
企業や
地域と、つながる！広がる！！

就職実績
●高等学校教諭1種免許状（商業）
●高等学校教諭1種免許状（公民）
●図書館司書
●学校図書館司書教諭

目標とする資格・試験

●経営学検定試験
●販売士
●中小企業診断士
●簿記検定
●税理士

任用資格

●社会福祉主事
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●公認会計士
●国税専門官
●国家公務員
●地方公務員 など

三井住友銀行
静岡銀行
第三銀行
ゆうちょ銀行
東海東京証券
丸三証券
第一生命保険
かんぽ生命保険
日本旅行

JTB中部
名古屋鉄道
九州旅客鉄道（JR九州）
東陽倉庫
東京地下鉄（東京メトロ）
リゾートトラスト
名工建設
伊藤園
コンピューターシステム

セキスイハイム中部
ブリヂストンタイヤジャパン
凸版印刷
井村屋
クリナップ
リコージャパン
ユナイテッドアローズ
ビー・エム・ダブリュー
愛知県警察本部

愛知県警察職員
岐阜市消防本部
大府市役所
岡崎市役所
豊川市役所
長久手市役所
国税庁 名古屋国税局

目指せる資格

1年次で受講した簿記の講義をきっかけに金融や会計に興味を持

ち、日商簿記2級を取得。ゼミに所属したタイミングで、進路が明確に

なりました。日々変動するマーケットを扱う証券業界では、情報収集が

欠かせません。取り扱う金融商品も多種多様なので、常に勉強してい

ます。継続して取り組む姿勢が身についたのは、経営学部で学んだ

成果ですね。今の目標は、お客様に寄り添った提案ができる証券パー

ソンになること。専門知識とともに、人間性も磨きたいと思います。

国内外に拠点を持つ総合物流企業で、輸送作業に必要な手配や倉

庫作業などに携わる作業員の人員配置を主に行っています。社内でも

特に多くの人と関わる部署に所属しているので、良好な人間関係を築

くことがとても重要です。仕事は一人では完結しないし、時には予期せ

ぬトラブルも発生する。助け合いが必要不可欠で、チームワークや思い

やりが大切だと思います。そんな価値観を持つようになったのは、大学

時代にたくさん失敗を経験したから（笑）。何度も能力不足を感じて落ち

込み、それでも自分自身に負けず、一生懸命に取り組みましたね。経営

資産を預けたいと
思われるような
人間力を身につける。

海福 真名さん
東海東京証券株式会社勤務　2017年卒業
愛知県立大府東高校出身

周りから信頼される
存在になるために
リーダーシップを磨く。

谷口 琢磨さん
伊勢湾海運株式会社勤務　2017年卒業
静岡県・私立静岡学園高校出身

F a c u l t y  o f  M a n a g e m e n t

挑戦を続ける先輩たちの
「成長の軌跡」

経営学部では、企業や地域と協働しながら学ぶアクティブ・ラーニングが盛ん。
自由な発想とチャレンジ精神から、新しいビジネスが生まれています。

成長の手応えを感じ、販売職の内定を獲得！

新宿タカシマヤで開催された「大学は美味しい！
フェア」に参加。リーダーとして商品完売の目標を
達成しました。いい企画にはお客様の生の声が
欠かせないもの。販売経験によって対応力がつ
き、進路も明確になりました。

大学と地域の架け橋となり、豊
かな地域社会の創造に貢献す
ることをめざしています。学生た
ちは、地域をフィールドに問題解
決のプロセスを学びます。

藤が丘地区の“名物おやつ”として開発された
「くるくるなごみかん」。藤が丘の連携地域であ
る南三重の柑橘類「新姫」と、愛知県の米粉
を使ったロールケーキです。食文化の継承を
めざし、老舗きしめん店とともに新たな名古屋
名物として開発した「なごめん」は、八丁味噌
ソースで和えて食べるウコンを練り込んだパス
タ感覚のきしめん。吟醸酒粕入り鬼まんじゅう
の「なごみまん」は地域の和菓子処、酒蔵と産
学連携して開発しました。
３つの開発商品はすべて登録商標を取得。今
後もさらなる事業拡大を図ります。

「くるくるなごみかん」
「なごめん」「なごみまん」

「七宝と木曽ヒノキの
アクセサリースタンド」

「のこり染め
PETポンチョ」

社会と関わりながら学ぶ、３つのフィールド

よりアクティブに、よりパワフルに。
４年間の成長が、新たな挑戦の原動力です。

学部には、講義で学んだことを試す場が豊富にあります。得た知識をゼ

ミや実習で試し、課題を発見しては、また学ぶ。その循環の中で、自分

の価値観やリーダーシップのスタイルも見えてきました。大きく成長した

４年間を経て、今後は仕事でもプライベートでも「谷口に任せれば何と

かしてくれる」と頼りにされる人になりたいですね。

地域連携センター

窓口担当として、口座開設から入出金、保険商品などの紹介、相続

の相談まで、多岐にわたる業務を行っています。実家が自営業だった

こともあって経営学に興味を持ちましたが、なかでも意欲的に学んだ

のが金融論。今の私がお客様のライフサイクルに応じて、一緒になっ

て考えたり、アドバイスしたりできるのも、講義やゼミを通して自分の可

能性を広げられたからだと感じています。窓口は金庫の「顔」。これか

らも笑顔を絶やさず、向上心を持って挑戦を続けたいですね。

金融のプロとして、
お客様の期待を
超えるサービスを！

阿知和 亜衣さん
中日信用金庫勤務　2013年卒業
愛知県・私立名古屋女子高校出身

滝 大果さん  愛知県・私立名古屋国際高校出身

経営学部
×
企業

人を動かし、組織をつくり、つくり上げた組織を
活かす仕組みについて理解を深めます。

組織マネジメントコース

個人と組織を活かす！

モノやサービスの企画開発から、販売に至るま
でのプロセスの管理を学びます。

生産マーケティングコース

モノやサービスを生む！

活動の成果を金額で評価する方法を学びます。
会計士や税理士となるための基礎も身につきます。

会計コース

「中小企業の経営戦略」を研究する林
伸彦ゼミは、江戸時代から続く伝統産業
「尾張七宝」の老舗、安藤七宝店株式
会社と連携し、「七宝×エコ」をテーマに
商品開発。４チームによるゼミ内のコン
ペを経て、木曽ヒノキの間伐材を利用し
たアクセサリースタンドのアイデアが採
用され、商品化されました。

「バーチャルカンパニー」の仮想
企業の一つ「CAR-PON」のメ
ンバーが、岐阜の艶金化学繊維
株式会社と連携して、「安全×エ
コ」をテーマに自転車利用者向
けのポンチョ型レインコートを開
発しました。ペットボトルの再生
糸を廃棄野菜や果物の天然色
素で染めて柔らかな風合いを実
現し、ビジネスコンテストや展示
会で高い評価を得ました。

お金から経営を見る！

アクティブに学 ぶ 。愛 知 学 院 大 学の 経 営学 。

プレゼンで
真剣勝負

ネットと足で
かせぐ情報収集

ディスカッション
って結構楽しい

問題発見！

地域連携センター×
経営学部

1年 2年
4年3年

現在

リーダーシップの
不足を痛感

自己分析により
持ち味を発揮！

ゼミナール大会

エリア・リサーチ

チームワークを
意識して取り組む

卒論

就職活動考える癖がつき
思考力がUP



「住む人が住む喜びを感じることができる、さ
まざまな学びのある地域づくり」をめざして、
「地域＝生活を支える現場」に発生する問題
解決に貢献する力を養います。

地域連携センター主導で学ぶ

コミュニティ・
ラーニング

ビジネスゲームを通じて、経
営者としての難しさと楽しさ
をリアルに学びます。

「マネジメント」って、未来を明るくする

ポジティブなやりくり術のようなもの。

人、モノやサービス、お金、情報を

上手に活かして、目標を達成する方法とも言えます。

そのために必要な活動は何だろう？

誰と、どのように、協力し合えばいいだろう？

じっくり考えたら、自分の可能性を信じて

外の世界へと一歩踏み出してほしい。

挑戦の日々は、やがて、社会を動かす力になるから。

グループごとに仮想の企業を立ち上げ、商品開発や商取引を
行うことでビジネスの流れを学びます。メンバーでアイデアを出
し合って事業プランを練り、自分たちで協力企業を探して商品
化に取り組みます。HPやプロモーションビデオの制作も手がけ
るほか、ビジネスコンテストの応募やフェアへの出展、企業との
打合せなど学外活動が多いのも特徴です。

平凡な大学生活を変えたのは、
現役ビジネスパーソンのユニークな先生。

名城公園キャンパス×経営学部

〈専門分野を体系的に学ぶ３つのコース〉

各ゼミからトータルで数十のチームおよび個人がエントリー。
先生やほかのゼミ生たちの前で研究成果をプレゼンテー
ション。研究と準備に数か月を費やし、審査の結果で優秀
賞が決まるとあって、質疑応答にも熱が入ります。大会後に
行われる懇親会は、学年やゼミの垣根を越えた情報交換の
場となっています。

介護・福祉領域のソーシャルビジネスを
テーマに、枠にはまらないアクティブな
活動を行います。タッグを組むのは、
NPO法人全国福祉理美容師養成協
会（ふくりび）。がん闘病中の親を持つ
子どもたちを対象とするサマースクール
を企画・開講したり、授産施設を含めた
地元の製菓企業を支援するフェアへの
出展を手掛けたり。グループごとに実践
的な学びを深めていきます。

就職筆記試験を見据え、
社会人としての基礎力を身
につけます。

授業の枠を越えて学生と接する岩岡先生との出会いに、大きな影響を
受けたと話す2人。彼らは関東や関西まで先生の仕事に同行したり、授
業でラーニング・アシスタント（LA）を務めたり、先生の間近で学ぶ機会
を自らつくり出してきました。外部講師ならではの情報網を持つ先生の
紹介で、NPO法人や企業でのインターンシップもいくつか経験。「まずは
自分をよく知ること！」と話す岩岡先生は、外の世界と大学の架け橋と
なって、学生の可能性を広げるチャンスを与えてくれる心強い存在です。

卒業論文の作成を通して、
それぞれが関心のあるテー
マで研究した成果を論文に
まとめます。

組織マネジメントコース 生産マーケティングコース 会計コース

体
験
に
よ
る
知
識
の
定
着

体
験
に
向
け
た
知
識
の
修
得 理論と実践

理論と実践、すなわち知識の修得と定着を
繰り返しながら学び、深い思考力や
行動力を身につけていきます。

絶えず循環する
学びのサイクル

バーチャルカンパニー

４年間の集大成

卒業研究

海外進出している日本企業や海外の大
学を視察。異文化の空気を感じながら、
グローバル化とは何かを考えます。

海外のビジネス現場を知る！

海外体験演習

仮想体験で経営感覚を磨く

ビジネス・ゲーム
実習

１年次からスタートする

キャリア・デザイン
熱心に学ぶ学生の中には、
TOEICで900点オーバーの
強者も！

グローバルに
活躍するために

ビジネス英語 工夫を凝らしたタイトルの数々。
研究テーマもバラエティに富んでいます！

●鳴き止まないWAON／●YouTuberは、お（い）
しい／●逃げるは恥だが、役に立つ発表～家事代
行サービスについて～／●全米の舌も肥えた！？～
１００円寿司の裏側～／●TVCMの存在意義～結
果にコミットできるのか～

PICK
UP

PICK
UP

新たなビジネスモデルを生み出す

エリア・リサーチ
NPO法人「ふくりび」と協働！

ゼミナール大会

経営学部名物！
1年に1度の一大イベント

興味のある科目は
コースに関わらず
自由に選択できます。

より専門的に学ぶ
２年生春学期の受講が

オススメ！

コース選択は、
１年の秋頃に。

具体的な活動内容や
方法はゼミによってさまざま。
自分に合ったゼミが
きっと見つかります。

実践

実践

実践

実践

実践

理論

GOAL

3COURSES

SEMINAR

START

学生がデザインまで
携わり制作された

地域密着型介護情報誌
フリーペーパー「みかた」

「理論と実践」を特色とする経営学部において、その学びの

中心にあるのがゼミ。講義で得た知識を試す場にもなってい

ます。例えば、研究や活動を進める中でさまざまな問題に直

面したら、知識を活用して解決方法を探り、それを実践するこ

とで経営理論を深く理解する。そんな成長のプロセスを、ゼミ

の先生がきめ細やかにサポートします。

「知識
」と「体験」をつなぐ！

経営学部のゼミ

第一線で活躍する公認会計士や中小企業経営
者、業界大手企業などが講師をつとめる講義。業
界の最新動向や仕事の面白さなど、リアルな情報
を得られることが魅力です。

公認会計士などプロから学ぶ

特別経営講座

●愛知中小企業家同友会

●日本公認会計士
●トランコム

理論
実践

企業経営特論Aでは
西濃運輸と

提携した講義も！

ゼミをきっかけに、
経済新聞やビジネス本を
よく読むように！

無から有を生むこと
個性のあるアイデアの創出は、至難の技。

苦労したことは？Q1

企画が通った！
試作品を手作りして、5～６回提案に通いました。

うれしかったことは？Q2

成長の素！
批判さえありがたいと感じるほど、成長した。

バーチャルカンパニーとは？Q3

バーチャル企業家たちの
「リアルな本音」

理論

理論
実践

理論

実践

理論

実践

理論

実践

「ユースエンタープライズ・トレードフェア2016」に
出展し、新しい発想を認められて
「青少年と科学の会」賞を受賞しました。

南 泰成さん／愛知県立天白高校出身（写真左）
宮原 桂梧さん／愛知県立大府高校出身（写真右）

経営学部
非常勤講師／岩岡 ひとみ先生 NPO法人ふくりび事務局長（中央）

経営学部は
個性的な学生ばかり。
視野が広がり積極的に
行動できるようになります！


