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偏差値だけじゃない大学の選び方

最初に見て
おきたい！

「行ける」ではなく「行きたい」で
大学を選んで欲しい

ア

準に選べばいいのか分からなくなる方も多いと思います。大学は470もの学部が存在すること
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AIDA 式コンテンツガイド

大学は高校までと比べ一段と、進路選択の幅が広くなっています。可能性が広がる分、何を基
からも分かるように、学びの方向性が非常に多様です。社会に飛び立つ前にどの道を助走する
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What？ AIDA 式

AIDA とは、マーケティング用語の、消費者が購買までに抱く心理と行動を表し

のか、この大きな選択を後悔のないよう決めて欲しいと思います。

た
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自分のため、わが子のために
知っておきたい
大学選びのポイント つ

01

1

世間はランキングであふれています。大学もさまざまな調査機関によりランク付けされるこ

3

とも少なくありません。確かに上位に来る大学は魅力的な大学ばかりですが、本当にそれだ

からの成績アップで十分挽回できる時間が残されています。現実を見すぎるよりも大学に対

けで「本人にとって良い」と判断してしまっても良いのでしょうか？

する期待や憧れを勉強のモチベーションにつなげられるよう、応援してあげてください。ま

例えば、人気ランキング1位の化粧品を買ったのに、合わなかったという経験はないでしょ

た、経済的な難しさがある場合においても、特待生制度や奨学金など、努力や工夫次第でど

うか？大学選びもそれと同じです。世間の情報に流されることなく、興味を持った大学は

うにかなることもあります。親御さんはこのあたりをお子さまとしっかり話し合い、ナビ

しっかり調べ、学校見学に参加し、実際に通っている学生や、教えている講師に話しを聞く

ゲートしてあげましょう。

「大学ランキングが上位＝良い大学」は本当？

半分正解ですが…

べきです。そうすれば自分にとって良い大学が見つかるはずです。
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大学選びは就職力がポイント？

数字を鵜呑みにしては危険な場合も…

「行ける大学」と「行きたい大学」どちらに行くべき？

家庭の事情次第ですが、行きたい大学に行くべき！

時期にもよりますが、特に高校2年生になるまでの期間は学力的に難しいと感じても、そこ

4

有名（上位）大学の方が、就職に有利？

就きたい職業によります。

一般の大企業では、よほど突出したアピールポイントがない限り、最初の書類選考は有名
（上位）大学の方が有利な場合があります。ですが、看護系などの専門分野の場合には、付

大学卒業後の進路は就職だけではありませんが、どんな企業に勤めているのか、どんな職種

属の病院を持つ大学のほうが就職しやすいことがあるなど、そういった点を考慮したほうが

が多いのかなど、これは当然気になるところ。しかし、実績数値を見る際には注意が必要で

有利にはたらきます。自分の就きたい職業が決まっている場合は、大学のランクを気にせず

す。例えば、就職率の母数は全卒業生なのかどうかなどの注意点があります（数字を高く見

調べてみるのもいいかもしれません。

せるために母数が就職希望者である場合もある）。大学のサイトに載っている情報で少しで
も不明瞭な部分があれば、直接大学へ聞いてしまうのも手のひとつでしょう。確かな情報を
収集し、統一条件で大学を比較することがポイントです。
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小中高校生の時に
親御さんができる
サポートは？

小学生

自ら学び、勉強する習慣づくりを！

中学生

高校生

小学校のうちから大学を具体的に意識する

やりたいことを
やらせてあげる・認めてあげる

大学受験でも親御さんのサポートは
必要？

のは現実的には難しいでしょう。この時期

この頃になると、小学生の時より意思が

高校生になると、いよいよ希望進路が固

はお子さまが「自ら勉強する習慣」を身に

はっきりとしてきます。早いお子さまだと

まってくる時期です。勉強面ではサポート

つけるようにしましょう。実はこの習慣づ

将来の就きたい職業もイメージできる頃

が難しい親御さんも、一緒に学部を調べて

けを、この時期にやっておくのとそうでは

です。その際、親御さんはそのイメージを

あげたりすることができます。一昔前と違

ないのとでは大きな差がでます。また大学

共有し、やっていることに対し、一方的に

い、今の大学は学部・学科が細かく分かれ

選択の際に自分に合った所を選べるよう、

反対しないで、まずはやらせてあげましょ

ています。そこで何を学べて、どんな未来

興味・関心を広げるように色々な経験をさ

う。思わぬ所で適性が見つかるかもしれま

が待っているのかを一緒に調べると、より

せてあげることも重要です。

せん。

具体的に未来を描けるでしょう。
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青山学院大学

こんなに広い学問領域

大学の学問領域は
どうなっているの？

●数学
●物理学
●化学
●生物学
●地学

文系

農学系統

医療・保健学系統

社会科学系統
●法学・政治学
●経済学・経営学
●社会学・福祉
●政策科学
●国際関係学

芸術系統

●農学
●農芸化学
●森林科学
●獣医畜産学

●医学
●歯学
●薬学
●看護学
●医療技術

人文科学系統
●文学・語学
●史学・地理学
●哲学
●人間科学
●文化学

芸術系

●機械工学
●電気通信工学
●土木建築工学
●応用化学
●応用理学
●材料工学
●生物工学
●経営工学
●デザイン工学

理学系統

入学広報部

知をつむぎ、
世界をむすび、
未来をつくる。

大学で学べる領域は、大きく10系統に分けることができます。

工学系統

理系

Interview

●美術・デザイン
●音楽

青山学院大学
EVENT INFORMATION
●オープンキャンパス
[相模原キャンパス]
７月１７日
（日）
[青山キャンパス]
８月３日
（水）
、
８月４日
（木）
、
８月５日
（金）

※本学Ｗｅｂサイトからの
【事前申込制】
開催日により対象学部が異なります。
詳しくはＷｅｂサイ
トでご確認ください。

家政・生活科学系統
●家政学・生活科学
●食物学
●児童学

教育系統

総合系

●教育学
●教員養成
●総合教育・生涯学習
●体育学

●学園祭
【相模原祭】
１０月８日
（土）
、
１０月９日
（日）
【青山祭】
１０月２８日
（金）
、
１０月２９日
（土）
、
１０月３０日
（日）

教養・総合科学系統

「英語の青山」は今まさに改革のとき
■貴学の学びの特徴を教えてください。
本学は、学部・学科に関係なく履修する幅広い全学共通教養教育システム「青山スタンダード」を
学びの基礎としています。1年次の、学びの導入をスムーズにする
『ウェルカム・レクチャー』、
『フレッ
シャーズ・セミナー』、
『 キャリアデザイン・セミナー』から始まり、1～3年次では、青学生が身につける
べき教養・技能を学ぶ
『コア科目』
を。そして2～4年次には、
コア科目の学びをさらに応用・発展させる
『テーマ別科目』
を用意しています。一例を紹介すると、
キャリア教育の関連科目に「囲碁で養うロジ
カルシンキング」があり、論理的思考力と発想のトレーニング効果を養います。

■大学のアピールポイントを教えてください。
本学では、学部ごとにそれぞれ新しい取り組みを行っています。国際政治経済学部では、2015年度
から卒業単位の半数以上を英語講義科目で修得できるグローバル・スタディーズ・プログラム
（GSP）
が始まりました。GSPにより留学のチャンスが広がり、就職活動においても大きな強みになると考えて
います。
また日本人学生も留学生も、
日本語を介さず英語による授業だけで卒業できる体制を整える
ために、2017年度には文学部英米文学科で「ピース
（PESE）」、
「通訳・翻訳プログラム」をそれぞれ
開始。理工学部では国際的に活躍できる技術者・科学者を育てるために、
「理工学国際プログラム」、
「短期海外研修」などを実施しています。

将来の活躍を見据えた実践的なサポート

●教養・総合科学

■卒業後の進路はどのようになっていますか？
「英語の青山」というイメージが強いかもしれませんが、学生一人ひとりと向き合う、
きめ細かいサポー
トで、就職実績の高さにも定評があります。グローバル化が進み、語学力が必須となっている大手企
業はもちろん、公務員の就職実績も高くなっています。
これを実現するために、1・2年次から自分の興
味・適性について考える機会や進路に合わせたガイダンスを実施しています。就職が本格化する3・4
年次には、最新の就職情報の提供やガイダンス、セミナーなどの実践的なバックアップを行っていま
す。一例として「キャリアチューター」があります。
これは内定をすでに獲得した4年次生が、学生の相
談に親身に応じるものです。ほかでは聞くことのできない情報ばかりなので、参考になると思います。
受験生へ
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学問の幅は非常に多彩！

親御さまへ

今どきの学部はカタカナだらけ？

現在、大学には約470種類の学部と約1700種類の学科が置かれて

一昔前ですと、文系なら文学部、法学部、理系なら工学部、理学部

います。社会のニーズや職業の広がりにより、学部・学科の数も増

と連想しやすいものが多くありましたが、いまでは、パッと聞いて

えてきているのです。同じ学部・学科名でも大学によって学ぶ内容

何を勉強するのか分からないカタカナ学部が多くなっています。今

が異なることもありますので、自分の学びたい分野が絞り込めてい

の世の中は職業も多くなり、世界で活躍する人材が増えてきている

るのであれば、比較検討することをおすすめします。

時代です。聞いたことがない学部に行きたいとお子さまから言われ

■これから受験しようと考えている人にアドバイスをお願いします。

【大学プロフィール】
▶住所：〒150-8366
4-4-25

東京都渋谷区渋谷

▶電話：03-3409-0135（入学広報部入学
広報課）

たときも拒絶反応を起こさず、一体何を学べる学部なのかを一緒に

▶アクセス：各線
「表参道」
駅より徒歩5分。
「渋谷」
駅より徒歩10分

調べてあげましょう。

▶学校サイト：http://www.aoyama.ac.jp/

次ページでは実際に大学でどんなことを学べるのかを見ていきましょう！

世界が激動するなかで、単にその目先を追うのではなく、受験生の皆さんが活躍する将来の社会を見
据えた学びを提供するために、青学は改革の歩みを進めています。本学には、語学教育だけでなく、
興味深い専門分野が揃っています。やりたいことを見つけ、
自分に合う分野を決めたら、大学4年間を
自分への投資期間ととらえ、
自己規律をもって勉学や仲間との切磋琢磨に努めてください。自らの軸
をもち主体的に学ぶことができれば、
あなただけの付加価値を身につけることができるはずです。そし
て、
その能力を自分だけでなく他者に役立てる存在になってほしいと思います。
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2018年4月完成予定
開校130周年記念棟
（最終整備イメージ図）

インタビュー
駒澤大学

Interview

インタビュー

入学センター

上智大学

全学生が同じキャンパスで学ぶ、
知的刺激に満ちた総合大学
駒澤大学
EVENT INFORMATION
●オープンキャンパス
7月17日(日)
7月18日(月)
8月6日(土)
8月7日(日)
9月11日
（日）
10：00〜16：00
（入退場自由）

ワンキャンパス。多彩な学びと出逢い。
■貴学の学びの特徴を教えてください。
学生は特定の学問分野を自らの専門として選び、探究していきますが、
「総合大学」の魅力は、そう
した専門分野の探究にとどまらず、
自分の専門以外の多種多様な学問や知識に触れることができる
点です。この点で駒澤大学は、仏教、文、経済、法、経営、医療健康科学、
グローバル・メディア・スタ
ディーズの7学部が実際にひとつのキャンパスにまとまった本当の「総合大学」、多種多様な知的魅力
に溢れた知識の宝庫、
まさに豊かな知的カオスです。駒澤大学は、最先端の学問研究を行なっている
教授陣を各学部・学科に配し、
リベラルアーツの分野でも各学界のスペシャリストを擁している点で、
他大学の追随を許しません。

上智大学
EVENT INFORMATION
●オープンキャンパス
7月31日
（日）
8月1日
（月）
8月2日
（火）

※日程ごとに開催学部が異なります。
詳細は、本学webページをご確認ください。

■大学のアピールポイントを教えてください。
渋谷駅から、電車で7分。世田谷の落ち着いた街の一角に、全7学部17学科、
およそ15,000人の学

自のプログラムの実施。国際協力の専門家に求められる知識・技能・経験を身につける機会を提供し
ています。

それが駒澤大学です。

挑戦するあなたを後押しする取り組み

2018年4月には新校舎（開校130周年記念棟）が完成予定。多機能・最先端の教場とPC教場、
グ
ループ学習室、多目的ホール、1,600席の学生食堂、開放的なテラスなどを整備します。
また、
自然エ
ネルギーを活用して周辺環境に配慮し、災害時の防災拠点としても機能します。

▶学校サイト：https://www.komazawa-u.ac.jp/

れぞれのプログラムは、長い就職活動において、内定への道しるべとなることでしょう。

■卒業後の進路はどのようになっていますか？
【大学プロフィール】

駒澤大学
受験生サイト
▼

職ゼミ、面接対策、
マスコミ・エアライン講座など多数の支援講座を用意。
このように充実したサポート体制で、学生のキャリアデザインをバックアップしています。

■これから受験しようと考えている人にアドバイスをお願いします。
大学を受験する前にまず、
自分自身がどういう人間になりたいか、
目的を持って入学してほしい。駒澤
大学ではワンキャンパスという環境を生かして、
すべての学生がさまざまな分野の人々や学びに触れ
あうチャンスがあり、
そこから芽生える信頼関係や知識は、生涯にわたって大切な財産となります。
ま
た、禅の精神を学ぶことで時代に流されず、
その動きを正確に洞察し、現代を生き抜く力を養います。
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本学のインターンシップ科目では協定を結んだ実習先（グローバル企業、国際機関の日本代表部、

▶住所：〒102-8554 東京都千代田区紀尾
井町7－1

国際協力団体、報道機関、
シンクタンクなど）
でインターンシップ（就業体験）
をし、事前・事後の講義

▶電話：03-3238-3167

じ、大学で学んだ専門知識や技能をグローバル社会の中でどのように活かすのか、
あるいは自分が残

▶アクセス：JR中央線、東京メトロ丸ノ内
線・南北線/
「四ッ谷」
駅麹町口・赤坂口から
徒歩5分
▶学校サイト：http://www.sophia.ac.jp/

また、就職・資格講座も積極的に行っています。教職課程、教員採用試験対策、公務員試験対策、就

もっとこの大学を知りたい

学にはあります。世界への道をVOYAGE＝航海に例えるならば、学生の数だけ航海があると言えま

会も幅広く提供しています。更に、
Ｊ
ＩＣＡ
（国際協力機構）
とパートナーシップを結び、
シンポジウムや独

そしてそれは、
自分とは「違う」人との交流から生まれます。たくさんの「違い」がひとつに集まる場所、

としたものまで、幅広く用意されています。
この量と質こそが、駒澤大学のもうひとつの大きな特長。そ

なグローバル社会対応力や、他者と交渉し理解させる実践的教養を身につけられる学びの環境が本

ができます。
また、40ヶ国242校の協定校での交換留学、現地体験型学習などの海外での学びの機

もしろさ。

一人ひとりの就職活動をサポートするキャリア支援プログラム。3・4年生だけではなく、1・2年生を対象

において、多様性のあるグローバル社会に対する力が求められており、
それは、世界の多様性を理解
し、
さまざまなレベルの問題を解決できる高度な教養により実現されます。問題に向き合うために必要

ル・コンピテンシー・プログラム
（ＧＣＰ）
を始めとしたプログラムを通じて高度な教養を身につけること

逢いです。それまで考えてもみなかったことや、予想もしていなかったものの発見こそが大学で学ぶお

■卒業後の進路はどのようになっていますか？

つ、問題に寄与する高い志をもった人を育てたいと考えております。私たちは、変化の激しい現代社会

に、本学では、留学カウンセリングやキャリアセンターなどのサポートで多様なニーズに応え、
グローバ

義が受けられると同時に、サークルをはじめとした課外活動にも活気がみなぎっています。学びとは出

▶アクセス：東急田園都市線
「駒沢大学」
駅
（東急田園都市線「渋谷」駅より約7分。準
急または各駅停車をご利用ください）

本学は、
「Men and Women for Others , with Others」の精神のもと、地球的な視野に立ちつ

「将来、何をしたいか、そのために何が必要なのか」を自ら考え、設計することが必要です。そのため

すベての学部・学科が一カ所に集まることで学部の垣根を超えた教育システムのバラエティ豊かな講

▶電話：03-3418-9048

■貴学の学びの特徴を教えてください。

■大学のアピールポイントを教えてください。

本学の大きな特徴のひとつが、
この「ワンキャンパス」です。

4年間を通して実施されるキャリア・就職支援

全学生自らが設計し航海へ

す。本学であなただけのVOYAGEを見つけてください。

学の理念に掲げ、前身である「学林」から数えれば、420年以上に及ぶ長い歴史と伝統があります。

▶住所：〒154-8525 東京都世田谷区駒
沢1-23-1
（駒沢キャンパス）

入学センター

世界に挑戦するための
「自分だけの」グローバル教育

生が学ぶ駒澤大学のキャンパスがあります。開校は130年前の1882年。仏教の教えと禅の精神を建

【大学プロフィール】

Interview

もっとこの大学を知りたい
資料請求
▼

受講や課題提出を行うことで全学共通科目
（選択科目）
の単位が付与されます。就業・実務経験を通
りの大学生活で何を学ぶべきか、
といった気づきを得るため、主体的に学ぶ姿勢が求められる科目で
す。現在、実践型プログラムの体験者たちが様々なグローバル企業で活躍しております。

■これから受験しようと考えている人にアドバイスをお願いします。
2013年にSGUに採択されたことを機に、本学らしいグローバル化とは何かを考え、改革を進めて参り
ました。その一環として、通常の一般入試とは異なる、外部英語検定試験であるTEAP（アカデミック
英語能力判定試験）
を利用した「一般入試（TEAP利用型）」を、2017年度よりすべての学部・学科に
おいてTEAPの出願資格を４技能といたします。大学独自の英語試験は行わず、事前にＴＥＡＰ
（年３
回実施）
を受験し、学科が設定するＴＥＡＰ基準スコアを満たすことで出願が可能です。
一般入試（学科別）
と
（TEAP利用型）
の併願も可能ですので、志望学科への受験機会の拡大として
活用してください。
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インタビュー
成蹊大学

Interview

インタビュー

入試センター

専修大学

成蹊大学が
社会から評価される理由
成蹊大学
EVENT INFORMATION
●オープンキャンパス
8月6日
（土）
、
8月7日
（日）
10月2日
（日）
、
11月20日
（日）
10：00〜16：30
（16：00受付終了）
11月20日は大学祭期間中

高い教育力と整えられた教育環境
■貴学の学びの特徴を教えてください。
■「少人数教育」
「個性尊重の人格教育」の伝統と歴史
成蹊大学は教育者・中村春二が開塾した「成蹊園」に始まります。
「個性の尊重」
「人格の陶冶」
「勤
労の実践」を教育理念とした「成蹊実務学校」を1912年に創立。今村繁三（今村銀行頭取）
が経済
基盤を、岩崎小弥太（三菱財閥社長）が経営基盤を整え、1925年、
７年制の「成蹊高等学校」に発
展。
「少人数による個性尊重の人格教育」の伝統は、経済学部・法学部・文学部・理工学部を擁する
総合大学となった現在も、ゼミ・研究室での学びを中心とした教員と学生の距離の近さ＝大家族的な
「つながり」という特徴と、旧制高校のリベラルな学風とともに承け継がれています。

培われる強い「学士力」。
そして
“就職の専修”
専修大学
EVENT INFORMATION
●オープンキャンパス
7月17日
（日）
8月6日
（土）
8月7日
（日）
8月28日
（日）
11月6日
（日）
2017年3月26日
（日）

■大学のアピールポイントを教えてください。

■貴学の学びの特徴を教えてください。
「社会・人文科学系総合大学」という強みを活かし、幅広い学問領域から自らが本当に学びたい分野
を選択することができます。その中で学士課程教育（学部段階の教育）の充実を推進し、社会から要
請される「学士力」を培うとともに、
自らの成長に向けて学び続ける力を養うことで、社会に出てからも
必要とされる高い知識や能力を確実に身につけることができます。更には、
グローバル化の推進と異
文化交流の拠点として、
「専修大学国際交流会館」が完成。本学留学生との協働生活を通じた異文
化理解や、
コミュニケーション力を養う「寮内留学プログラム」を実施しております。

■大学のアピールポイントを教えてください。

■ゼミとワンキャンパス

に、社会が求める人材を育成していることと、学生の意欲や未来の可能性を社会とつなぐ仕組みがあ

経済・法・文学部では1年次からゼミに、理工学部では3年次後期から研究室に所属することを必修

るからです。そして、熱意ある教職員・卒業生によってこの仕組みを運営し、学生の希望を実現するた

化しています。発表や議論を通し専門性を高めるだけでなく、学生同士や教員との密なつながりの中

め「キャリアデザイン」
「就職支援」
「資格・採用試験」
「留学・国際交流」
「奨励・奨学生制度」
「ITス

で、文化や価値観などの背景の異なる他者を受け入れながら相互理解を深めます。
この中で課題の

キル」で独自のプログラムをつくり、手厚いサポートを実施しています。
また積極的な企業との関係構

発見、協働して解決に当たる主体的なコミュニケーション能力を身につけます。
また、文系理系全ての

築に努め、学生一人ひとりが自分に合った将来を選択できるよう、専門スタッフがきめ細かく指導して

学生が入学から卒業まで一つのキャンパスで学生生活を送ります。キャンパスは風格のある建築物と

います。

希望の進路へ 頼りになる就職支援

わせ、課外活動にも力を注ぐことができます。

卒業生の活躍と企業との信頼関係
▶住所：〒180-8633
東京都武蔵野市吉祥寺北町3-3-1

7学部17学科から選べる豊富な分野

専修大学の卒業生は社会に出てからが違います。本学のビジョンである
“社会知性の開発”
をテーマ

欅の緑に囲まれ、教室・研究室のほか学生会館や体育施設なども敷地内にあり、学修・研究活動とあ

【大学プロフィール】

入学課

Interview

■卒業後の進路傾向を教えてください。

■就職支援の取り組みについて教えてください。
【大学プロフィール】

本学の就職サポートの特徴は、事前予約や時間制限を設けない、就職課スタッフによる「個別就職相
談」です。
さらに多彩な就職プログラムにも定評があり、全国で初めて導入して以来30年以上の歴史

成蹊大学の教育環境の下で育った卒業生が各分野で存在感を示して活躍することにより、社会から

▶住所：東京都千代田区神田神保町3-8／
神奈川県川崎市多摩区東三田2-1-1

を持つ1泊2日の「就職合宿研修会」では、大手企業の採用担当者を招いての模擬面接など、実践的

▶電話：0422-37-3533

の高い評価に結びついています。伝統と現代のニーズを融合させた少人数教育により、充実した4年

▶電話：03-3265-6677／044-911-0794

なトレーニングを実施。また、学内では各業界のリーディングカンパニーの採用担当者による企業情

▶アクセス：JR中央線・総武線、京王井の頭
線
「吉祥寺」
駅下車

間を過ごした学生たちの総合的な能力と卒業生の活躍、企業との相互信頼関係に基づく着実な就職

報、採用情報の説明会や、卒業生による「学内OB・OG相談会」、4年次生がより身近な立場から実

■主な就職先（2016年3月卒業生）

▶アクセス：
【神田キャンパス】
「 水道橋」駅
西口より徒歩７分:
「九段下」
駅出口5より徒
歩3分、
「神保町」
駅出口A2より徒歩3分／
【生田キャンパス】
「 向ヶ丘遊園」駅北口よ
りバス約10分または南口より徒歩14分

三菱東京ＵＦ
Ｊ銀行/ みずほフィナンシャルグループ/ 三井住友銀行/ 三菱ＵＦ
Ｊ信託銀行/ 三井住友

▶学校サイト：http://www.senshu-u.ac.jp/

■これから受験しようと考えている人にアドバイスをお願いします。

▶学校サイト
http://www.seikei.ac.jp/university/

もっとこの大学を知りたい
入試情報サイト
s-net
▼

実績から、
「就職に強い成蹊」として評価されています。

信託銀行/ 東京海上日動火災保険/ 三井住友海上火災保険/ 三菱商事/ 三井物産/ 丸紅/ 三越

践的なアドバイスをしてくれる「学生就職アドバイザー」などを開催。就職活動期の学生を万全の体
制で支援しています。

専修大学では、
自分の将来を見つけるためのきっかけを提供する、
キャリアデザインあるいは就職支

伊勢丹/ 第一三共/ キリン/ キユーピー/ カゴメ/ 新日鐵住金/ 日立製作所/ 東芝/ 富士通/ 三菱

援プログラム、難関資格・採用試験合格の実力が身につくビルトインスクール方式や、初心者から無理

電機/ パナソニック/ 全日空/ 本田技研工業/ 日産自動車/ 富士重工業/ ＪＲ東日本/ ＪＲ東海/

なくレベルアップがはかれるITスキル講座など、学生の夢をかなえるための様々な機会を用意してい

ＮＴＴ東日本/ ＮＴＴドコモ/ ＫＤＤＩ/ バンダイ/ 東京ガス/ 国家公務員など

ます。
また、学内にいながら世界をその目で確かめることのできる国際交流プログラム、学ぶ意欲を刺
激するコンテストや奨励・奨学生制度など、
あなたの力を試すチャンスがたくさんあります。専修大学独
自のプログラム「サポートシステム」で、学生のやる気を支え、
さらなる充実をはかりながら
“社会知性
の開発”
を実践的にサポートします。
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インタビュー
拓殖大学（国際学部）

Interview

インタビュー

甲斐 信好教授

中央大学

世界に自分を拓く国際学
ひ

拓殖大学
EVENT INFORMATION
●オープンキャンパス
8月７日
（日）
・8日
（月）
、
8月27日
（土）
●キャンパス見学会
【要事前予約】
文京：7月28日
（木）、
9月14日
（水）
・22日
（木・祝）
八王子国際：9月17日
（土）

※秋のイベントについてはHPをご覧ください

■貴学の学びの特徴を教えてください。
本学は、1900（明治33）年に桂太郎公爵（1901第1次桂内閣発足）
により、台湾協会学校として台
湾開発に貢献する人材の育成を目的に設立されました。この建学の精神のもと、世界で活躍できる
タフな人材「拓殖人材」育成に日々励んでいます。学びの特徴はいくつかありますが、
その一つとして
は、徹底した英語教育とアラビア語、
タイ語、ベトナム語など主にアジア圏を中心とした言語を学べる
点です。
これは1年次に一通り体験してから選択することができるので、最初は知らなかったり興味の
なかった言語でも、学びやすいようになっていると思います。

中央大学
EVENT INFORMATION
●オープンキャンパス
7月24日(日)
【多摩キャンパス】
8月19日(金)
【多摩キャンパス】
8月6日(土)
【後楽園キャンパス】
8月7日(日)
【後楽園キャンパス】

▶学校サイト：http://www.takushoku-u.ac.jp/

もっとこの大学を知りたい
LINE＠
公式アカウント開設！
▼

もと本学は誕生しました。現在ではこの思いは「行動する知性。
－Knowledge into Action－」とし
て受け継がれ、6学部24学科を擁する総合大学へと発展しました。文系も理系も1つに集結した"All
in One Campus”
だからこそ実現した、学部横断型のFLP（ファカルティリンケージ・プログラム）、
ア
カデミック・インターンシップなどここでしか学ぶことができないことがあり、
日本国内だけでなく、世界
で活躍できる人材育成に努めています。

2003年度からスタートした、
ファカルティリンケージ･プログラム(FLP)は、所属学部で主専攻の課程

タントなど実践分野で活躍している者が多くいます。そのため、実際に体験した人でしか分からない話

を修めるという基本的な枠組みのもとに、学部の枠を越えて設けられた新たな知的領域を系統的・体

を学生にすることができます。二つ目は「現地・現場主義」です。1年次にインドネシア、
カナダ、韓国、

系的に学修することができます。現在、
「環境」
「ジャーナリズム」
「国際協力」
「スポーツ・健康科学」
「地域・公共マネジメント」の5プログラムを開設しています。
また、
アカデミック・インターンシップは正

ちろんですが、歴史や社会、
そしてその国の現在を学ぶ良い機会にもなっています。
どんな学生でも、

規授業科目として単位修得ができる就業体験で、
目標が見つかっている人は自分の専攻分野を深め

行く前と後では行動や考え方が変わるほど、良い刺激になっていると思います。

ることができ、見つかっていない人はさまざまな体験を通し、
目標を見つけることができます。

日本を飛び越えた文系女子

難関試験で抜群の合格実績

子学生ですね。10年前になりますが、彼女はアフリカで活動している日本の掘削機メーカーに就職し、

▶アクセス：JR中央線・京王線「高尾」駅南
口 下車 京王バス直通5分 (1番乗り場"拓
殖大学"行き)

1885年（明治18年）、18人の若き法律家たちによって、
「實地應用ノ素ヲ養フ」という建学の精神の

一つ目は徹底した「実践主義」ですね。本学部の教員は、国際協力の現場、政府機関、銀行、
コンサル

卒業生は色々な場所で活躍していますが、私がとくに印象に残っているのは、私のゼミの卒業生の女

▶電話：042-665-1448 (国際学部 学務課）

■貴学の学びの特徴を教えてください。

■大学のアピールポイントを教えてください。

■卒業後の進路はどのようになっていますか？

▶住所：〒193-0985 東京都八王子市館町
815-1

実社会で役立つ“実学志向”

■大学のアピールポイントを教えてください。

タイ、中国、
フィリピン、
マレーシアの7か国で短期研修することができます。
これは言葉を学ぶことはも

【大学プロフィール】

入学センター

世界と日本の「中央」へ。

ら

世界で活躍できるタフな「拓殖人材」育成！

Interview

建設現場で働いてみたいと言い出しました。
「文系は採らない、大学院生しか採らない、女性は採らな
い」と言われていた企業です。
しかし、
その3重苦の中、熱意で何とか採用してもらい、
アフリカで井戸
を掘ったり、沖縄の近くの島で温泉を掘ったり、渋谷のヒカリエで基礎工事に携わったりすることがで
きました。今はその会社を退職し、
ヨルダンでシリア難民の受け入れをしています。
まさにタフな「拓殖
人材」だと思っています。

■これから受験しようと考えている人にアドバイスをお願いします。
まず好きな国、興味のある国を持ってほしいですね。私は「好きな人がいればいるほど毎日が楽しいよ
ね。同じように好きな国が多いほど人生は楽しい」と、学生に言っています。確かに語学を学ぶことは
大切ですが、海外で現地の人と働くにはまず、
その国が好きなことが大切です。国際学の基本は困っ
ている人に手を差し伸べることですが、
これは日本という豊かな国にいてはなかなか気づきにくい。実
際に海外に行き、色々な体験をすることで初めて学ぶことでもあります。
まずは自分が行ってみたい国

■資格や就職について教えてください。

【大学プロフィール】
▶住所：〒192-0393 東京都八王子市東
中野742-1
（多摩キャンパス）
〒112-8551 東京都文京区春日1-13-27
（後楽園キャンパス）
▶電話：042-674-2144
▶アクセス：多摩モノレール「中央大学・明
星大学」
駅より徒歩0分
（多摩キャンパス）
丸ノ内線・南北線
「後楽園」
駅(4a出口)より
徒歩5分
（後楽園キャンパス）
▶学校サイト：http://www.chuo-u.ac.jp/
index.html

もっとこの大学を知りたい
LINE＠
公式アカウント開設！
▼

資料請求
▼

本学には、炎のように燃える情熱を込めて勉学に励めるよう名づけられた「炎の塔」があります。棟内
には法職多摩研究室、経理研究所研究室、公務員多摩研究室などがあり、学生同士が切磋琢磨でき
るようになっています。
また法科大学院進学、難関国家資格・公務員などの試験合格をサポートする
ために、対策講座やセミナー、相談会などを開催しています。その結果、司法試験の法科大学院別合
格者数において、合格者数上位にランクインしています。2015年の法科大学院別合格者数において
は、全国第1位となる170名の合格者を輩出しました。司法試験と並ぶ難関国家資格の公認会計士
試験においても毎年数多くの学生が合格し、2015年度においては「1年生（19歳合格者（最年少）
を
含めて合格者5名」を輩出しています。
また、本学では、学生自身が将来を見通した「自分らしい生き方」
（＝）
キャリアを見い出して、卒業後の
社会人としての自分を描くことができるよう、
１年次の早い時期からガイダンスや講演会など、独自の
プログラムを展開しています。これらのサポートは年間で延べ200日以上にのぼり、多摩キャンパス・
後楽園キャンパスのそれぞれで実施しています。そうしたサポートもあり、就職決定率は驚異の97.9％
（2016年4月18日現在）
と非常に高い数値を誇っています。

を見つけること、
それが国際学を学び、世界で活躍する第一歩だと思います。

12

13

インタビュー
日本大学

Interview

日本大学の注目学部
をピックアップ！

インタビュー

学務部入学課

日本大学

日本最大級の総合大学が目指す
“自主創造型パーソン”の育成とは
日本大学
EVENT INFORMATION
学部ごとにオープンキャンパス・進学相談会を開催し
ます。
詳細は本学ホームページ等でご確認ください。

●日本大学入試相談会
11月20日
（日）
10：00～14：00

（予約不要・入退場自由）
場所：日本大学会館
東京都千代田区九段南4-8-24
JR・地下鉄「市ヶ谷」駅下車徒歩2分
主な内容
・個別進学相談
・2016年度入試問題実物、
学部要覧・シラ
バス等の展示
・2017年度入試資料配布
・映像による大学・学部紹介
・本学入試に関する講演 ほか

日本大学（生産工学部）

■貴学の学びの特徴を教えてください。

EVENT INFORMATION

の興味や将来の目標に合わせて専門分野を学んでいます。人文・社会系の法・文理・経済・商・国際
関係・危機管理、理学・工学系の理工・生産工・工・生物資源科、医歯薬系の医・歯・松戸歯・薬、
およ
び融合分野の芸術・スポーツ科各学部において、専門科目の授業の多くは少人数制で行われ、学生
が主体的に参加し、双方向の対話を通して学んでいくことを大切にしています。
また、本学では専門分
野だけではなく教養教育にも力を入れることで、広い視野を持ち物事を多角的に分析できる人材の養
成を目指しています。

■大学のアピールポイントを教えてください。
本学は日本一教育力のある大学を目標に、卓越した創造力・判断力・コミュニケーション力をもつ人間

●オープンキャンパス
7月17日
（日）
8月6日
（土）
8月7日
（日）
●オープンラボ
11月6日
（日）
●一般入試対策講座
11月27日
（日）

▶電話：03-5275-8001
（学務部入学課）
※学部ごとにキャンパスを展開しています。
▶学校サイト：http://www.nihon-u.ac.jp/
admission_info/

生産工学部の学びの特徴は、実社会に出て、即戦力となれるようなたくましい学生を育てるカリキュラ
ムにあります。代表的なものとして、学部創設時から行っている「生産実習」があります。
これは、夏休
みなどを利用して、企業あるいは官公庁などで一定期間の実習を体験し、実社会で必要な知識と技
術を学んでもらいます。インターンシップを実施している大学もありますが、他大学と異なる点は、選択
ではなく、全学生が3年次に必修科目として学ぶ点にあります。
また、実験や実習が多いところも本学
部の特徴です。やはりものづくりの現場は、手を動かすこと、
チームで動くことが重要なので、
この点も
こだわっています。

■アピールポイントを教えてください。
「技術と経営を学べる」ところですね。
これからのものづくりに求められるのは、高い技術力だけではあ
りません。安全性や製品性能、使いやすさ、
デザイン性の高さ、価格設定なども重要な要素となってき
ます。
これらを満たしたものづくりをし、
さらにそれを消費者の元に届けるには、当然、経営センスや総

「全学共通初年次教育科目
（自主創造の基礎）」において、大学生として基礎となる一歩を踏み出

学系科目群」を設置してあり、経営管理、技術者倫理などが学べます。
また、新しいプログラムとして、

し、主体的に学ぶ資質を育成したうえで、学部を問わず全学生に共通して必要となる教養を養う「全

「Entre-to-Be」
（事業継承者・企業家プログラム）
を今年度から始めました。
これは日本大学の総合

学共通教育プログラム」において、総合大学としての強みを生かした幅広い科目を設置し、学生の視

大学としてのスケールメリットを生かし、生産工学部と商学部の連携による特別プログラムで、
より広

野を広げていきます。そのほか、他学部・他学科の科目を学べる「相互履修制度」や「遠隔授業」も実

い経営思考を持ったエンジニアを育てるプログラムになっています。
また、学生たちのものづくりを支

施しています。

援する施設として「未来工房」があります。未来工房には常駐のスタッフもおり、
自由な創作活動の場

本学では、全国トップクラスの規模となる人事担当者の講演や、担当者と直接面談できる「合同企業
東京都千代田区九

■貴学部の学びの特徴を教えてください。

合的なマネジメント能力が必要になってきます。生産工学部では、
これらを体系的に学べる「生産工

として利用されています。その他にも学生のための「ものづくりプロジェクト」などもあります。

広がるものづくり現場での女性の活躍

■就職支援について教えてください。
▶住所：〒102-8275
段南4-8-24

経営センスを持ったエンジニアを育てる

性豊かな人材「自主創造型パーソン」の養成を目指しています。アクティブ・ラーニングを取り入れた

全学を挙げて就職活動をサポート
【大学プロフィール】

南澤 宏明教授

技術×経営をしっかり学べる大学

幅広い学問領域と徹底した少人数制教育
本学は総合大学として、幅広い学問分野を網羅する16学部87学科を設置し、学生たちはそれぞれ

生産工学部

Interview

研究会・就職セミナー」など、全学対象の就職支援プログラムを数多く実施しています。
また、各学部
の特色を生かした様々な支援プログラムも実施しています。全学で約70名の専任スタッフを配置し、
各学部の連携による支援体制を整えているほか、
日大生のための就職サイト
「NU就職ナビ」には約
16万件の企業情報や約1万件の求人情報に加え、卒業生情報、先輩たちの就職活動報告書などが
掲載されています。
さらに、多方面で活躍する卒業生の絆も在学生の就職活動を支えています。

■これから受験しようと考えている人にメッセージをお願いします。
本学は、教育理念である、
自ら考え、
自ら道を切り拓き、
自ら創造できる「自主創造」の精神を持った人
材の養成を目指しています。本学の学生は、将来の進路や希望に応じて段階的・系統的に専門性を
深めながら、実社会で必要とされるリーダーシップ、
プレゼンテーション能力、
コミュニケーション能力を
身につけていきます。それらは、長い人生の中で皆さんにとって大きな力になるはずです。私たちは、
日
本最大級の総合大学として、人々の交わりを大切にし、
自由闊達な発想を育む「学びの場」を用意し
て皆さんをお待ちしています。

■卒業後の進路はどのようになっていますか？
【大学プロフィール】

大学院に進学する人も多くいますが、9つの学科があるので、就職先は様々です。
ものづくりに関連す

＜津田沼キャンパス＞

る製造業や建設業、ITに関連する情報サービス業、流通業、食品業、銀行、教育機関、官公庁など本

▶住所：〒275-8575 千葉県習志野市泉町
1-2-1

も本学部の特徴です。
これは在学中に実社会を経験する生産実習（前述）の成果と思っています。
ま

▶電話：047-474-2201
▶アクセス：京成本線「京成大久保」駅より
徒歩約10分
＜実籾キャンパス＞
▶住所：〒275-8576 千葉県習志野市新栄
2-11-1

当に多くの方面に就職しています。就職率は高くほぼ99％です。
また、就職後3年の離職率が低いこと
た、近年の傾向として、
いわゆる「リケジョ」と呼ばれる理工系女子が社会から注目されており、
ものづ
くりの現場でも本学部の女子学生が大いに活躍しています。創生デザイン学科では約40％が女子学
生です。本学部では女子中高生を対象としたキャンパスカフェも実施していますので、本学部での学
び、卒業後の進路等、興味のある方はぜひお越し下さい。

■これから受験しようと考えている人にアドバイスをお願いします。

▶電話：047-474-2801

本学部に限らず、
これから受験をしようと考える人は、
自分が何をやりたいのか、そのためには何をす

▶アクセス：京成本線「実籾」駅より徒歩約
10分

れば良いのかを考えることが大切だと思います。1年後、5年後、10年後、
自分はどのようになっていた

▶学校サイト：http://www.cit.nihon-u.ac.jp/

いのかを考え、
そのなりたい自分になるためには何をしなければならないのかを真剣に考えて下さい。
そして、そのためには、いろいろなことに興味をもったり経験したりすることが重要だと思います。その
中から、
自然に自分のやりたいものが見つかるかもしれません。あと、最初が肝心です。入学後につま
ずかないように、
しっかりと勉強しておきましょう。
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インタビュー
法政大学

Interview

入学センター

明治大学

チャレンジ精神を持った
「自立型人材」育成を目指して
法政大学
EVENT INFORMATION
●オープンキャンパス

変化を恐れず、常に挑戦し続ける大学
■貴学の学びの特徴を教えてください。
本学は1880年、
自由を求める気運が高まっていた時代に、東京法学社として設立されました。
「自由

全キャンパス・全日程入退場自由
【市ケ谷キャンパス】
8月7日
（日）、8月21日
（日）、8月22日
（月）
各日 10:00〜16:30

対象学部：法、文、経営、国際文化、人間環境、
キャ
リアデザイン、
デザイン工、GIS、経済、社会、現代福
祉、
スポーツ健康学部
※経済、社会、現代福祉、
スポーツ健康学部は
8/7,21のみ参加
※一部事前予約制

と進歩」の学風のもと、既成概念にとらわれない自由な発想で考え、新しい問題に積極的にチャレン
ジする「自立型人材」を育成しています。
2014年には文部科学省の「スーパーグローバル大学創生支援」に採択され、
日本のグローバル化を
リードする大学として、語学力の強化、異文化理解をはじめ、
グローバル実践力の強化に重点的に取
り組んでいます。本学で培ったグローバルスキルは、世界に一歩を踏み出し、
自信を持って生き抜いて
いく力になります。

■大学のアピールポイントを教えてください。

【多摩キャンパス】
8月6日
（土）、8月20日
（土）
各日 11:00〜15:30

グローバル人材育成プログラムの中から、
３つの取り組みを紹介します。
１つは「ERP（英語強化プロ

【小金井キャンパス】
8月6日
（土）、8月27日
（土）
各日 10:30〜15:30

スにいながら外国人留学生と日常的なコミュニケーションの機会を持つことができます。3つ目が充実

対象学部：経済、
社会、
現代福祉、
スポーツ健康学部

グラム）」。空き時間を利用し、無料で受講することができます。授業は少人数・双方向形態で、全て英
語で行われるため、実践的な英語力を身に付けることができます。
２つ目は「Gラウンジ」で、
キャンパ
した留学制度。学部独自の留学制度・海外研修制度があり、例えば法学部国際政治学科ではイギリ

対象学部：情報科、理工、生命科学部

スのオックスフォード大学で短期研修を行います。
また、学部を問わず、約１年間の留学ができる「派
遣留学制度」では、派遣先の授業料が全学免除されるうえ、派遣留学生全員に100～70万円の奨学

Interview

インタビュー

広報課＆国際日本学部

国際日本学科

3 年生

本田 莉菜さん

目標が見つからない人も
見つけられる大学
明治大学
EVENT INFORMATION
●オープンキャンパス
【駿河台キャンパス】
8月2日
（火）
、
3日
（水）
、
4日
（木）
※駿河台キャンパスは事前参加登録制です。

【生田キャンパス】
8月7日
（日）
、
8日
（月）
【中野キャンパス】
8月18日
（木）
、
19日
（金）
●学園祭
【明大祭】
10月29日
（土）
、
30日
（日）
、
31日
（月）
【生明祭】
11月18日
（金）
、
19日
（土）
、
20日
（日）

金が給付されるなど、手厚いサポート体制が整っています。

充実したプログラムで学生をサポート
（広報課）
■貴学の学びの特徴を教えてください。
本学は10学部28学科の多様な学びを展開し、所属学部以外の授業を受けられる「他学部履修制
度」を設けています。
この制度により、興味のある分野だけでなく、異なる分野の学問も学ぶことがで
きるので、
自分のやりたいことが見つけられていない学生も、見つけられる可能性がぐっと広がります。
また、大規模大学でありながら、1・2年次から少人数教育を行っています。知識や理論だけでなく、問
題発見・解決力や、
プレゼンテーション能力を磨き、大学で学ぶうえで必要な「主体的に学ぶ力」を、早
期から身につけられる環境になっているのも大きな特徴だと考えています。

■大学のアピールポイントを教えてください。
近年力を入れていることの一つに「留学プログラム」の充実があります。世界48か国、284地域以上
の大学とのネットワークを活かし、
プログラムを実施しています。2014年にはスーパーグローバル大学
にも選ばれ、国際力の育成強化に取り組んでいます。
また、留学先で学んだことを、卒業してからも無
駄にしないために、学生一人ひとりが希望する職業につけるようしっかりサポートしています。1・2年次
の早期からキャリア形成をし、進路を意識させ、結果として、卒業生は幅広い就職先に就くことができ
ています。

高校時代からやりたかったことを実現
（国際日本学部

マスコミ・公務員に強い法政の秘密は…

国際日本学科

3年生

本田 莉菜さん）

（本田さんが参加した、留学プログラムの一つ「ウォルト・ディズニー・ワールド提携セメスター・インター
ンシップ留学プログラム」についてうかがいました。）

■参加するまでの経緯などを教えてください。
■卒業後の進路はどのようになっていますか？

元々ディズニーが好きで、明治大学に入学しようと思ったのもこの留学プログラムがあるのを知ったか

一人ひとりが希望の進路をかなえられるよう、1年次から万全の態勢でバックアップしています。その
中でも「自主マスコミ講座」と「公務員講座」には特に力を入れています。
「自主マスコミ講座」は、卒

【大学プロフィール】
▶住所：〒102-8160 東京都千代田区富士見
2-17-1
（市ケ谷キャンパス）
▶電話：03-3264-9300 (入学センター)
▶アクセス：JR・東京メトロ・都営地下鉄各線：
「市ヶ谷」
駅または
「飯田橋」
駅下車 徒歩7分
▶学校サイト：http://nyushi.hosei.ac.jp/
event/oc

もっとこの大学を知りたい
LINE＠
公式アカウント開設！
▼

資料請求
▼

ズニーのリクルーターの方との計2回の面接がありました。面接では語学力よりもなぜ参加したいのか

業生を中心とした、
マスコミ業界で活躍する講師を迎え、少人数による実践的な授業を行うものです。

など意欲面を問われましたが、私の場合は自分でしっかり対策を立てて臨んだので、無事通過するこ

アナウンサーコース、新聞・報道記者コース、出版コース、放送コース、広告コース、2つの基礎コース

とができました。

の計7コースに分かれて専門的に学んでいきます。
「公務員講座」は、公務人材育成センターを設置

■実際に参加してみていかがでしたか？

し、1年生から段階的なカリキュラムで公務員試験対策に取り組んでいます。

私はパークエントランス
（チケットの確認、出口のところでお客さまの見送り）業務と、
ショップ店員を経

以上の結果として、2016年3月卒業者の就職希望者決定率は98.2%になりました。

■これから受験しようと考えている人にメッセージをお願いします。
本学では、今では中学校、高校などの授業でも取り入れられている「アクティブ・ラーニング」を積極的
に推進し、各学部・学科でプロジェクト系科目、
フィールドワーク系科目、実習系科目、
インターンシップ
などの科目を設けています。特に、企業と連携したプロジェクトはユニークなものも多く、
なかには学生
が現場のプロと意見を交わしながら企画から参加し、商品開発をしたものもありました。本学は教育理
念の通り、新しい問題に積極的にチャレンジする「自立型人材」を育成するために様々なサポートを用
意しています。興味を持たれた方は、ぜひ一度オープンキャンパスにお越しください。

16

らです。参加するまでには、1回目が明治大学の日本人の先生とネイティブの先生、
そして2回目にディ

験しましたが、苦労の連続でした。お客さまは、英語を話せること、園内について知っていることを前提
で話しかけてくるので、最初は理解できず悔しかったです。でもその悔しさをバネに、休日も使い、一緒

【大学プロフィール】
▶住所：〒101-8301
田駿河台1-1

東京都千代田区神

に参加していた仲間と助け合いながら必死に覚えました。その結果、語学スキルアップ、
そして親元を
離れたことで自立心が養われました。

▶電話：03-3296-4545

■これから受験しようと考えている人にアドバイスをお願いします。

▶アクセス：JR中央線・総武線、東京メトロ
丸ノ内線
「御茶ノ水」
駅下車 徒歩約3分

した。でも、
自分の大好きなディズニーのことや、大学に進学したらやりたいことをノートに書きだして、

▶学校サイト：http://www.meiji.ac.jp/

モチベーションを保っていました。受験というと、
どうしても机に向かっての座学が中心になってしまう

私は、難関校と言われるような高校に通っていたわけではなく、部活も3年生の6月頃まで続けていま

かもしれませんが、遊ぶときは遊ぶ、
やるときはやるというメリハリをつけることは重要だと思います。
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インタビュー
立教大学

Interview

入学センター

立教大学

「専門性に立つ教養人」を育成

EVENT INFORMATION

■貴学の学びの特徴を教えてください。

●オープンキャンパス

立教大学は、1874年の創立以来、
リベラルアーツを教育理念とし、知性、感性、
そして身体面をバラ

【池袋キャンパス】
８月３日
（水）
全学部
（Rikkyo Global Open Campus）
８月４日
（木）
文、
異文化コミュニケーション、
観光、
現代心
理、
理学部
８月５日
（金）
経済、
経営、
社会、
法、
コミュニティ福祉、
理学部
【新座キャンパス】
８月２３日
（火）
・
２４日
（水）
観光・コミュニティ福祉・現代心理学部

ンスよく高めていく全人格的教育を実践してきました。
現在は特徴ある10の学部で構成されています。全人格的教育の結実として、2016年度からは、全学
共通の教養科目、専門科目、正課外教育を有機的に結びつけた新たな教育プログラム「RIKKYO
Learning Style」が導入されます。1年次の春学期を「導入期」、1年次の秋学期と2年次を「形成
期」、3～4年次生を「完成期」として段階的に最適な教育を行うことで、
「専門性に立つ教養人」を育
成します。

■大学のアピールポイントを教えてください。
少人数制の多様な授業形式を取り入れています。1年次は週3回の英語授業が必修です。
さらに2年

※予約不要・時間内入退場自由です
（各日とも10:00～16:00）
。

次以降は、
グローバル社会で生きる英語コミュニケーション能力と、海外留学に必要な英語力の養成

※詳細は本学HPでご確認ください。

入試の種類は？
大学に入学する方法は大きく分けると①一般入試、②センター試験利用入試、③推薦入試、
④AO入試の4つ。それぞれ特徴がありますので、一つずつ見ていきましょう。

私立大学の一般入試は、例年2月に集中して行われます。大学内
で行う本学試験のほかにも、大学所在地以外の場所で実施する地

一般入試

必要です。
1月に全国で一斉に行われる「大学入試センター試験」。国公立

センター試験
利用入試

海外協定校の大幅な増加などを進めることで、2024年にはすべての学生が在学中に一度は海外で

大学が1次試験として課すとともに、私立大学や短期大学も「セ
ンター方式試験」などとして利用しています。私立大学の場合、
センター試験の成績と書類審査だけで合否を決める大学も多いの
で、その場合大学に受験しに行く必要はありません。（※2020
年センター試験は廃止予定です）
書類審査と面接、小論文（作文）での受験がほとんどです。書類
審査では、高校での成績はもちろん、部活動、ボランティア活動

推薦入試

などの実績を評価されます。学科試験がある場合でも、科目数は
少なく、難易度も大半は基本レベルですが、最近ではセンター試
験の受験を課す大学も出てきています。昨年話題になった東京大
学の推薦入試もこれにあたります。
学力試験だけでは測れない受験生の才能や適性・学習意欲など

を目指すことができます。
2014年には文部科学省「スーパーグローバル大学創成支援（グローバル化牽引型）」にも採択され、

方試験などもあり、受験生に適した日程・場所で受験できること
が特徴です。内容は各大学によって異なるので、それぞれ対策が

伝統ある英語教育においては、8名程度で行われるディスカッションなど、
レベル別クラス編成による

※8/3はグローバルオープンキャンパスを開催。
体験授業などの
プログラムは原則英語で行われます。
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入試の種類は？

140年を超える伝統を踏まえて、
新たなリベラルアーツ教育を構築
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AO 入試

を、面接と志望理由書などで判定するのがAO入試です。入学志
望者と大学側がお互いを正しく理解し、志望者の学びたい目標が
実現できるかどうかなどを話し合い、判定していきます。

の学びを体験できるよう、
グローバル対応に取り組んでいます。

自分に適した進路選択を実現
■卒業後の進路はどのようになっていますか？
立教大学の就職の特徴は、
オールラウンドな強さと言えるでしょう。学生は様々な業界にバランスよく

【大学プロフィール】
▶住所：〒171-8501 東京都豊島区西池袋
3-34-1
（池袋キャンパス）
▶電話：03-3985-2660
▶アクセス：JR各線
「池袋」
駅下車徒歩約7分
▶学校サイト：http://www.rikkyo.ac.jp/

進んでいます。キャリアセンターを中心に、4年間段階的にキャリアを考えるプログラムが用意されてい
るので、十分な準備をして就職活動に向かうことができます。ディスカッションやゼミナールの授業を通
して培われた高いコミュニケーション能力を活かせる学生が多くいることもあり、
オールラウンドな進路
の中でも、近年は金融機関などの採用が非常に多くなっています。
また観光学部を擁していることもあ
り、他学部も含めて、運輸や旅行業などへの就職に強いことも一つの特徴でしょう。

推薦入試とAO入試はここが違う！
推薦入試もAO入試も自己アピールと実績が重要という点は同じですが、実は似て非なるも
のでもあります。それぞれの特徴を見ていきましょう。

推薦入試
■これから受験しようと考えている人にアドバイスをお願いします。

もっとこの大学を知りたい
資料請求
▼

好奇心を持ち、他者との交わりの中で自分を磨いていこうという人はぜひチャレンジしてください。本
年度から「RIKKYO Learning Style」やグローバル教養副専攻など新たな教育プログラムが導入
されます。同時に正課外の教育も充実しています。
これらは、
「なりたい自分」になるためにしっかりと
自分で段階的にステップアップできるようなプログラムになっています。入試のことで言えば、立教大
学の一般入試は教科書を中心とした勉強がしっかりと自分のものになっているかを見るような問題に
なっています。高校での学習を大切にして強い基礎力を持って臨んでください。
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AO入試

◆原則、出身高等学校長の推薦が必要
◆評定平均値の基準がある
◆現役生に限る場合が多くある

出願条件

■自己推薦■評定平均値の基準がない
■現役生・浪人生の制限がないことが多
い

◆選考日は1日の場合が多い
◆書類審査（推薦書、調査書、志望理由
書）+小論文+面接

選抜方法

■選考に長期間を必要とする場合が多い
■書類審査（志望理由書、活動報告書）+
面接

◆評定平均値、部活道・課外活動を評価
する

概

■受験生の能力、適性、意欲、関心等を
総合的に判定

要

19

大学は結構かかるって
聞いたけど…
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入 学
前

受験料

大学によって異なりますが、平均して1校あたり、35,000円
程度かかります。1校しか受けないという方は少ないと思いま
すので、受ける大学数だけ金額が上がっていきます。

交通費

オープンキャンパスや受験当日大学に行く時にかかります。自
宅から距離が離れれば離れる分だけ金額は上がります。合格
して実際に通う時いくらかかるのかの指標になりますので、あ
らかじめ調べておきましょう。

参考書代など

購入する書籍数にもよりますが、過去問、テキスト代などを入
れると1万円を軽く超えるでしょう。同じ大学を目指した先輩
がいたら、借りるのも手かもしれません。

学費

入 学
後

大学入学前と後はいくらかかる？

05

大学では高校よりさらに高度な学問を学ぶため、決して安くない費用がかかります。

学部・学科によって異なりますが、文系の場合は平均110万
円、理系で130万円～500万と大きな幅があります。一番か
かる部分でもありますので、家庭でよく話し合いましょう。
（支
払い方法によっては入学後も払います）

教科書・教材

131,900円

（入居するまでに払う金額）

住まい探し

227,000円

生活財購入費用

192,700円

住居費

52,630円

交通費

3,410円

教養娯楽費

8,600円

書籍費

1,950円

勉学費

1,520円

日常費
電話代

5,610円
4,030円

※入学後の金額は、
私立大学に通い、
一人暮らしをする場合の平均金額です。 （参考：全国生活協同組合連合会調べ）

受験生
親御さまへ

出費は抑えられるものとそうでないものがある！

まず、費用は抑えられるものとそうでないものに分けられます。例えば受験料や教科書代は
必須なので、抑えられません。逆に生活財購入費用は、リサイクル品を安く購入したり、先

K E Y - P O I N T
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お金の問題でせっかくの夢をあきらめてしまうのはもった

行きたい大学があるけど
学費が高いどうしよう…
奨学金の種類は2種類

給付・免除型

返す必要がないもの
（成績基準があり、万人向けではない）

貸与型

いないことです。そこで、少しでもお金の不安を解消でき
るように、ここでは「奨学金制度」について見ていきま
しょう。

奨学金制度にはどんなものがあるの？
●大学独自の奨学金

学業・人物は優れているが、経済的に就学が難しい場合に対象になります。給付・貸与額は大学に
より異なります。

●地方自治体の奨学金

地域に住んでいることが条件で、卒業後に返還の必要がある場合が多いです。採用人数は少ない
ですが、学校の成績の基準は緩やかになっています。

●教育ローン

返す必要がある
（幅広い学生が利用できるが、
返す必要があるのでリスクも）

「日本政策金融公庫」が行っている国の教育ローンが有名です。一般のローンより金利が低いの
も特徴です。

●新聞奨学生

朝夕の新聞配達・集金の仕事がある代わりに、学費の他に毎月給与がもらえます。

大学独自の奨学金・特待生情報一覧
大学名

名称

青山学院大学

青山学院大学経済支援給付奨学金

年間学費
相当額限度

成業が見込める者で、経済的理由により学費支弁が困難
な学生に、奨学金を給付

駒澤大学

駒澤大学百周年記念奨学金

月額2万円（年額24万円）を支給（単年度
採用）

経済的理由により修学が困難と認められる者に給付

上智大学

上智大学新入生奨学金

授業料年額相当額、授業料半額相当額、
授業料3分の1相当額のいずれか

本学への入学を第一志望とし、学部入学を許可された者の
中で、経済的理由により入学が困難かつ本学に入学する
以前の学校の成績が優秀な者

成蹊大学

成蹊大学給付奨学金

年額

学業成績・人物ともに優秀かつ健康であって、学資の援助
を必要とする者

専修大学

新入生学術奨学生

学部によって15万～30万円を給付

1年次在学生で人物に優れ勉学に意欲的に取り組み、学部
で実施する試験において成績が特に優秀な者。

拓殖大学

学習奨励金

25万円

学部学生（留学生を除く）を対象に選考通過者に一括支給

学部によって15万～22万円を給付

修学意志があるにもかかわらず、経済的理由により修学が
困難な学生

甲種
乙種

学業成績・人物ともに優秀な2年次生以上の学生を対象に
した制度

中央大学
日本大学

中央大学経済援助給付奨学金
（所得条件型）
日本大学特待生

輩にもらったりすることで抑えられます。また、一人暮らしをする場合は、少し大変でも都
心から離れる分だけ家賃は安くなります。

お金の不安をちょっと
でも解消できる！

日本大学
生産工学部奨学金
（生産工学部）
法政大学

新・法政大学100周年記念奨学金
（給付型）

金額

30万円

授業料1年分及び図書費
授業料1年分

第1種
第2種
第3種

60万円
前期または後期 30万円
60万円

内容

第1種は外国人留学生以外の学生で、学業及び人物優秀
な者。第2種は優秀な資質をもちながら、経済的理由等の
事情により学業継続が困難な者。第3種は外国人留学生で
学業及び人物ともに優秀な者に対し給付

文系20万円
理工系25万円

学業成績が優れ、教育上経済的援助が必要な者。
（2016
年度採用予定数：400名）

明治大学

学業奨励給費奨学金

30万円

入学後の勉学に精励した学生

立教大学

立教大学
学部給与奨学金

文系学部４０万円または３０万円
理学部６０万円または３０万円

経済的援助が必要な学部学生に給付（返還不要）
※詳細は各大学のサイトでご確認ください。
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入学後の大学での
目標は？
大学生になると行動範囲も広がり、アルバイト、部活、恋

入学後にはどんな生活が
待っているの？
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卒業後の進路は？
大学を出ると学んだことを活かし、就職するのが一般的

大学を卒業すると
どんなことが待っているの？

愛と様々な楽しいことが待っています。しかし忘れてなら
ないのは、本業である勉強です。とくに専門職に就く場
合、知識・技術とともに資格取得が重要になってきます。

ですが、実はそれだけではなく、いくつかの選択肢があ
ります。近年の傾向とともに、どんな道があるのかを見
ていきましょう。

ここでは、資格について見ていきましょう。
パターン

❶大学院進学
大学で学んだ

民間資格

公的資格

国家資格

民間団体や企業が、独自の審査基準を

民間団体や公益法人が実施し、文部科

法律に基づいて国や国から委託を受け

設けて任意で認定する資格です。趣味

学省や経済産業省などの官庁や大臣が

た機関が実施する資格です。取得は難

から教養まで幅広くあります。

認定する資格です。

しいですが、国が保証する資格なので、
社会的信用度も高い資格です。

文系・理系・総合系大学卒業

資格は大きく分けると3種類

内容をもっと探

部にあたる
学部にあたる
「研究科」
「研究科」
と学科にあたる
と、学科にあたる
「専攻科」
「専攻
が

究したい！

科」があります。
高度の専門性が求められる職
あります。
高度の専門性が求められる職業に就く

学部での教育を特定の分野に限って発展的に
研究する機関で、修行年限は1年間と短期間で
す。もう少しだけ大学で学んだことを研究した

大学で学んだ

したい！
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仕事によって資格は必須

受験生へ

❸就

一般企業の場合は資格は必須ではありません
が、就職活動の際、アピールポイントになります。

せる仕事に就き

パターン

❹留

上智大学※文学部 過去の実績
全日本空輸、三菱東京UFJ銀行など多数
成蹊大学※2016年3月卒業生
三菱東京ＵＦＪ銀行、 みずほフィナンシャルグ
ループ、三井住友銀行など金融業界に多数

拓殖大学※国際学部 過去の実績
JTB、HISなど観光業界に多数

職

では、大学での資格取得が必須になってきます。

たい！
受験生へ

パターン

青山学院大学※文科系学部・研究科 過去の実績
みずほフィナンシャルグループ、全日本空輸な
ど多数

専修大学※経済学部 平成26年度卒業生
三菱東京UFJ銀行、東日本旅客鉄道など多数

看護医療系や教職、特殊技能を求められる職業

学スキルを活か

医師、看護師、薬剤師など

いという方に向いています。

内容・資格を活
かして、仕事を

本誌掲載の大学を卒業すると
こんな所に就職できる！

駒澤大学※経済学科 過去3年間の実績
みずほフィナンシャルグループ、
（株）三井住
友銀行など多数

❷専攻科進学

学び、商社や語

日商簿記検定、情報検定など

ための素養を学びます。
業に就くための素養を学びます。

パターン

本場で語学を

TOEICⓇ、TOEFLⓇ など

大学の学部
・
学科の上に位置する研究機関で
大学の学部
・
学科の上に位置する研究機関で学

中央大学※法学部 2015年3月卒業生
東京都庁、三菱東京UFJ銀行など多数
日本大学※経済学部 平成27年度卒業生実績
東日本電信電話、三菱東京UFJ銀行など多
数
日本大学（生産工学部）※過去の実績
建設業、製造業など多数
法政大学※法学部 過去の実績
金融・保険、公務員、マスコミなど多数

学

卒業後に留学する場合は「大学留学」
「大学院
留学」
「海外インターンシップ」などがあります。
グローバル化が進む現在、本場で語学を学ぶこ
とには大きな意義があります。

明治大学※過去3年間の実績
みずほフィナンシャルグループ、三 菱 東 京
ＵＦＪ銀行など多数
立教大学※文学部 2015年度卒業生実績
三菱東京UFJ銀行、日本航空、東京都教員な
ど多数

絶対チェックしたいこと！

医師や看護師、薬剤師などいわゆる「手に職」の仕事に就く場合、

ある程度目標の大学が決まると、大学のウェブサイトを見る方が多

資格自体を持っていないとその職業にすら就けない場合がありま

いと思いますが、「卒業と同時に取得できる資格」と「卒業すると

す。そのため、「手に職」の仕事、エキスパートを目指す場合の大

受験資格を得られる資格」の表記には気をつけましょう。

度々メディアでも取り上げられる内容ですが、実はこの2つを単純に

徐々にではありますが、景気も回復してきていると言われている昨

学入学後の第一目標は、資格取得といっても過言ではありません。

前者は大学で所定の単位を取得すると自動的に取得できる資格で、

就職という面で比べるのは少し困難です。なぜなら理系と文系は学

今、やはりわが子が就職できるかどうかは本人以上に親御さまも心

大学入学前に就きたい職業が決まっている、またはある程度固まっ

教員免許などがあります。後者は大学で所定の単位を満たして、卒

び方に違いがあるからです。理系の場合パターン①・②に進むケース

配なところ。それを受け大学側が力を入れているのが、就職に対す

ている人は、資格は必須なのかを調べておく必要があります。また

業することにより、受験資格を得ることができる資格で医師、看護

が多く、対して文系はパターン③が多くあり、就職率という面で見る

るサポートです。

必須でない場合であっても、資格取得は知識・技術の証明になりま

師などがあります。

と文系の方が高くなる可能性があります。

もちろん大学によりますが、専門の相談員がいたり、すでに就職して

すので、決して邪魔なものではありません。

大学を卒業すれば資格を得られると思っていたということのないよ

大学を選ぶ際には、就職率基準で選ぶのではなく、やはりまずは自分

いる先輩に話を聞く機会があったりと、サポートが充実しています。

うに、事前にきちんと調べておきましょう。

が学びたいこと、学んでみたいことを先に考えるようにしましょう。

希望すれば誰でも受けられますので、入学後ぜひご利用ください。

受験生
親御さまへ

文系・理系就職しやすいのは？

受験生
親御さまへ

就職に対するサポートも大きく変化？
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K E Y - P O I N T

オープンキャンパスの
いろは教えます！

09

よくオープンキャンパスっていう
言葉を目にするけど何をするの？
電車の広告や、進路指導の先生から「オープンキャンパス」という言葉を目や耳にすると思い
ますが、実際に何をするものなのかご存知でしょうか？今回は、押さえておきたいポイントと
一緒にご紹介します。

ナマの大学を知る数少ない機会
オープンキャンパスでは下記のような催しやブースを準備し、学生を待っています。

●キャンパスツアー

学内の施設・設備を見学することができます。普段は入れない所も見ることができる場合が
あります。必要な設備が整っているか、図書館の広さ、冊数は十分かなど、自分が毎日通う
ところになるかもしれないので、しっかり見ておきましょう。

●個別相談会

先輩にズバリ聞く！

わが校の魅力

自分の興味を追求して学ぶことができる場

青山学院大学

経済学部

経済学科3年生

◆現在、勉強されている学問の内容を教えてください。

◆貴学の魅力を教えてください。

現在は、経済学について学んでいます。1年次では「経

キリスト教教育が盛んである点だと思います。大学内

済学入門」や「マクロ経済学」など、経済とはどのような

にあるガウチャー記念礼拝堂には大きなパイプオルガ

ものかを理解するための基礎的な科目を学びました。2

ンが設置されており、毎朝の礼拝ではオルガンの生演

年次以降では、
より専門的な内容を学んでいます。
とく

奏に合わせて讃美歌を歌います。さらに全学部必修で

に専門科目は、理論を学ぶ授業や政府について学ぶ授

「キリスト教概論」という授業があるなど、学生全員が

業など、様々な分野の授業が用意されています。必修

キリスト教の教えに触れることができる機会が設けられ

科目のみならず、自分の興味から自由に履修できる選

ています。他にも、
クリスマス・ツリー点火祭などキリスト

択科目が多い点も魅力だと思います。

教関連行事も多く行われています。

ワンキャンパスは魅力満載

教職員や在学生に直接気になることを聞くことができます。あらかじめ、学校サイトなどで
自分の行きたい学部について調べておき、質問を準備しておくと聞きやすいでしょう。

●学校説明会

大学全体、授業内容、就職状況、入試方法など幅広く説明してもらえます。少しでも気に
なった部分は、メモを取り相談員などに質問するようにしましょう。

●体験授業

実際の授業を受けることができます。とくに看護・医療系など実習メインの学部・学科は重
要です。どんな設備・機器があるのか見ることができる数少ない機会です。

●学食体験

駒澤大学

法学部

法律学科卒業

中島

藤原

彩さん

朋弘さん

◆勉強されていた学問の内容を教えてください。

◆貴学の魅力を教えてください。

私は法律学について学びました。1年次には「憲法」や

7学部17学科、すべての学生が一つのキャンパスに集

「刑法総論」など基礎的な科目を学び、2年次以降は

まる環境＝「ワンキャンパス」が一番の魅力です。学業

「家族法」や「労働法」など、
より専門的な内容を学ん

や課外活動等を通じて、学年や学部を超えた交流がで

でいきます。様々な角度から考察して、適した法律の使

きます。一つの物事に対しても、学部・学科によって捉え

い方を学んでいくので、物事を多面的に判断する力を

方が大きく変わったりするので、多くの「発見」がありま

養うことができました。法律の知識は社会に出ると必要

す。新たな考え方や異なる価値観との出会いは、良い

になる場面が多いので、大学で学んだ知識がとても役

刺激となり、
自らを大きく成長させてくれました。

立っています。

大学によっては無料でランチやドリンクが提供されることもあります。

施設が本格的で本番さながらの学びの場
どこまでも成長できる環境が整っています

上智大学

総合人間科学部
○○大学○○学部○○学科
社会学科2年生 南○○○さん
吉隆さん

◆現在、勉強されている学問の内容を教えてください。

◆貴学に入ろうと思ったきっかけを教えてください。

現在、私は社会学を学んでいます。高校生にとって社

高校3年になり、具体的な進路を考える時期になると、

会学はあまり馴染みのない学問ですし、実際に私も入 「外国語教育に定評があり、伝統もある大学かどうか」

小学生でも参加できるイベントがある？
大学を早くから知ることができるイベントとして「オープンカレッ
ジ」と呼ばれるものがあります。このイベントは大学側が地域の
方々への生涯学習の機会提供とキャリア支援のために、教養・実
務、資格・検定対策など幅広い分野の講座を行うものです。ここで
は小学生向けに行われているイベントの一部をご紹介します。
（※大学により名称は異なります。過去の事例も含まれます。）

【中央大学】

●オープンカレッジ : クレセント・アカデミー（ジュニア陸上教室、
ジュニアサッカー教室を開講）

【津田塾大学】

● English for Children（初めて英語を学ぶ小学生のためのコース）
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【東京学芸大学】

●わくわく柔道（柔道を通し、スキンシップで心身を育みます）
●親子で楽しむ理科実験 ‐ 極低温の世界 ‐（液体窒素を用い、様々
な実験をし観察していきます）

学するまでは、
日常生活において社会学を意識したこと

を選択の軸に進学先を考えるようになりました。将来に

はありませんでした。
しかし、世の中のあらゆる社会現

向けて、
英語力を高めておくことが大切だと思ったからで

象は理論に基づいて発生しており、
そのメカニズムを解

す。そんな中で上智大学の大学紹介を読んだ時に、
自

明していく社会学という学問の面白さを知って以来、私

分の求める環境が整備されており、
4年間で大きく成長

は常に社会を冷静な眼で見ることが出来るようになりま

することができると感じたため志望しました。1年間を終

した。

えた今、
自分の選択は間違っていなかったと思います。

先輩からの助言を信じてやり抜いた就職活動
◆学生就職アドバイザーについて教えてください。

専修大学

法学部

法律学科4年生

佐藤

千恵さん

◆ご自身の就職活動について教えてください。

内定を獲得した４年次生が就職活動を始める後輩たちにアド “最後は自分”
という言葉を胸に、
自ら考え決断していっ
バイスを行う仕組みです。私も
“自信をつけるには自分を信じる

た結果、
８月上旬に内定をいただくことができました。今

●子供たちと動物たちのふれあい授業（触れ合いを通し、生命につ

しかない。アドバイスを受け入れることも大事だけど、最後は自

度は私が後輩たちに、エントリーシートやWEBテスト対

いて実感し、動物に対し理解を含めます）
●子供科学教室（科学実験を通し興味関心を広げる）

分だよ”
という力強いエールを先輩からいただきました。
ちょう

策は早めに備えれば不安は消えること、就職課スタッフ

どエントリーシートを前にして自己PRがうまく作成できず、
自信

や仲間、先輩、卒業生の話を良く聞くこと、そして最後

【東京農工大学】

【東京未来大学】

●ボローニャ世界の絵本展（仕掛け絵本など世界の絵本を楽しむ）
●親子で防災キャンプ（救援援助を待つ間にできることを親子で学
びます）

が持てないときの言葉でしたので、
とても勇気づけられました。 は自分を信じて決めること、
を伝えながら全力でサポー
加えて、就職課開催の「学内企業説明会」や「就職合宿研修

トしたいと思います。

会」に積極的に参加し、就職課の個別相談にも通いました。
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先輩にズバリ聞く！

わが校の魅力

先輩にズバリ聞く！

片道2時間30分かけてでも通いたくなる大学！

拓殖大学

国際学部

国際学科2年生

桑原

慶さん

人との出会いは将来の糧になる

明治大学

法学部

法律学科3年生

◆現在、勉強されている学問の内容を教えてください。

◆貴学の魅力を教えてください。

◆現在、勉強されている学問の内容を教えてください。

◆貴学の魅力を教えてください。

私は国際観光コースでリゾート開発、
ホスピタリティ、国

拓大は、英語と、11の地域言語とその周辺、そして国

法学部には司法試験を目指すコースや、国際関係の法

歴史のある大学で、卒業生の中にも様々な分野で活躍

際観光、観光交通を学んでいます。
とくにホスピタリティ

際学の最前線で活躍されている先生の授業を受けら

律を学ぶコースなど、5つのコースがあります。その中で

している人が多く、規模が大きいところが魅力的です。3

（思いやり、心からのおもてなし）の授業は、日本でで

れることが魅力です。実は、私は片道2時間30分かけて

私は、公務員を目指す人が多く在籍している公共法務

万人以上も学生がいるので、色々な人と出会え、
自分と

きるささやかなやさしさとは何かを学ぶことができるの

大学まで通っていますが、それが気にならないぐらい素

コースに所属し、刑法の総論を中心に学んでいます。 は違った価値観や考え方を知る機会も多く、毎日刺激を

で、毎回授業を受けるのが楽しみです。
まだすべてのこ

敵な大学だと思っています。それを最初に強く感じたの

刑法を学ぶことで、ニュースなどで報じられる事件が深

受けながら過ごしています。高校生の時に参加したオー

とを深くは学んでいませんが、学校の授業とホテルのア

はやはりオープンキャンパスへの参加体験でした。学校

く理解できるようになり広い視野で物事を捉えられるよ

プンキャパスで、応援団の姿を見た際に、
自分に合う大

ルバイトを通し、お客様の気持ちを考えることができる

サイトやパンフレットで伝わらない魅力を、ぜひ実際に足

うになりました。実際に公務員を目指す人も大勢います

学だなと感じました。大学のカラーはそれぞれ違うので、

人になりたいと思っています。

を運び感じてほしいです。

が、私は航空関係の仕事に就きたいと考えています。

オープンキャンパスで体験することをおすすめします。

実践的な知識・学問を学び、社会に飛び出せる 日本大学

生産工学部

マネジメント工学科3年生

今井

歩美さん

140年の伝統と自由を重んじる学び舎

立教大学

経済学部

わが校の魅力

経済学科4年生

寺坂

岩田

峻さん

祐介さん

◆現在、勉強されている学問の内容を教えてください。

◆生産工学部に入ろうと思ったきっかけを教えてください。

◆現在、勉強されている学問の内容を教えてください。

◆貴学に入ろうと思ったきっかけを教えてください。

私は今マネジメント工学という、
工学知識をベースに経

最初は経済学部を第一志望としていました。数学が得意になっ

現在は主に経済学部のゼミナールにおいて、都市環境

オープンキャンパスに参加した際に感じた雰囲気が自

営や管理の学問を学んでいます。講義としては、
品質管

たことで、理系にも興味を持ち、調べているとマネジメント工学科

についての研究を行っています。私が所属しているゼミ

分に一番合っていると思い本学を選びました。大学を

理や会計、
マーケティングの他に、
コンピュータのＩＴを受

の存在を知りました。オープンキャンパスのときに実際に先生と

は2～4年生の経済学部生30人が在籍しており、昨年

選ぶ際には学力レベルも重要になりますが、
その他にも

講しています。学部としては理系ですが、
文系の知識も

お話をし、不安に思っている事にも親身になって聞いていただき

度はみなさんの生活にも馴染み深い鉄道の沿線事業

自分なりの軸に基づき本当に学びたいと思える大学か

生かした学問となっています。
最初は難しく感じることもあ

ました。先生も優しく、先輩もとても楽しそうに過ごしていて、
ここ

についての研究を行いました。その他にも高速道路な

どうかを一度考えてみてください。そうすれば必ずあな

りますが、
先生方が自分の経験や実際の企業の話も踏

なら頑張れると思い、決めました。実際に見学に行って雰囲気を

どの交通インフラや地域活性など多岐に渡るテーマの

たに合う大学が見つかるはずです。その上で立教大学

まえて、
講義をして下さるので、
とても楽しく受けることが

みてみると、資料では知れない一面も見ることができ、良いと思

研究を行っており、学生一人ひとりの学びの意思を尊

に魅力を感じられた方は、ぜひ門戸を叩いていただき

できています。

います。少しでも興味を持ったら、足を運ぶことをお勧めします。

重する環境が本学には整っています。

一緒に学ぶ機会があれば嬉しいと思います。

海外で働きたい！その夢を叶えられる大学
◆現在、勉強されている学問の内容を教えてください。

中央大学

法学部

国際企業関係法学科4年生

米田

愛さん

◆貴学に入ろうと思ったきっかけを教えてください。

英語の授業です。自らテーマや問題を選ぶのですが、 海外で働くために必要な知識を学べる学部や学科を探
私は、
とくに興味のあった移民問題を選び、
リサーチや

し、法学部の国際企業関係法学科が最も魅力的だった

ディスカッションを通して、他の国の歴史的・宗教的・政

ため、進学を決めました。中央大学には、学ぶ意欲とそ

治的背景などを学ぶことができました。高校時代から英

のために努力する学生に対しては全力でサポートして

語が好きで、英会話教室に通ったり、英語の弁論大会

くれる環境があります。
とくに、法学部には｢やる気応援

に出場しています。将来は海外で活躍したいと考えて

奨学金｣という制度があり、学生のやる気に対して手厚

いて、
自分の夢を叶えるためにもなっているのでとても

くサポートしてくれます。
また広大な自然の中、静かな環

楽しいです。

境で勉強できる点も魅力的でした。

the best environment to explore the world 法政大学
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GIS（グローバル教養学部） グローバル教養学科2年生 和田 理紗子さん

◆現在、勉強されている学問の内容を教えてください。

◆貴学の魅力を教えてください。

大きく言うと英語を学んでいます。英語で様々な専門分

様々な類似学部がある中、法政大学GISの魅力は、4

野を学ぶことがこの学部の特徴です。
１年次は知識に

年間の自由な学生生活です。例えば、希望者はアメリカ

幅をもたせたいと思い、世界史、芸術、宗教、言語学、
フ

やイギリスなどに留学をし、現地大学の正規授業を受

ランス語、観光学、経済学、統計学を学びました。その

講することができます。
もう一つは少人数制です。少人

中でも特に言語学と経済学に興味を持ったので、今は

数であるがゆえ、出欠が厳しく、課題も多少多いですが

それらに重きを置いて学んでいます。日本人として日本

しっかりと向き合うことで学ぶことが楽しくなりました。英

の知識をしっかりと身に付け、英語を用いて世界に発信

語があまり得意でなくても、充実したカリキュラムや学習

していくために最適の学び場であると思います。

施設などのおかげで無理なく勉強することができます。
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日本最大級の受験情報サイト
インターエデュ
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検索

