、この3 学 部が連 携してカリキュラムを
つくりました。所属する学部の専門分野だけを学ぶ
よりも社会全体を理解しやすく、
その後の就職試験
や公務員試験にもスムーズにつながります。

ろん、一人ひとり異なる学生に対応するため。大
学生活で困っていること、将来についての迷いや
不安など、学生の内面までも担任の先生が把握
してサポートします。
「 名経大は学生と先生の距
離が近い」
と言われるのはこのためです。

基礎力養成科目

就職活動に向けて、
すべての学生が一般教養を身につけます。

就職活動で問われる一般教養を、
1年次から徐々に身につける。

▲

基礎力養成科目で、
1年次から無理なく学力を向上。

就職活動に向けて、すべての学生が基礎学力および一般教養を身につけます。公務員
試験でも、多くの企業で就職試験として行われるSPI総合検査でも、一般教養に関する

公務員試験対策科目
【3年次】

問題が出されるからです。中でも公務員試験に合格するためには最低600時間の学習
が必要だと言われています。つまり、就職活動の直前に公務員になりたいと思っても学習
面で対応していなければ手遅れ。
そうならないよう、基礎学力を鍛えておくことが必要なの
です。専門の講師が担当し、公務員試験やSPI総合検査ならではの解法を伝授します。

公務員基礎力養成科目
【2年次】

基礎力養成科目
【1年次】

公務員基礎力養成科目
を受講して

公務員を目指す
学生からのメッセージ

継続して学ぶことによって、就職を意識しながら大学生活を過ごすことも大切です。

基礎力養成科目（1年次に全員必修）
●基礎力養成Ⅰ
●基礎力養成Ⅱ

▶その後、2年次の「公務員基礎力養成」、3年次の
「公務員試験対策」へと続き、公務員試験や就職
試験につながる学力を身につけていきます。

高校までの内容を復習し、
より深く、確実な知識に。
高校の先生になることを目指しています。
この科目群で学ぶのは、
高校までに習った内容ばかりなのですが、特に数学はいざ解こう
とすると公式を忘れてしまっていて……。授業で章ごとに復習し、
簡単な解き方や大事なポイントも教えてもらえたので、安心できま

経済学部 4年

富田 羽奏

愛知県立一宮商業高等学校 出身

公務員基礎力養成科目
を受講して

一般企業を目指す
学生からのメッセージ

した。社会は高校までの知識に加えて、
より深い内容に。例えば
国際機関の名称を暗記するだけでなく役割も詳しく学ぶので、
新たな知識となって積み重ねられることを実感できます。

SPI対策にもなるので
就職活動も安心して取り組める！
2年生ではまだ進路の方向性を決めていなかったので、可能性
を広げておくために受講しました。先生は頻出問題を重点的に、
とても分かりやすく教えてくださいました。
中でも苦手な数学は、
クイズ
のように頭を柔らかくして解く方法を身につけることができ、
「できる」

経済学部 4年

北川 大輝

愛知県立春日井西高等学校 出身

実感を積み重ねて自信がつきました。4年生になり一般企業への
就職を選んだのですが、SPI対策にもなっていたので企業研究
に集中でき、安心して就職活動に取り組めています。
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体験型
プロジェクト

見に行こう！ 聞きに行こう！やってみよう！
何のために大学で学ぶのか？――社会に出て働くため。夢を実現させるため。
それならば、教室ばかりで学ぶのではなく、実際
に現場に出向いて、見て、聞いて、体験しよう！ 普段は見られない舞台裏を見学できるのは、大学生だからこそ。貴重な体験か
らたくさんのことを吸収してください。
その体験は必ずあなたの財産になりますし、未来を変えるきっかけになるかもしれません。
体験型プロジェクト

名経大の学生が体験を通して学ぶプロジェクト

自動車を
初めにつくった人は
すごいなぁ！

トヨタ博物館には世界の車が約140台展示してあり、
自動車誕生以来の歴史を学びました。

自動車産業から学ぶ日本の製造業―自動車の製造から販売まで―

世界トップクラスの
モノづくりに触れる！

本格的なコースで
サーキット体験も！

体験型プロジェクト

愛知県が世界に誇るモノづくり現場を体験できるプログラムです。
まずは
講義で、
トヨタ生産方式について調べるなど基礎知識を身につけます。
そ

トヨタ自動車
「高岡工場」
を視察。

の後、
トヨタ博物館、自動車部品会館、
トヨタ自動車（株）高岡工場を訪
れました。学生たちはスタッフの方の説明に興味津々で、熱心に記録を
とっていました。
この体験プロジェクトの狙いは、世界トップレベルと言わ
れる企業の実態に触れること。製造現場を直接見て、働く方から話を聞
いて、一流の考え方を学び取る。
そこには他業種にもつながる知恵があ
り、
また就職活動をするときに企業を見る目も養われます。

トヨタ独自の生産方式や
人々の暮らしを支える開発に
感動し、誇りだと実感。
自動 車 好きな友 人に誘われて履 修しました。
事前に、
自動車の製造工程などについて下調べ
をして、質問を用意してから訪問。職員の方々
の説明を聞きながら工場や博物館を見学し、
トヨタ独自の生産方式が隅々にまで行き届いて
いることに驚きました。小さな部品一つひとつにも
思いが込められていることや、電気自動車と住宅
法学部 4年

小林 雅暢

岐 阜 県 立 岐阜商業高等学校 出身

の相互電力供給システムで人々の生活を大き
な視点から支える開発にも感動。
あらためて、愛
知県が誇る企業だと思いました。
自動車にも興
味が湧き、ハリアーに乗りたいなと憧れています。
アイシンコムセンターには、
自動車部品の仕組みや特長を見て学ぶゾーンも。
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たくさんのプロジェクトを実施しています！

※2019年度実績

■ 犬山の観光戦略を考える

■ 将棋に学ぶかけひき

■ ブラックバイト☆自警団

■ 東海の鉄道を知る

■ 日本の伝統文化を知る

■ 税金のゆくえ

■ 身近な食を知る

■ 大学および周辺地域の歴史を知る

■ 名経祭の企画・運営

■ 博物館に学ぶ世界・日本・東海

■ ロボットを動かそう

■「らしさ」
を生み出すブランドづくりを企業とともに考える

■「学びっこ教室」の学習支援

■ 犬山学講座（各種）

など多数

1束ずつ、
ラインに沿って…

しっかりと育つよう、適度な間隔を保って植えました。

日本の農業を体験から考えよう！

水田や畑へ出向き、
農業を実践！

体験型プロジェクト

JAや地元農家の方々から指導を受けて、学生たちが「名経米」
とさまざま
育てた苗を
大切にね。

「名経米」
と
野菜を育てる。

な野菜の栽培に挑戦しました。
このプロジェクトの目的は、農業を経験し
て食糧を育てる大変さを知ること。
そのため、
すべての工程を機械に頼る
のではなく、学生たちは手作業で挑みました。講義で栽培方法を学んで
から、水田や畑に手で植え、
その後も当番制で水やりや除草などの世話
をして、手作業で収穫。作業が大変だった分、達成感も大きく、収穫され
た農作物を前に学生たちは充実した表情でした。農家の方々の仕事の
尊さを肌で感じたようです。

やわらかいから、
ていねいに。

田植えのための苗を作る作業を行いました。

稲って、細くて
折れやすいんだな。

鎌の使い方を教わり、1束ずつ手刈りしました。
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生産・流通・消費の仕組みを実践的に学ぶ

目標となる主な資格・試験

●地方公務員
（行政職、警察、消防など）

経済学部

●マイクロソフト オフィス スペシャリスト
（MOS）
●日商簿記検定
●税理士
●ファイナンシャル・プランナー

現代経済学科

●販売士

環境問題︑
マクロ経 済 ︑仮 想 通 貨 ⁝

自 ら 学ぶから 興 味が広がる︒

1年生からゼミに所属して大学ならではの学び方ができました。
課題は、興味あるテーマで3分間発表すること。
これが想像以上に
長い時間で、
さらに質疑応答も行ったため、詳しく調べて理解し
分かりやすい言葉で説明するスキルが磨かれました。知識とともに
興味の幅も広がったので、2年生はSDGsをテーマにしたゼミを選択。
さらに公務員試験の対策や、簿記やファイナンシャル・プランナーの
資格取得に向けた勉強も。将来の可能性が広がってわくわくします！
経済学部 2年

木下 結貴

愛知県立名古屋南高等学校 出身

卒業生の
主な進路
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図書館には個室もあるので、資格の勉強に集中できます。

実践的に身につけた経済知識を生かして

名経大で取得した資格を生かして

商社 や 流通関連企業 に就職

金融機関 に就職

地域交流の経験を生かして

専門知識をさらに磨くため

行政職 に就きまちづくりに貢献

大学院 に進学

具体的な
就職実績は

P.32

アクティブに学ぶ！ 経済学部3つのポイント
▲

1

少人数ゼミナールで、
ていねいな指導を徹底。

入学時から卒業するまで、少人数制のゼミに所属します。
レポート作成やプレゼンテーションなど大学の学びに必要なスキルを身につけることから、卒業論文まで、
一人ひとりがきめ細やかな指導を受けます。時にはスポーツをしたり、バーベキューを楽しんだり、交友関係も広がります。

▲

2

資格取得をサポート。社会で役立つ実践的な能力を身につける。

就職に直結する実用性の高い資格取得に向けてさまざまな支援を行い、学生を応援します。
日商簿記検定やマイクロソフト オフィス スペシャリスト
（MOS）
は、授業を
通じて全員が取得を目指します。
また、経済学部生は、
ファイナンシャル・プランナーや販売士の資格取得を目指した勉強会へも参加できます。

▲

3

キャンパスを飛び出して地域で学ぶ。

教室で講義を聴くだけでは、実社会で役立つ社会人力を身につけることはできません。名経大では、興味のある課題について調査したり、地域のイベントに参加したりと、
アクティブに学べます。学生のうちから実社会での経験を重ねることが可能なのは、犬山市や小牧市などの自治体や商工会議所、周辺の小学校やコミュニティ協議会
などと深いつながりを持つ名経大だからこそ。

どう成長できる？ 4年間の流れ
1年次

2年次

3年次

4年次

経済学への好奇心を育む

多岐にわたる経済学を知る

自分の専門分野を究める

実社会と結びつけて学ぶことにより、

さまざまな分野の経済学を広く学びな

2年次までに培った経済学の知識を

自分の専門分野からテーマを定

経済学のおもしろさに気づき、意欲的

がら、自分の将来に役立てたい学び

土台に、自分が選んだ専門分野を深

め、卒 業 論 文を書きます。同 時

に学ぶ姿勢が身につきます。

とは何かと考え、専門を絞ります。

く学び、将来像を具体的に描きます。

に就職活動も進め、社会人にな

市民生活と経済／市民生活とビジネス

マクロ経済学／

金融論／国際経済論／地域政策／

る準備をします。

／市民生活と法／基本簿記 など

ミクロ経済学／アジア経済論

経済学史／社会政策と社会保障 など

／地域経済と産業 など

専門演習II A・B／卒業論文
など

魅力的な活動をPICK UP

第5回こまき市民活動祭「ええがね！こまき」

防災クイズと安全マップで防災意識向上に一役
経済学部学生研究室では、
「 防災クイズ・災害時のレシピ・小牧安全マップ」
を、
こまき
市民活動祭に出展しました。防災クイズには、
たくさんの子どもたちが挑戦してくれて、
災害時に役立つ知識を広めることができました。災害時のレシピを紹介した際は、参加
者から
「ぜひ、つくってみます」
と声を掛けていただけました。
また、
「 情報の見える化」
を
目指した小牧安全マップとその活用法も紹介。交通事故発生場所を視覚的に認識し
ていただくことができました。
このように、地域の方々の防災意識を高めるきっかけになる
活動を企画でき、学生たちは大きなやりがいを感じていました。

ケーブルテレビの取材で
「クイズ解説＆レシピ紹介」
を紹介。

たくさんの子どもたちがブースを訪れ防災クイズに挑戦！

「地域情報の見える化」
とその活用法を解説。

経 済 学 部 について もっと 詳 し く 知 りたい方 はこ ち らから

経済学に夢中になる！

総まとめ、
将来につなげる
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ビジネス現場で“使える”知識を身につける

経営学部

所定の科目履修により取得できる免許

◎高等学校教諭一種免許状（商業）
◎高等学校教諭一種免許状（情報）
目標となる主な資格・試験

●日商簿記検定 ●中小企業診断士 ●販売士
●旅行業務取扱管理者 ●通関士 ●危険物取扱者
●ITパスポート ●ファイナンシャル・プランナー
●マイクロソフト オフィス スペシャリスト
（MOS）

経営学科

観 点 を 変 えて 分 析 す るから ︑

社 会の仕 組 みが見 えて く る ︒

得意な英語を生かして海外企業と取引を行うバイヤーになることが
夢です。1年生のゼミで企業研究を深められたため、早くから就職
活動の心構えができました。
また2年生の
「人と組織の経営学」
で
は、
「 人」
「 企業」
「 社会」
という3つの観点から商品の価格を分析
し、賢い消費者となる視点も養うことができました。
さらに教職課程も
履修するほか、産学連携活動にも挑戦したい。
どの先生も親身に
なってサポートしてくださるので、安心して学びを広げていけます。
経営学部 3年

丸田 侑希

岐阜県立各務原高等学校 出身

卒業生の
主な進路
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野球部のマネージャーとして
「10歩先を読む」姿勢を鍛えています。

実践的に学んだ経営知識を生かして

会社経営に関する知識を生かして

卸売・小売業 に就職

起業 もしくは 幅広い業界で活躍 する

異文化交流の経験も生かして

簿記を取得した後さらに勉強を続けて

サービス業 で活躍する

大学院 に進学、税理士 を目指す

具体的な
就職実績は

P.32

アクティブに学ぶ！ 経営学部3つのポイント
▲

1

ヒト、モノ、
カネ、情報など経営資源について学ぶ。

ヒト
（企業で働く人材）、
モノ
（企業が生産・販売する商品・製品やサービス）、
カネ
（経営資金）、情報（市場のトレンドや競合企業の動向）
といった経営資源について学びます。
企業を維持・存続させるために、
これら経営資源を効率的・効果的にマネジメントする手法を身につけます。

▲

2

体験型プロジェクトやアクティブ科目で、実践力を鍛える。

体験型プロジェクトでは、地域の企業や行政と連携し、現場を体験しながら学びます。教員からの一方通行的な授業ではなく、
学生自ら考え積極的に活動しながら学ぶアクティブ科目も充実。知識ばかりでなく実践力も鍛えられるため、社会に出てから役立つ人材になることができます。

▲

3

1年次から4年次まで、少人数ゼミナールを開講。

4年間を通して、少人数制のゼミナールを開講します。
ゼミナールには、
すべての学生が所属します。
基礎から応用、専門分野に至るまで教員がきめ細かな指導を行うため、初めて学ぶ分野もスムーズに理解でき、着実にステップアップすることができます。

どう成長できる？ 4年間の流れ
1年次

2年次

社会科学の基礎を固める

3年次

経営学を初歩から学び進める

4年次

専門分野を集中的に学ぶ

卒業研究を仕上げる

人間の社会活動を理解するために必

1年次より引き続き社会科学の基礎を

2 年 次までに固めた基 礎 知 識をもと

要な社会科学全般の基礎を学び、経

学びながら、経営学の初歩も学び始

に、経営学を集中的に学習。現実社

の学びを深めます。興味があるテーマ

営学を学ぶための土台を築きます。

め、徐々に深く学び進めていきます。

会とリンクさせながら理解を深めます。

を選択し、卒業研究を仕上げます。

これまでの学習の成果を生かして個々

市民生活とビジネス／市民生活

マーケティング論／経営統計論／

雇用と労働／財務会計／マーケティング

専門演習II A・B／卒業研究

と法／基本簿記／基本経営学

マネジメント特論／原価計算論

調査論／ベンチャービジネス など

など

など

など

魅力的な活動をPICK UP

「宝交通株式会社」
との産学連携による
「プロジェクト型学習」

タクシー業界の発展に向けた
「共同調査・研究」
スタート。
大曽ゼミと山下ゼミ
（3年次）では、宝交通株式
会社にご支援いただき、産学連携によるプロジェ
クト型学習を行いました。2018年10月、初回の
キックオフミーティングでは、
この学習から学ぶべ
きポイントを把握したうえで、代表取締役社長の
笠 原 氏 、常 務 取 締 役の小 林 氏をはじめ関 係 者
の方々から、宝交通株式会社のグループ紹介や
タクシー業界の現状、宝タクシーの取り組みにつ

笠原代表取締役社長からのお話

最終報告会

いてご説明いただき、企業の抱える課題を共有し
ました。
そして11月のタクシー研修後、
ゼミナール
で議論を重ね、学生の視点から課題の解決に向
けたアイデアを検討し、2019年2月、宝交通株

経 営 学 部 について もっと 詳 し く 知 りたい方 はこ ち らから

経営学に夢中になる！

式 会 社 の 本 社にて、最 終 報 告 会を開 催しまし
た。30名を超える従業員の方々の前で緊張しな
がらも報告し、多くの質問やコメントをいただきま
した。
こうしたプロジェクト型学習を通じて、経営
学の知識を活用するプロセスを学んでいます。
若手社員の方々によるタクシー研修
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法的な視点から問題を解決する能力を磨く

法学部

ビジネス法学科

所定の科目履修により取得できる免許

◎高等学校教諭一種免許状（公民）
◎中学校教諭一種免許状（社会）
目標となる主な試験

目標となる主な資格

●地方公務員上級（県庁、市役所など）
●警察官 ●消防士
●労働基準監督官
●裁判所職員 ●国家公務員

●司法書士 ●行政書士 ●税理士
●知的財産管理技能士 ●宅地建物取引士
●不動産鑑定士 ●社会保険労務士
●司法試験
（法科大学院への進学）

法 律 を 正しく 解 釈 する大 切さを 知 り ︑

さらに広い分 野に興 味 ︒

法律の詳しい知識を身につけるとともに正しい解釈を学び、新しい
視点を持つことができるようになりました。例えば、留学ビザはアル
バイトができる時間や場所に制約があり、観光ビザとは大きく異な
ること。名経大には外国人留学生が多いので、身近な知識として
学ぶ意義を実感しました。
またゼミでもさまざまな国の留学生と法律
の違いを教え合っています。以前から興味がある刑法に加えて
国際法も深く学びたい、
と意欲が広がっていることを感じています。
法学部 2年

落合 香乃

名古屋市立北高等学校（愛知県）出身

卒業生の
主な進路
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サイモン・フレーザー大学（カナダ）のオンライン留学も経験！

実践的に学んだ法知識を生かして

法律の知識を生かして

あらゆる分野の 一般企業 で活躍する

警察官、消防官など公務員 を目指す

法学を専門的に学び深めて

税法や会計に関する科目も学ぶために

司法書士、行政書士など法律家 を目指す

大学院 に進学、税理士 を目指す

具体的な
就職実績は

P.32

アクティブに学ぶ！ 法学部3つのポイント
法的な視点から物事の問題点に気づき解明する力を養う。

▲

1

買い物や物の貸し借りを
「契約」
と捉えるなど、身近な物事から理解を促します。法的な視点から物事の問題点を見出し解明する力、
そして結論を出し、
それを相手に理解させる伝達力を修得します。専門職に就くための資格を取得するほか、一般企業で広く活躍するための土台となります。

基礎学力、法学基礎力、社会人基礎力、3つの基礎力を鍛える。

▲

2

法学のほか経済学や経営学の基礎もていねいに学び応用力を鍛えることによって、経済活動や企業経営を規律するという法律の役割を理解し、対応する力を身につけます。
さらに多様な隣接科目を学ぶため、相乗効果で基礎学力、法学基礎力、社会人基礎力も鍛えられます。

多様な資格取得をサポートする講座を開講。

▲

3

授業として公務員試験や宅地建物取引士資格試験の対策講座が開講されているほか、学内のキャリアセンターでも行政書士試験やファイナンシャル・プランナー
（3級）
試験などさまざまな試験対策講座が開講されています。
そのため、予備校に通うことなく、各種試験の合格を目指すことができます。

どう成長できる？ 4年間の流れ
1年次

2年次

広く教養を身につける

主要な法律の基礎を学ぶ

3年次

法律を専門的に学ぶ

4年次

学習の総仕上げをする

法学の基礎となる科目のほか、外国語

法律科目を専門的に学習する前段階

充実した専門科目群を開講。
目指す進

法律の専門知識を深めて、学

や情報科目なども広く学び、今後の学

となる知識を身につけるために、主要

路や取得したい資格に合わせて、思う

習の総仕上げをします。就職や

びの土台となる教養を身につけます。

な法律の基礎を学びます。

存分に学ぶことができます。

大学院進学など、将来の進路

市民生 活と法 ／ 市民生 活と経 済 ／

企 業と法 ／ 国 際 社 会と法 ／

情報と法／外国法／租税法／知的

を定めます。

国家と法（日本国憲法）／犯罪と法

憲法／刑法総論／民法総則

財産法／労働法 など

国際法／民事訴訟法／刑事訴

など

／会社法 など

学習支援室

魅力的な活動をPICK UP

先生から、先輩から、楽しく学ぶコツをつかもう！

法学部に設置している学習支援室は、学生1〜4年次が
気軽に集う場所です。資格取得を目指す学生が先輩から
そのコツを教わったり、友人同士で分からないところを教え
合ったり、授業の空き時間を利用して活発に学ぶ姿が見ら
れます。資格取得を目指す仲間同士で学ぶことによって
「必ず合格しよう」
とモチベーションを高く持ち続けられ、
友 人 に 刺 激され
て新たな目標が見
つかるなど、学 生
生活がより充実し
たものになります。

フレッシャーズセミナー 卒業生の話から、
将来のビジョンを描こう！

法 学 部 について もっと 詳 し く 知 りたい方 はこ ち らから

法学に夢中になる！

訟法／商法／家族法 など

法学部学習支援室の学生スタッフが、新入生の
ために企画・運営します。法学部の卒業生（名古
屋市職員、司法書士、警察官、消防士、保険会
社社員など）
を招き、大学での学びや資格取得、
仕事について講演していただきます。新入生は卒
業生の話から将来のビジョンを描き、充実した大
学生活を過ごすきっかけをつかむことができます。
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子どもを一番に考える保育者・小学校の先生に

人間生活科学部

教育保育学科
キャンパス内の幼稚園、
開放された音楽施設、
充実した環境が学ぶ意欲に。
名経大では、体験から学ぶ機会が多くあります。1年生
の時にはキャンパス内にある附属幼稚園で観察実習
があったため、
さまざまな年齢の子どもと接して、2年生
以降の学外実習に向けて心の準備ができました。
また
少人数でのピアノレッスンや、開放された音楽施設
で授業外に自由に練習できる環境のおかげで、大学入
学直前からピアノを始めた私も、卒業までの間に無理
なく上達できました。
その結果、
目標としていた公務員採
用試験に合格！保育士として歩き始めています。
教育保育学科 2021年卒業

高木 優花さん

愛知県立丹羽高等学校 出身

【勤務先】犬山市役所（保育職）

キャンパス内の附属幼稚園では、夏期保育のお手伝いも行いました。

子どもが先生！ 現場に根差して、実践的に学ぶ！
人物教育を重視し、自ら学び、自ら高める力を育てる、4つの柱。

実習の柱

就職対策の柱

犬山市、小牧市、扶桑町と保育交流協定を締結し

1 年 次から全 学 的に行う就 職 試 験 対 策の授 業や

ているため、豊富な実習先があります。2年次からは

キャリアサポートのほか、教育保育学科独自の試験

「保育者コース」もしくは「小学校教諭コース」を選

演習（ゼミ）の柱

対策を実施します。
詳しくはP.49

▲

択。
より密な現場体験を行います。

地域で学ぶ柱

キャンパス内に附属幼稚園や発達臨床センターがあ

地域との交流が深く、現職の保育者・小学校の先生

るため、現場を身近に感じて学ぶことができます。3年

による講演、現場でのボランティア活動など、
キャン

次以降は
「専門演習」
で自分の専門分野を深めます。

パスを飛び出しての学びが豊富です。
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教育保育学科について
もっと詳しく知りたい方は

所定の科目履修により取得できる免許

◎保育士資格

◎幼稚園教諭一種免許状

◎小学校教諭一種免許状

こちらから

▲

目標となる主な資格・試験

●レクリエーション・インストラクター

●准学校心理士

●社会福祉主事任用資格

小学校の先生になる夢がかないました！ 名経大で
すばらしい先生や友人に出会えたおかげです。模
擬授業では「映像が多く分かりやすかった」
「 話す
ペースが速いかな」など友人と意見を言い合って
切磋琢磨し、先生は授業外に講座を開くほか個別
で面接練習もしてくださいました。
また小学校での学
習チューターで障がい児とふれあえた経験も、
その
まま現場で生かせています。
さらに経験を積んで、
中学校の先生も経験したいと夢は膨らみます。
教育保育学科 2021年卒業

石垣 風海さん

沖縄尚学高等学校（沖縄県）出身

【勤務先】富山県教育委員会

児童の成長を
自分の喜びにして、
ともに成長できる先生に。
オープンキャンパスで模擬授業を行い、小学生とふれあいました。

どう成長できる？ 4年間の流れ
1年次

教育・保育の
基礎を固める

2年次

保育者

3年次

さまざまな施設で実習を経験

保育実習がスタート

小学校の先生 模擬授業などで実践力を鍛える

小学校実習がスタート

4年次

希望する進路へ

教育・保育の基礎を学び、現場体験を

幼稚園や保育所での実習を

小 学 校での 実 習を行います。希 望

発展的な専門科目を学びながら、

通し、保育者か小学校の先生か、将来

経験します。試験対策にも本

する進路に合わせて試験対策がさら

卒業研究に取り組みます。将来に

を具体的に考えます。

格的に取り組み始めます。

に強化されます。

向けて、就職試験に挑みます。
※希望する進路に合わせて実習を選択します。

卒業生の
主な進路

子どもの心身の発達を支える

子どもの心に寄り添い教育・指導にあたる

幼稚園教諭・保育所保育士 になる

小学校教諭 になる

子どもの生活や療育を援助する

教育・保育分野の専門家を目指して

児童福祉施設職員 になる

大学院 に進学する

具体的な
就職実績は

P.32
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保育者・小学校の先生になるために
〜学生と教員がチームとなった徹底サポート〜

1年次

1年次より時期に応じた就職対策・指導を行う。

▲

教育保育学科独自の試験対策

2年次

3年次

学科の試験対策授業スタート

進路選択に向けて
●「実習基礎」
「基礎演習」
など
体験を通じた進路選択
「基礎力養成」科目
（全学）

4年次

個別指導スタート

▼

就職試験へ向けて

合格をつかむ

●「公務員
（保育職）試験対策」

●勉強会＋実践力育成プログラム

●「教員採用試験対策」

●勉強会＋小論文・面接指導

※ゼミ形式勉強会

「公務員試験対策」科目（全学） ※直前指導

「公務員基礎力養成」科目
（全学）

公務員（保育職）試験に合格した先輩からのメッセージ

着実な勉強の積み重ねと、
先生方の助言のおかげで、夢を実現！

1年生からコツコツと。
基礎力が夢をかなえる道しるべに。

公務員である保育士になりたいという思いを強く持っていた私は、入学以来ずっと、基礎力

大学での学びや多くの実習を経験するうちに、保育士という仕事の魅力に惹かれるように

養成科目をはじめとした公務員試験の対策講義を受けてきました。
そのため、勉強への取り

なりました。公務員を目指そうと明確に決めたのは、周りよりも少し遅めでしたが、1年生の時

組みは早いうちからできていたのですが、
いざ就職試験を受ける段階になったら、
エントリー

から基礎力養成科目を受講していたおかげで、本格的な公務員試験対策にもすんなりと

シートに思わぬ苦戦。
そこで支えてくれたのは、学科の先生方や友人、家族です。
たくさんの

取り組むことができました。子どもたちが保育所に通うことを楽しいと思える環境をつく
りたい。

助言をくれたおかげで、就職試験に合格して夢をかなえることができました。

一緒にいて楽しいと思ってもらえる先生になることが目標です。

教育保育学科 2020年卒業

教育保育学科 2019年卒業

森 彩子さん

名古屋経済大学高蔵高等学校（愛知県）出身

2020年度公務員採用試験
合格実績 既卒生を含む
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【勤務先】大口町役場（保育職）

小学校
教 諭

千 保 星 夏さん

富 山 県 立 南 砺 福 野 高 等 学 校 出身

愛知県教育委員会 1名

富山県教育委員会 2名

岐阜県教育委員会 1名

神奈川県教育委員会 1名

三重県教育委員会 1名

千葉県教育委員会 1名

【勤務先】小牧市役所（保育職）

犬山市役所
岡崎市役所
（保育職） 春日井市役所
多治見市役所

公務員

3名
1名
2名
1名

魅力的な
活動を
PICK UP

体験して学ぼう！

犬山市、小牧市、扶桑町など、大学の近隣地域と強く連携した学びのほか、
附属幼稚園をはじめ、学内のさまざまな施設で行う、生きた学びの機会が多くあります。

キャンパス内にある附属市

幼稚園の園児を迎えてコンピューター教室

年長さんを迎え、
初めてのコンピューター体験。
附属市

同じ敷地内だから
頻繁に交流できる
環境です。

幼稚園の年長さんを大学に迎えて、
「コンピューター教室」
を開催

しました。パソコンに初めてさわる子どもが多い中、ペイントソフトでお絵描きを

キャンパス内に附属の幼稚園

しました。学生たちは
「クリックなどパソコン用語が通じなくて説明が難しかった」

があるため、1年次前期から半

などと振り返り、成長に合わせた接し方を考える良い機会になりました。

日実習を行うなど現場に根差
した学びが 実 現しています。
昨年度は運動会の手伝いの
ほか、敷地内にある山の整備
などにも参加。今後も頻繁に
交流する予定です。

パソコンで描いた絵はプリントアウトしておみやげに。

名経祭で開催「きっずぱれっと」

扶桑町とコラボ「子育ておうえん講座」

子どもたちのための みんな喜んで
くれるかな？
テーマパークを企画！

講座や遊びを通して
扶桑町の子育てを応援。

名経祭の中で、
「きっずぱれっと」

扶 桑 町 教 育 委員会・扶 桑

を開催しました。
ゼミ毎に1教室を

町 主 催「 子 育ておうえん講

使い、ゲームをしながら迷 路を進

座」に参加しました。第3回

む「ももたろうパーク」や「つくって

は、学 生たちが 託 児ボラン

あそべるコーナー」、劇やパネルシ

ティアを実施。託児の難しさ

アターの実演など楽しいイベント

を知りました。第 4 回は、親

を企画。学生たちは、子どもたちに

子でふれあう遊びの講座を

楽しんでもらえるよう試行錯誤し、

先 生と学 生がともに実 施 。

保 護 者との接し方も肌で学んだ

工 作や歌を通して子どもた

ようでした。

ちと打ち解けることができま

「親子工作」

した。
「あわてんぼうのサンタクロース」
をみんなで一緒に。

「ももたろうパーク」
で、
ももたろうになりきって鬼退治！

「小学校社会科模擬授業」
を実施

オープンキャンパスで
模擬授業を開講。

「小牧ジュニアセミナー」に参加
それは良い
意見だね！

地域の子どもたちと
芸術表現を楽しむ。

夏のオープンキャンパスで、小学

小・中学生を対象に、
「 表現

校 5 年 生を対 象とした社 会 科の

を楽しもう」
と題した企 画を

模 擬 授 業を行 いました。テーマ

本学が担当しました。実施し

は、
「どうなる？ これからの日本の

たのは、
「フィンガーペイン

食 料 事 情！ ― 現 状を把 握し、未

ティング」
「ピクトグラムを知

来を探り合おう」。学 生たちは授

る」
「 ハンドベル」。学生たち

業内容や展開を考え、資料プリン

は、活 動を企 画・実 施する

トやフラッシュカードを作成するな

難しさと楽しさを実感すると

ど、事前準備から主体的に取り組

ともに、子どもたちの大胆な

指でおえかき
楽しいな♪

発想に驚き刺激を受けてい

みました。

ました。
社会科の模擬授業を再現。

自由な発想で
「フィンガーペインティング」に挑戦！
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食と健康に関する専門知識を身につける

人間生活科学部

管理栄養学科

充実のサポート体制です。

管理栄養士国家試験
2021年3月卒業生

78.7％
合格者37名／受験者47名

51

目標となる主な資格・試験

●NR・サプリメントアドバイザー
●フードスペシャリスト ※所定科目の単位取得により受験資格が得られます。
●家庭料理技能検定

食 事 療 法で治 療に参 加 する︒

命に関わる仕 事 だと実 感 ︒

受験希望者は全員受験！

卒業生の
主な進路

所定の科目履修により取得できる免許

◎管理栄養士 国家試験受験資格
◎栄養士
◎栄養教諭一種免許状
◎食品衛生監視員・管理者

普通科以外からの
進学も安心！

術後患者さんには体重増加のための提案など患者さんの症状

管理栄養士には、化学や生物の知識が必

に合わせた食事療法を行っています。癌術後に大幅に体重が減

須です。商業高校で化学を学ぶ機会がな
かった私が「今からでも管理栄養士を目指
したい」
と見つけたのが名経大でした。
1学年
80人で先生との距離が近いため、
ほぼ個別
指導でしっかりと学習でき、国家試験も無事
に突破しました。

糖尿病治療では糖質制限食を中心に減量や減塩指導を、癌

少した患者さんの体重を増やす取り組みは、命に関わるので大き
な責任を感じますが、教科書もなくとまどうことばかりのなか医師や
看護師などと相談しながら生活に沿った献立を提案できて、患者
さんの治療の選択や予後に良い結果が出ると喜びを感じます。
管理栄養学科 2011年卒業

渡邉 志帆さん

愛知県立愛知商業高等学校 出身

【勤務先】医療法人 芍薬会 灰本クリニック

病院や介護施設などで

小学校や中学校などで

管理栄養士 として人々の健康を支える

栄養教諭 として子どもの健康を支える

行政や事業所、給食センターなどで

さらなるスペシャリストを目指して

栄養士 として人々の食生活をサポートする

大学院 に進学する

具体的な
就職実績は

P.32

アクティブに学ぶ！ 管理栄養学科3つのポイント
▲

1

地域と連携してさまざまな活動を企画し、実践力を鍛える。

犬山市、小牧市、扶桑町など近隣の地域と連携が深く、
さまざまなイベントに参加するほか、地域活性化を目指した活動を企画し、学生主体で運営しています。
授業で学んだ知識を生かして地域の方々と交流することによって、地域の健康に対する意識を高め、地域に根差した大学の存在意義を示すことが目標です。

▲

2

医療現場同等の機能を備えた臨床栄養センターで経験を積む。

学内にある臨床栄養センターでは、臨床栄養学の基礎から応用の教育と研究を実施しています。
医療現場同等の機能を備えているため現場さながらの実習ができます。
さらに地域の方々の健康管理を実際に行うことによって知識が定着し、
コミュニケーション能力も養われます。

▲

3

全員合格を目指して、手厚い管理栄養士国家試験対策を実施。

臨床栄養学実習

文系出身の学生も4年間で合格に必要な学力をしっかりと身につけられる指導を行っています。1年次は高校までの復習をしながら基礎を定着。
2年次以降は実際の国家試験問題に取り組みながら講義内容を確実に理解していきます。4年次からは週3回の対策授業に加えて、
月1回の模擬試験を実施。
長期休暇中も勉強会や個別指導を行うなど、一人ひとりに合わせた手厚い指導を行っています。

どう成長できる？ 4年間の流れ
1年次

基礎知識を固める

2年次

本格的な実習がスタート

3年次

現場体験から新知識を得る

4年次

卒業研究に取り組む

実習を交えて基礎知識を身につけま

学内の施設で本格的な実習を行って

病院や介護施設などで臨地実習を行

卒 業 研 究を進めながら管 理 栄

す。管理栄養士になるために必要な化

技術を磨きながら、食と栄養に関する

い、現場を体験。学ぶ意欲をかき立て、

養 士 国 家 試 験に向けて対 策を

学や生物学も基礎から学びます。

専門知識を深めて定着させます。

進路も具体的に考えます。

強化。就職活動にも取り組み将

生物学／化学／生化学実験／解剖

調理科学実験／栄養調理学

運動生理学／応用栄養学演習／

来を定めます。

生理学／食品学 など

実習／給食経営管理論／

臨床栄養学／フードサービス論 など

臨地実習／スポーツ栄養学／

フードスペシャリスト論 など

「嫌い」
を克服する
正しい食育を目指して。
愛知県も、出身地の沖縄県も、野菜摂取
量が少ない県です。
もともと野 菜 嫌いな
自分だからこそ、野 菜の大 切さを伝える
栄養指導とおいしいメニュー提案がした
いと思い、栄 養 教 諭を目指しています。
印 象深い学びは、
「 120gの野菜を摂取
する」
という課題で小学校給食の献立を
つくった時。野菜を細かく刻んだり、ペースト
状にしたりと工夫を凝らしたスープのほか、
全4品をつく
りました。試食した友人や先生
からは「おいしい」
「でも見た目が 質 素
かな」など意見をたくさんもらい、有意義な

管 理 栄 養 学 科についてもっと詳しく知りたい方はこちらから

栄養教諭を目指せる環境も整っています。

栄養教諭実習／卒業研究 など

経験となりました。学ぶほどに食育の意義
を強く実感しています。
管理栄養学科 4年

大湾 丈一郎

沖縄県立美里工業高等学校 出身
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管理栄養士・栄養教諭になるために

管理栄養士国家試験合格までの流れ
【1年次】

初歩から学ぶ理系科目も
スムーズに理解できる！

少人数ゼミナールで
基礎学力を養成

【2年次】
1年次の基礎科目を中心に、

2〜3年次の応用科目を中心に、

まずくことなく理 解できています。

沖縄県立那覇商業高等学校 出身

して学べる環境です。

親身な指導のおかげで、
理解度も士気もアップ！

教科書の難しい言葉も、先生が

島袋 美空

仲間のやる気に刺激され、集中

は授業後に聞く
と個別で対応して
管理栄養学科 3年

小形 龍留

ださるので、
みんなで合格を目指
す雰囲気が高まります。

10年分の過去問題を
効率良く吸収！

●講義を中心とした
復習・得点力アップ講座（週3日）
●月1回の模擬試験
●長期休暇期間中の勉強会

先生は、10年分の過去問題から
よく出る問題をまとめたプリントを
つくってくださいました。
また正しい
文章を自分の言葉でつくる解答
方 法で着 実な理 解 が 促され 、

管理栄養学科 4年

松島 玲実

学んだ分だけ結果がついてきて

協和学院水沢第一高等学校（岩手県）出身

【4年次】

例を挙げて分かりやすく説明して
くださいます。
また、分からないこと
くださるほか、補講でも対応してく

現場で役立つ専門的学力を養成する
＊12月にプレテスト、2月に模擬試験を実施

授業は基礎から始まり、少人数

管理栄養学科 2年

青森県立青森商業高等学校 出身

【3年次】

深く学んでいませんでした。でも
で先 生に質 問しやすいので、つ

国家試験問題の「読み方、解き方」
を
身につける

商業高校出身で、生物と化学を

疑問をすぐ解消できる環境が
国家試験合格のカギ！

いることを実感しています。

国家試験に合格できた一番の理
由は、先生との距離が近かったこ
とです。分からない問題があった
らすぐ先生に質問でき、
ていねい

管理栄養学科 2021年卒業

大竹 沙知さん

愛知県立丹羽高等学校 出身

に教えていただける環境でした。
また、同級生と励まし合えたことも
良かったと思っています。

管理栄養士国家試験対策
理解できると勉強は楽しくなる！ 全員で合格を目指そう！
本学では管理栄養士国家試験合格を目指し、在学中の4年間をかけて段階的に学習を進めていくので、文系
出身者や理系科目が苦手だという学生も心配いりません。学生が勉強しやすい環境も整えています。学生か
らの質問が多い分野があれば、担当教員が重点的に解説するなど、学生の学習状況に合わせた指導体制を
とっています。
また、集中して自主学習ができる国家試験対策室、教員にいつでも相談ができる国家試験指導
室も整備しています。私たちは、やる気がある学生にとことん寄り添います。
どんなに時間がかかっても、学生と
一緒に教員もがんばります。だから一人でも不合格だとくやしいんです。全員で合格を勝ち取りましょう！
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管理栄養学科 准教授

山田 貴史

魅力的な
活動を
PICK UP

地域をキャンパスに！ 体験して学ぼう。

名経大は、犬山市唯一の大学のため、強い連携があります。
小牧市、扶桑町とも連携を取っており、生きた学びの機会が多くあります。

地域住民の健康チェックと栄養アドバイス

骨密度と動脈硬化を測定し、
健康維持レシピを提供。

「あいちサラダめし」大学生レシピコンテスト
カラフル野菜の

野菜摂取ワースト1の
愛知県民にレシピを提案。

ピクルス！

名経祭に来場された地域住民に、健康チェック

愛 知 県 民の 野 菜 摂 取 量を増やす取り組み

と栄養指導を行いました。学生たちは高精度な

「あいちサラダめし」大 学 生レシピコンテスト

機器を使って骨密度と動脈硬化を測定し、測

に、柴田ゼミの学生たちが参加しました。全国

定結果から重要点を絞って食事改善をアドバイ

で最も野菜摂取が少ないとされるサラリーマン

ス。
ご自宅によくある食材を使う料理や「お酒の

男性（30〜40代）
をターゲットに、7品目の野

つまみ」
など、つくりたくなる料理を心掛けた骨

菜を使ったレシピを考 案 。また、野 菜の保 存

密 度を上げるレシピや動 脈 硬 化を防ぐレシピ

方法の紹介としてインスタ映えするピクルスの

は、
とても喜んでいただけました。

レシピも考案し、紹介しました。

1分でできる骨密度測定と5分でできる動脈硬化測定で健康チェック！

イオンモールナゴヤドーム前店の会場で、審査員や一般のお客様に向けてプレゼンテーション。

地域に密着した管理栄養士を育成

「おうちでつくる簡単レシピ」
を作成

地域との交流を積極的に、
児童育成団体と多彩な活動。

地元工場の調味料を活用し、
楽しい家庭料理を考案。

犬山市内で児童育成を行うNPO「ぽんぽこネット

コロナ禍により自宅で調理をする機会が増えた

ワーク」
と連携し、地域に密着した管理栄養士の活

ことに着目し、犬山市に工場があるコーミ株式

レシピ集は
WEB上でも公開！

動に挑戦しています。
これまでには、食事会の開催、

会社からご提供いただいた調味料を活用して

その食事会のための調理作業や栄養の勉強を子ど

レシピ集を作成しました。参加者は学生7人。

もたちと一緒に取り組みました。
さらに地域との交流

子どもが 参 加できる場 面も加えて楽しく取り

を広げ、学生が考案したお菓子「さくらロール」の犬

組めるよう工夫しました。
レシピ集は市内の小学

山祭への出品、子どもたちと一緒に
「子ども食堂」
を

校やスーパーで配布するほか、動画でも配信し、

オープンすることなどにも挑戦していきます。

多くの人に発信しました。

子どもたちと一緒に調理をして、
クリスマスパーティーやハロウィンパーティーも開催。

オンラインで打ち合わせを重ねてレシピ集を作成し、活動報告会も実施。
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Campus Life

キャンパス ライフ

ひとつのキャンパスで、すべての学部・学科の学生が過ごす環境だからこそ、
経験できることがあります。
さぁ、大学生活を楽しもう！

▶

毎年たくさんの行事が計画されます。アクティブで楽しい時間を通して、
学部・学科を越えた出会いもあり、充実したキャンパスライフを過ごすことができます。

Calendar − カレンダー −

4

5

6

April

May

▶入学式
▶オリエンテーション
▶新入生歓迎会
▶前期授業開始

▶学園創立記念日
▶開学記念日
▶管理栄養士国家試験決起集会
▶教育実習
▶栄養教諭実習
▶学内合同企業展

PICK UP!

▶

7

June

▶教育実習
▶後援会総会
▶教育懇談会
▶保育実習

July

▶学内個別企業説明会
▶オープンキャンパス

8

10

September

October

▶オープンキャンパス
▶前期末試験
▶夏期休暇開始
▶保育実習
▶国家試験集中講義

▶夏期休暇終了
▶後期授業開始
▶教育懇談会
▶保育実習
▶国家試験集中講義
▶入学相談会

▶名経祭（大学祭）
▶教育実習
▶学内合同企業展
▶入学相談会

私たちスタッフがご案内します。
保護者の皆様もぜひご参加ください！

Open Campus − オープンキャンパス −

受験生が名古屋経済大学を体験するイベントです。
キャンパスツアーの案内役は在学生。
リアルな言葉で名経大の魅力を伝えます。

OPEN CAMPUS 2 0 2 1
開催場所

9

August

犬山キャンパス

対象

分からないことは
何でも気軽に
聞いてくださいね！

全学部・全学科

来場者の誘導や受付を担当しました。
「どん
な大学？」
と聞かれた時に、
「おもしろい先生
が多くて授 業が楽しいよ」
「 良い人ばかりで

CHECK!

OPEN CAMPUS on WE
WEB
B

楽しい大学生活だよ」
と話せることがうれしく、
人見知りな性格が少し解消されたように感じ
ます。次はキャンパスツアーも担当したいし、

名古屋経済大学では、OPEN CAMPUS on WEBとして、
メッセージムービー

コロナ禍で提供できなかったランチの献立づ

や学部・学科紹介、模擬講義など、大学を紹介するさまざまな動画コンテンツ

くりにも挑戦したい。大学の魅力を伝えられる

をWEB上にて公開しています。

役割に、
やりがいを感じています。

すべての動画はこちらのQRコードからご覧いただけますので、ぜひアクセス
してみてください。今後も動画は随時追加してまいります。

管理栄養学科 2年

知念 美空

沖縄県立首里東高等学校 出身
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開放的なキャンパスは、
にぎやかで楽しいよ！

名経大生の

一人暮らし
キャンパスがある犬山エリア
は、住みやすい環境と手ごろ
な家 賃 のバランスがとれた
「ちょうどいい街」
です。

11

November

▶教育実習
▶保育実習
▶入学相談会

PICK UP! ▶

12

1

December

January

▶冬期休暇開始
▶学内合同企業展

▶冬期休暇終了
▶後期末試験
▶国家試験集中講義

2

February

▶スキー合宿
▶教育実習

3

March

▶卒業式
▶卒業パーティー
▶春期休暇開始
▶春期休暇終了
▶在学生オリエンテーション

MEIKEI Festival − 名経祭 −

模擬店やパフォーマンスなど多彩なプログラムが盛りだくさん！

ウズベキスタン留学生の私たちも
元気いっぱい本場の味を出店 !

家賃が安くて駅も近い！
生活に便利な環境で
快適に暮らしています。
推薦入試で合格してからすぐに、大学から

後夜祭の手筒花火＆打ち上げ花火まで、大いに盛り上がる2日間です。

アパート紹 介の資 料が送られてきました。
おかげで、
じっくりとアパート選びや準備を
することができました。
このアパートに決めた
理由は、家賃が安いこと、電車の駅が近い
こと、周辺にスーパーマーケットやドラッグス
トアなど生活必需品を購入できるお店があ
ること。気に入った環境を選べたため快適
な一人暮らしができ、学科の勉強や実習で
忙しい時期も乗り越えられました。
教育保育学科 4年

宮里 温

沖縄尚学高等学校（沖縄県）出身

データ
●間 取り：1K
●共益費：2000円
●家

賃：3.5万円

など

※2020年度実施の様子
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Inuyama Campus Map

犬山キャンパス

N

たくさんの講義室や実習室、広大なスポーツ施設、自然に囲まれた憩いの場、附属幼稚園……。
この充実した環境で教えるのは、学生思いの先生たち。思う存分に学んでください！

S
EW

20

7号館前に
ランチキッチンカー登場！

15

24

たこやき・ハンバーガー・ケバブ・タコスなど、
メニューは日替わり。
ランチタイムが待ち遠しい！

至 本庄・春日井
方面

21
19

13

22
23

27
11

学内無線LAN
サービス

14

無線LAN経由で
ネットワークに接続し、
学内どこでも
インターネットを
利用できます。

7

至 楽田・犬山方面

12
6

9

4

南門

L

10
8
16

0

2

北門

27

26

1

5

至 名鉄小牧線
「田県神社前」駅
方面

3

飲食店
17

25

▶
0

2
3
4
5

6
7

0

バス乗場

本館

音楽棟
情報センター（広報センター）
1号館
10 中庭
B1F 臨床栄養実習室、臨床栄養センター、給食経営管理実習室 11 PLAZAⅡ
1F 学生自習室、絵本ライブラリー
12 図書館
3F 国試対策室 4F 寺子屋めいけい（学習支援室）
13 市 記念体育館
2号館
14 クラブハウスA
情報処理室
1 絵本ライブラリー
15 クラブハウスB
3号館
子どもだけでなく、大人も楽しめる絵本が
16 合宿所A
1F 発達臨床センター、保育学演習室
所蔵されたライブラリーです。
17 呉竹寮
コミュニティプラザ
18
附属市 幼稚園
1F 学生食堂 2F 丸善書店
19 サッカー・ラクビー場
5号館
20 第1野球場
1F 地域連携センター
2F 国際交流センター
21 テニスコート
3F 経済学部学習支援室、経営学部学生研究室、
22 ゴルフ練習場
法学部学習支援室、経済学部学生研究室、
23 第2野球場
会計特別研究演習室、法学特別研究演習室
24 バーベキュー場
6号館
（警備室）
2F 学生ホール、LAWSON（コンビニ）、
どんぶり屋 25 北門
7 7号館
26 南門
（警備室）
7号館
講義室や演習室、就職支援を行うキャリア
27 学生駐車場
1F 医務室、学生相談室 3F キャリアセンター
センター、医務室、学生相談室などがあります。

本館

音楽棟

グランドピアノや電子ピアノなどがあ
り、
自習室としても利用できます。
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売店
（LAWSON）

Facilities − 施設･設備 −

大学の歩みを見つめてきた歴史ある
建物。巨大な講堂もあります。

8

L

丸善書店

8

1F 総務部、学務総合センター 3F 講堂

1

18

1

9

1号館

管理栄養学科の実習実験室や教員の研
究室はこちら。スクールバスのバス停もあり。

9

情報センター

9 0 台 の パソコンを常 設 。1 階 では
MOS※の学内試験も実施。

※MOS／Word、Excel、PowerPointなど、パソ
コンの基本ソフトの技術レベルを証明する資格。

5

国際交流センター

2014年度より開設。留学生のサポー
トを積極的に行っています。

11

PLAZAⅡ

学内で開かれる合同企業展など、主
にイベント会場として使われます。

6

4

コミュニティプラザ

12

図書館

18

蔵書数は35万冊。雑誌類は3000種が
揃っています。閲覧席は540席。

LAWSON（コンビニ）

お弁当やドリンクから日用品に至る
まで、学生の強い味方です。

14

4

丸善書店

1000名収容の学生食堂や書店が入った 特別割引価格で書籍や文房具を購入で
きます。品揃えは頼もしい限り！
学内のオアシス的存在。

クラブハウスA

自治 会 室 、学 祭 室 、4 0もの 部 室 、
ミーティング室も入っています。

6

どんぶり屋

日替わりでどんぶりを販売しています。値段は
なんと、300円！ 大満足のボリュームです。

24

附属市

幼稚園

安心・安全を追求した次世代型幼稚園
です。

バーベキュー場

打ち上げや授業でも使用する、
自慢
のバーベキュー場です。

7

キャリアセンター

多彩な経験・実績を持つ教職員が、学生の
進路に向けて幅広いサポートを行います。

27

学生駐車場

学内に1100台収容の無料駐車場を
完備しています。車通学大歓迎です。

※2021年6月現在（2023年に向けてキャンパスリニューアル進行中）

奨学金制度・学費について

本学は独自のさまざまな奨学金制度を用意しています。

奨学金

入試時

返還不要の給付型 ! !

各奨学金の詳細は、入学試験要項2022をご覧ください。

名経大の奨学金（2021年度実績）

▲

成績優秀者優遇制度［奨学金（給付型）］

プラチナ特典Ⅰ

プラチナ特典Ⅱ

プラチナ奨学生選抜試験（総合型選抜）において

一般入試前期（一般選抜）、大学入学共通テスト利用入試（一般選抜）の

本学の定める基準を満たした方

いずれかにおいて本学の定める基準を満たした方

学納金 ※1のうち4年間の授業料を

学納金 ※1のうち4年間の授業料を

全額免除 ※2

半額免除 ※2

※1 学納金とは、授業料、施設整備費、維持費、教育充実費の総称です。 ※2 2年次以降も免除を受けるには、学部・学科で定める要件をすべて満たすことが必要です。詳しくは入試要項をご覧ください。

在学中

返還不要の給付型 ! !

名経大の奨学金（2021年度実績） チャレンジするあなたを応援する制度です。

この奨学金は、学業、
スポーツ、課外活動等において、

奨学金名

学業成績
優秀者
奨学金

人

数

各
学部
学科
3名

期

間

金

額

2位：10万円
3位： 5万円

各学部・学科
1年次〜3年次の
学業成績最優秀者（※）

資格取得・
検定合格者
奨学金

※ 当該年度GPAが3.0以上の学生

▲

学術・文化及びスポーツで活躍した
学生に対する奨学金

奨学金名

学術・文化
及び
スポーツ等
優秀者
奨学金

人

数

期

間

金

額

若干名

優秀賞：
5万〜10万円
奨励賞：
1万〜5万円

〈未来支援基金〉
の創設

人

数

期

制限
なし

間

金

奨学金名

学術・文化及び
スポーツの分野において、
特に顕著な成績をあげた
個人および学内団体

検定試験
受験奨励金

人

数

期

制限
なし

条件等

公認会計士試験に合格した者

40万円

司法書士試験、
税理士試験（全科目）に合格した者

20万円

行政書士、社会保険労務士、
税理士試験（科目合格）に合格した者

10万円

日商簿記1級、TOEFL iBT106点以上

1万〜6万円

その他、本学の指定する
資格試験に合格した者

間

在学
期間中

額

60万円

在学
期間中

条件等

最優秀賞：
10万〜50万円
1回
限り

資格を取得した学生に対する奨学金

奨学金名

条件等

1位：20万円
1年

▲

▲

優秀な成績を収めた学生に対する奨学金

金

額

条件等

受験料の全額

MOS（スペシャリスト、
エキスパート）
試験に合格した者

受験料の一部

本学の指定する資格試験に合格した者

名古屋経済大学同窓会、名古屋経済大学短期大学部同窓会、および学校法人市

学園研究協力基金の協力のもと、

創設しました。本学へ入学後、家庭の事情の大きな変化（例：保護者の死亡、病気、失職等）
によって経済的困窮に見舞われて
学納金の納入が困難になりつつも、勉学意欲があり修学継続を希望する学生に対して、授業料を免除あるいは減額します。

●その他、
日本学生支援機構奨学金など、学外の奨学金・ローン・給付金等を活用することができます。詳しくは学生支援担当までお問い合わせください。TEL（0568）67-7244（ 学生支援担当直通）

学

費

経済学部・経営学部・法学部・人間生活科学部 教育保育学科
前
入学金

後

期

200,000

−

授業料

300,000

300,000

施設整備費

125,000

125,000

維持費

55,000

55,000

教育充実費

20,000

20,000

学生自治会費等

40,010

19,000

初年度納入金

1,259,010

※教育保育学科は初年度納入金とは別に、実習費、抗体検査料を納入いただきます。

前

期

後

期

200,000

−

授業料

320,000

320,000

施設整備費

125,000

125,000

維持費

55,000

55,000

教育充実費

20,000

20,000

実験実習費

40,000

入学金
学納金

（2021年度実績）

学納金

納付 金

期

人間生活科学部 管理栄養学科

学生自治会費等

初年度納入金

40,010

−
19,000

1,339,010

※管理栄養学科は初年度納入金とは別に、抗体検査料を納入いただきます。
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大垣
約

岐阜

60分

約

50分

新鵜沼

新可児

犬山

約４0 分!

約

一宮
約

70分

江南
約

津島

“ちょうどいい”犬山で学ぶ！

約

65

県営名古屋
空港から

30分

大曽根

約

約

桑名
約

65分

▲

JR
地下鉄
名鉄線
近鉄線

▲

キャンパス内に無料駐車場も完備!!

約

犬山まで
乗り換え
なし 中部国際
空港から

金山

部

現代経済学科

経

営

学

部

経営学科

部

ビジネス法学科

法

学

人間生活科学部

教育保育学科
管理栄養学科

30分

35分

神宮前

1時間 25分

犬山市
名古屋市

中部国際空港
セントレア
愛知県

■経済学部 現代経済学科

■経営学部 経営学科

■法学部 ビジネス法学科

■人間生活科学部 教育保育学科／管理栄養学科

〒484-8504 愛知県犬山市内久保61-1
TEL：0568-67-0511（代）

で友だち追加！

https://www.nagoya-ku.ac.jp/
TEL : 0568-67-0624（直）
E-mail：koho@nagoya-ku.ac.jp

学

栄

40分

※乗り換え時間を含まない、最短の乗車時間を表示しています。

広 報センター

25分

済

40分

鶴舞

長久手エリアから・
・・・・・・ 約 50 分

犬山キャンパス

春日井

経

一歩︑
踏み出せる人に︒

▲

稲沢・一宮エリアから ・
・・・・ 約 45 分

名経大

平安通

▲

大曽根エリアから・
・・・・・・ 約 40 分

55分

犬山キャンパス

約

名古屋
春日井エリアから ・
・・・・・・ 約 30 分

5分

約

上飯田

分

約

多治見

無料
スクールバス

小牧

75分

●車の場合

10分

田県神社前

25分

国府宮
約

アクセスも環境も

可児

大 学 案 内2 0 2 2

名古屋駅から

美濃太田

名古屋経済大学

Access Map

鵜沼

動画版パンフレット

スマホサイト

名経大のLINE@アカウントから

スマホサイト最新情報を入手しよう！

＠meikei

20210805-16100-2

大学案内 2
2002222
大学案内

