
うまくいく経営や
ビジネスモデルなどについての研究

・企業が成長するための仕組みづくりの研究
・勝つための経営戦略

・足を動かすことで学生時代にしか出来ない
　様々な経験をすることができる

河合篤ゼミ  Kawai  Seminar

国際経済学に関する論文執筆
論文発表会の参加

・国家戦略としての航空機関連産業
・二国間投資協定が海外直接投資に与える影響

・グローバルな知識なら負けない
　個性豊かな仲間と研究に励むことができる

イノベーションマネジメントについての輪読
グループワーク

・システム思考で組織の構造を読み解く
　サッカーにおける2点差の危険性

・先生を含め全体で仲が良く
　勉強をやるときはやるというけじめがある

板倉ゼミ  I takura  SeminarPick up Seminar

大神ゼミ  Ogami  Seminar

こんな取り組み

ここがイチオシ！

こんな取り組み

ここがイチオシ！

こんな取り組み

ここがイチオシ！

商品化を目指す大会に出場し
商品開発のプロセスを実践的に学ぶ

・リレーションシップマーケティングを用いた
　地方鉄道再生
・ガス業界におけるエリアマーケティングと
　地域ブランディング

・学生レベルを超えた商品開発を
　全国の学生と競いながら疑似体験できる

山本奈ゼミ  

こんな取り組み

ここがイチオシ！

企業とのコラボやグループ活動を通じて
経営戦略を学ぶ

・サッカー・プレミアリーグを事例とした
　内部資源理論とポジショニング理論の再興

・研究と楽しむことのメリハリがついている
・滋賀大学との交流会（インターゼミ）がある

下野ゼミ  

こんな取り組み

ここがイチオシ！

経営学に関する本の輪読
CVG（ビジネスプランコンテスト）

・プロフェッショナル組織のマネジメント
・スポーツビジネス

・３年生の発表には４年生も参加し、
　アドバイスするなど縦のつながりがある

出口ゼミ  

こんな取り組み

ここがイチオシ！
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うまくいく経営や
ビジネスモデルなどについての研究

・企業が成長するための仕組みづくりの研究
・勝つための経営戦略

・足を動かすことで学生時代にしか出来ない
　様々な経験をすることができる

河合篤ゼミ  

国際経済学に関する論文執筆
論文発表会の参加

・国家戦略としての航空機関連産業
・二国間投資協定が海外直接投資に与える影響

・グローバルな知識なら負けない
　個性豊かな仲間と研究に励むことができる

イノベーションマネジメントについての輪読
グループワーク

・システム思考で組織の構造を読み解く
　サッカーにおける2点差の危険性

・先生を含め全体で仲が良く
　勉強をやるときはやるというけじめがある

板倉ゼミ  

大神ゼミ  

こんな取り組み

ここがイチオシ！

こんな取り組み

ここがイチオシ！

こんな取り組み

ここがイチオシ！

商品化を目指す大会に出場し
商品開発のプロセスを実践的に学ぶ

・リレーションシップマーケティングを用いた
　地方鉄道再生
・ガス業界におけるエリアマーケティングと
　地域ブランディング

・学生レベルを超えた商品開発を
　全国の学生と競いながら疑似体験できる

山本奈ゼミ  Yamamoto  Seminar

こんな取り組み

ここがイチオシ！

企業とのコラボやグループ活動を通じて
経営戦略を学ぶ

・サッカー・プレミアリーグを事例とした
　内部資源理論とポジショニング理論の再興

・研究と楽しむことのメリハリがついている
・滋賀大学との交流会（インターゼミ）がある

下野ゼミ  Shimono  Seminar

こんな取り組み

ここがイチオシ！

経営学に関する本の輪読
CVG（ビジネスプランコンテスト）

・プロフェッショナル組織のマネジメント
・スポーツビジネス

・３年生の発表には４年生も参加し、
　アドバイスするなど縦のつながりがある

出口ゼミ  Deguchi  Seminar

こんな取り組み

ここがイチオシ！
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現在の業務内容

　当社が開発した分譲マンション「プラウド」のモ
デルルームで販売業務に従事しています。モデル
ルームでは、来訪者のご案内と、来訪者数を増やす
集客活動の2本が柱になります。お客様をご案内す
る際は、ニーズを把握した上で、最適な住戸タイプ
や住宅ローンをご紹介できるよう努めています。ま
た、集客活動では、どのエリアにどのような媒体を
配布するかという戦略を考え、広告代理店と打ち
合わせながら告知物を制作しています。

就職先の志望理由▶　先輩社員との面談が大き

かったです。当社のインターンシップを経験し、「ま

だまだ成長途中で伸びしろが無限大」という話に

は、自分自身の力で新しいビジネスや仕組みを生

み出せるような可能性を感じることができました。

また、熱心に話す様子からは仕事を心から楽しん

でいることが強く伝わってきました。心から「こん

な社会人になりたい」と思えたのが理由で現在も

心から尊敬できる先輩と働けていると実感してい

ます。

学生時代に頑張ったこと

　塾講師のアルバイトとサッカースクールの

コーチです。小中学生の性格や考え方はさま

ざまなので、誰にどのような教え方で臨むべき

かを考えたり、みんなが進んで成長したくなる

ような仕掛けを企画したりと、運営面にも関わ

らせてもらい、とても充実していました。また、

大学では一年間イギリスへ留学し、旅行や現

地でのサッカーなど、その時しか経験できない

ことをやり尽くしました。

名市大の良いところ

　名市大は良い意味で「自由」だと思います。

「自由が一番難しい」とよく言われますが、そ

の中で、向上心・野心は持っている生徒が多い

と思います。私はボーリングサークルを発足さ

せました。団体を立

ち上げ、運営する中

で困難なことは数多

くありましたが良い

経験になりました。

新しいことに挑戦し

やすい「自由さ」が

名市大の良いところ

だと思います。

山田 賢治 先輩

2015年卒業
野村不動産株式会社 勤務
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科専門分野：マーケティング

担当科目：マーケティング
　　　　　商品開発
　　　　　消費者行動

山本  奈央

専門分野：技術マネジメント
　　　　　生産管理
担当科目：生産管理
　　　　　イノベーション・

マネジメント

大神  正道

専門分野：日本経済史
担当科目：経済史
　　　　　日本経済史
 日本経営史

山口  明日香

専門分野：経営組織論
　　　　　組織革新
担当科目：経営組織 

変革マネジメント 
事例研究特論

河合  篤男
専門分野：経営学 

サプライヤー・システム 
国際経営

担当科目：入門経営学
　　　　　国際経営論

下野  由貴

専門分野：経営戦略論
　　　　　経営組織論
担当科目：経営戦略
　　　　　決定と知識の 

マネジメント

出口  将人
専門分野：経済学史
　　　　　制度経済学
担当科目：経済学史 

制度経済学

藤田  菜々子

専門分野：外国経済史
担当科目：経済史
　　　　　外国経済史
　　　　　外国経営史

木谷  名都子
専門分野：国際経済
　　　　　貿易政策
担当科目：国際経済関係論
　　　　　世界経済論

板倉  健

専門分野：労働経済学
　　　　　応用計量経済学
担当科目：人的資源管理
　　　　　労使関係論

平野  大昌

専門分野：組織行動論
　　　　　人的資源管理論
担当科目：組織行動
　　　　　経営管理

余合 淳
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日々変化する日々変化する日々変化する日々変化する日々変化する日々変化する日々変化する
会計ファイナンスを取り巻く環境会計ファイナンスを取り巻く環境会計ファイナンスを取り巻く環境会計ファイナンスを取り巻く環境会計ファイナンスを取り巻く環境会計ファイナンスを取り巻く環境会計ファイナンスを取り巻く環境会計ファイナンスを取り巻く環境会計ファイナンスを取り巻く環境会計ファイナンスを取り巻く環境会計ファイナンスを取り巻く環境会計ファイナンスを取り巻く環境会計ファイナンスを取り巻く環境会計ファイナンスを取り巻く環境会計ファイナンスを取り巻く環境会計ファイナンスを取り巻く環境会計ファイナンスを取り巻く環境

　会計ファイナンス学科は、企業の活動を資金

面から考える学科です。世界共通の会計ルール

の導入を始めとして、「会計ビックバン」と呼ばれ

る大きな制度改革が行われ、それは現在も進行

中です。また、企業の資金調達方法は銀行の借

り入れから市場における資金調達へと大きく変

化し、さらにM&A（合併・買収）、研究開発投資

などが増えています。このような企業の活動を幅

広く分析できる会計やファイナンスの専門知識

の習得が不可欠になってきています。

企業が行う財務的な意思決定の方法を学ぶ

のが「ファイナンス」であり、企業の財務的状況

を企業の内外に報告するのが「会計」です。会計

ファイナンス学科では、会計、ファイナンス、金融

工学などの科目と、それらと関連する統計的・数

量的方法および情報処理手法の科目を学ぶこと

により、会計・ファイナンスの専門家や企業の経

理・財務部門を担当できる高度な職業人への第

一歩を踏み出すことを目指しています。

D e p a r t m e n t  o f  A c c o u n t i n g  F i n a n c e

　経済学の基礎（入門経済学）、経営学・会計学の
基礎（入門経営学、入門会計学、入門ファイナンス）
を学びます。

学部共通科目で基礎を固め
大学での学びを理解する。

1
年次

2
年次

3・
4
年次

　会計分野とファイナンス・情報分野に関する基礎
科目をより深く学びます。基礎科目は、会計分野に財
務分析、財務会計、管理会計などがあり、ファイナン
ス・情報分野に企業ファイナンス、先物・オプション入
門、データ分析基礎、統計分析基礎などがあります。

基礎科目で専門分野の理論や
分析手法に関する基礎力を涵養する。

　会計やファイナンス・情報分野の高度な専門的
知識を学ぶため、幅広い応用展開科目の中から自
身の問題意識に合った専門科目を選択します。ま
た、会計、ファイナンスの専門家や関連する分野の
高度職業人養成のための少人数による演習（ゼミ）
があります。さらに、公認会計士やフィナンシャルプ
ランナー等の資格取得を支援する体制も整ってい
ます。

応用展開科目で専門性を磨き、
演習（ゼミ）を通して
主体的かつ実践的な学習に取り組む。

必修科目 選択科目
学部共通科目

学科基礎科目 学科応用展開科目

・簿記論
・現代経済・
　経営特論

・財務会計
・管理会計
・情報処理論
・企業ファイナンス
・先物・オプション入門
・データ分析基礎
・統計分析基礎
・マクロ経済学
・ミクロ経済学
・金融論
・財政学
・企業論
・財務分析
・現代経済・
　経営特殊講義
・名古屋と行政
・会社法

・経営組織
・経営戦略
・マーケティング

・簿記実務
・ファイナンス実務
・特別講義
・特別セミナー

・応用財務分析
・税務会計
・監査論
・コーポレート
　ガバナンス
・ファイナンス分析
・会計実務
・財務情報処理
・応用企業
　ファイナンス
・金融システム論
・行政学

・証券投資論
・経営情報学
・オペレーションズ・
　リサーチ
・人的資源管理
・金融政策論
・国際金融論
・経営管理
・国際経営論
・イノベーション・
　マネジメント
・消費者行動論

・現代経済・
　経営特論
・日本経済・経営
・環境経済学
・経済法
・労働法
・租税法
・知的財産法
・Research and
　Presentation
・Research and
　Discussion

・入門経済学
・基礎演習

・演習
・演習

・演習
・演習

・基礎演習

・入門会計学
・入門経営学
・経済経営数学
・入門ファイナンス

１
年
次

２
年
次

３
年
次

４
年
次

◉学習の流れとカリキュラム

全
学
共
通
科
目

経済データの記録 と分析のルールを学ぼう！
会計・ファイナンス科目を体系的に　  理解し、それらを実践に結び付ける能力を備えた人材を育成
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会
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キャンパスライフ⑤

この学科を選択した理由
　大学入学時から、公認会計士の資格を取得すること

を意識していました。そのため、より深く会計を学ぶこと

ができる会計ファイナンス学科に決めました。

おすすめの授業
　監査論は、監査の

概要が興味を持って

学べる、分かりやすい

授業です。過去の事

件等を例に監査の歴

史について学ぶことで、理解が深まりやすいです。また、

授業の終わりには自分の考えを小レポートに記すた

め、覚えやすく次回につなげられます。

津田 捷平 さん 
会計ファイナンス学科 4年
（兵庫県立神戸高等学校 出身）

　経済学の基礎（入門経済学）、経営学・会計学の
基礎（入門経営学、入門会計学、入門ファイナンス）
を学びます。

学部共通科目で基礎を固め
大学での学びを理解する。

年次

年次

・
年次

　会計分野とファイナンス・情報分野に関する基礎
科目をより深く学びます。基礎科目は、会計分野に財
務分析、財務会計、管理会計などがあり、ファイナン
ス・情報分野に企業ファイナンス、先物・オプション入
門、データ分析基礎、統計分析基礎などがあります。

基礎科目で専門分野の理論や
分析手法に関する基礎力を涵養する。

　会計やファイナンス・情報分野の高度な専門的
知識を学ぶため、幅広い応用展開科目の中から自
身の問題意識に合った専門科目を選択します。ま
た、会計、ファイナンスの専門家や関連する分野の
高度職業人養成のための少人数による演習（ゼミ）
があります。さらに、公認会計士やフィナンシャルプ
ランナー等の資格取得を支援する体制も整ってい
ます。

応用展開科目で専門性を磨き、
演習（ゼミ）を通して
主体的かつ実践的な学習に取り組む。

必修科目 選択科目
学部共通科目

学科基礎科目 学科応用展開科目

・簿記論
・現代経済・
　経営特論

・財務会計
・管理会計
・情報処理論
・企業ファイナンス
・先物・オプション入門
・データ分析基礎
・統計分析基礎
・マクロ経済学
・ミクロ経済学
・金融論
・財政学
・企業論
・財務分析
・現代経済・
　経営特殊講義
・名古屋と行政
・会社法

・経営組織
・経営戦略
・マーケティング

・簿記実務
・ファイナンス実務
・特別講義
・特別セミナー

・応用財務分析
・税務会計
・監査論
・コーポレート
　ガバナンス
・ファイナンス分析
・会計実務
・財務情報処理
・応用企業
　ファイナンス
・金融システム論
・行政学

・証券投資論
・経営情報学
・オペレーションズ・
　リサーチ
・人的資源管理
・金融政策論
・国際金融論
・経営管理
・国際経営論
・イノベーション・
　マネジメント
・消費者行動論

・現代経済・
　経営特論
・日本経済・経営
・環境経済学
・経済法
・労働法
・租税法
・知的財産法
・Research and
　Presentation
・Research and
　Discussion

・入門経済学
・基礎演習

・演習
・演習

・演習
・演習

・基礎演習

・入門会計学
・入門経営学
・経済経営数学
・入門ファイナンス

１
年
次

２
年
次

３
年
次

４
年
次

◉学習の流れとカリキュラム

全
学
共
通
科
目

経済データの記録 と分析のルールを学ぼう！
会計・ファイナンス科目を体系的に　  理解し、それらを実践に結び付ける能力を備えた人材を育成



株式投資や
企業の財務諸表分析の基礎を学習

・名証株式投資コンテスト

・コンテストを通して
　株式の評価と投資について
　学ぶことができる

坂和ゼミ  Sakawa Seminar

オペレーションズリサーチによって
様々な事象に対する最適化を学習

・コンビニの最適棚配置について
・部活の強さが環境に与える影響の
　統計分析

・先生を交えたイベントが多く
　先輩後輩とのつながりも盛ん

プログラミングの基礎を習得し
データを可視化したサイトを作成

・プログラミング
・データビジュアライゼーション

・情報系、ゲーム・アニメ業界への
　就職に強い

茨木ゼミ  Ibarak i  SeminarPick up Seminar

河合勝ゼミ  Kawai  Seminar

こんな取り組み

ここがイチオシ！

こんな取り組み

ここがイチオシ！

こんな取り組み

ここがイチオシ！

会計基準に関する本の輪読と
会計関連の共同研究

・大学の会計
・M＆Aの意思決定

・個性豊かなゼミ生と数多くの卒業生がおり、
　試験勉強に専念しやすい環境がある

吉田ゼミ  

こんな取り組み

ここがイチオシ！

分析に必要な会計知識と
多様な視点から考える力を習得する

・IFRSによる株価への影響
・カルビーの企業分析と戦略提案

・研究テーマなどやりたいことを
　ゼミ生中心で考えることで自主性が高まる
・社会人と関わる機会が多い

高橋ゼミ  

こんな取り組み

ここがイチオシ！

統計学を使った株式ポートフォリオと
財務諸表の分析

・アセットロケーションの
　TAAシミュレーションについて

・実践的な金融工学が
　銀行で勉強できる
・PCによる複雑な分析技術が
　身につく

三澤ゼミ  

こんな取り組み

ここがイチオシ！
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株式投資や
企業の財務諸表分析の基礎を学習

・名証株式投資コンテスト

・コンテストを通して
　株式の評価と投資について
　学ぶことができる

坂和ゼミ  

オペレーションズリサーチによって
様々な事象に対する最適化を学習

・コンビニの最適棚配置について
・部活の強さが環境に与える影響の
　統計分析

・先生を交えたイベントが多く
　先輩後輩とのつながりも盛ん

プログラミングの基礎を習得し
データを可視化したサイトを作成

・プログラミング
・データビジュアライゼーション

・情報系、ゲーム・アニメ業界への
　就職に強い

茨木ゼミ  

河合勝ゼミ  

こんな取り組み

ここがイチオシ！

こんな取り組み

ここがイチオシ！

こんな取り組み

ここがイチオシ！

会計基準に関する本の輪読と
会計関連の共同研究

・大学の会計
・M＆Aの意思決定

・個性豊かなゼミ生と数多くの卒業生がおり、
　試験勉強に専念しやすい環境がある

吉田ゼミ  Yoshida  Seminar

こんな取り組み

ここがイチオシ！

分析に必要な会計知識と
多様な視点から考える力を習得する

・IFRSによる株価への影響
・カルビーの企業分析と戦略提案

・研究テーマなどやりたいことを
　ゼミ生中心で考えることで自主性が高まる
・社会人と関わる機会が多い

高橋ゼミ  Takahashi  Seminar

こんな取り組み

ここがイチオシ！

統計学を使った株式ポートフォリオと
財務諸表の分析

・アセットロケーションの
　TAAシミュレーションについて

・実践的な金融工学が
　銀行で勉強できる
・PCによる複雑な分析技術が
　身につく

三澤ゼミ  Misawa Seminar

こんな取り組み

ここがイチオシ！
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現在の業務内容

　日本銀行松本支店では、金融機関との決済業務
や国庫金を取り扱う業務課、短観調査や金融機関
のモニタリングを行う総務課を経験し、長野県に
おける大河ドラマ「真田丸」の経済効果（約200億
円）を試算しました。現在、発券課に所属し損傷し
た銀行券や貨幣の引換事務などに携わっています。
１日に大量の損傷したお金が持ち込まれることもあ
りますが、無事引換が終わった時の依頼人の喜ぶ
顔を目の前で見ることができるのがやりがいです。

就職先の志望理由▶　日本で唯一の発券銀行とし

て「銀行券を安心して使える環境を提供する」とい

う公共性の高さや、取引先金融機関に対する立入

検査（日銀考査）といった専門性の高さが必要とさ

れる業務に興味を感じたからです。以前所属してい

た総務課では、日銀考査に参加し、金融機関の自

己査定や経営状態に問題はないかなどを、金融機

関の部長クラスの方と議論するなど大変良い経験

になりました。

学生時代に頑張ったこと

　特に学生時代に励んだことはゼミ活動です。

企業の粉飾決算やタックスヘイブンなどが注

目される中、税コストを最小化しようとする企

業の税務戦略に興味を持ったため、法人税率

変更前後の企業の納税額の変化を研究しまし

た。分析をしているときは、当初想定した結果

にならないこともありましたが、ゼミ生や担当

教員と議論を重ねより良い研究ができました。

名市大の良いところ

　①担当教員やゼミ生間の仲が良く本音で話

し合える環境や、②他ゼミとの合同イベントや

工場見学の開催など、学生の主体性を重視し、

学生主導で企画を発案できること、③卒業生

などの人脈を活かしたセミナーを開催するな

ど学生のキャリアプランニングに積極的に取

り組んでくれることが挙げられます。

川島　悠 先輩

2014年卒業
日本銀行 松本支店 勤務
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専門分野：会計学
担当科目：財務会計
　　　　　税務会計
　　　　　監査論

高橋  二朗
専門分野：応用一般均衡モデル 

応用計量経済学
担当科目：情報処理論
　　　　　財務情報処理
 計量経済学

爲近  英恵
専門分野：統計解析 

金融工学 
計量ファイナンス分析

担当科目：データ分析基礎 
統計分析基礎

三澤  哲也
専門分野：財務会計
担当科目：財務分析 

応用財務分析

吉田  和生

専門分野：コーポレートガバナンス 
マーケット・マイクロ
ストラクチャー

担当科目：入門ファイナンス 
金融システム論

坂和  秀晃
専門分野：会計学
担当科目：管理会計
　　　　　入門会計学

奥田  真也
専門分野：経済・経営情報学 

計算経済学，経済・
経営シミュレーション

担当科目：経営情報学
　　　　　情報処理論

河合  勝彦
専門分野：企業ファイナンス
　　　　　年金論
　　　　　証券投資論
担当科目：企業ファイナンス

コーポレートガバナンス
　　　　　証券投資論

臼杵  政治
専門分野：数理計画 

オペレーションズ・
リサーチ

担当科目：オペレーションズ・
リサーチ 
情報処理論

茨木  智

専門分野：コーポレートガバナンス
証券市場

担当科目：ファイナンス分析 
先物・オプション入門

渡辺  直樹
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　本学部の卒業生は様々な地域・分野で幅広く活躍しています。地元企業や地域金融機関、さら
には公務員をはじめ、東海圏で活躍する卒業生が多いのですが、首都圏・関西圏を拠点とする企
業に就職する卒業生や、外国で活躍する先輩も少なくありません。また、公認会計士や税理士の
資格試験を経て道を切り開いている先輩方もいます。
　就職難の昨今、2018 年３月卒業生の内、就職希望者に占める就職者の割合は 99.0％という健闘
ぶりです。分野としては、金融業、インフラ部門、製造業あるいは国家・地方公務員などです。本学
大学院経済学研究科、もしくは他大学大学院へ進学する卒業生もいます。

進 路

業種 就職先

製造業
アイシンエイダブリュ／アイシン精機／おやつカンパニー／京セラ／ジョンソン・エンド・ジョンソン
大同特殊鋼／田辺三菱製薬／デンソー／凸版印刷／豊田自動織機／トヨタ紡織／日本IBM
日立製作所／堀場製作所／ミツカン／三菱電機／御幸毛織／村田製作所／LIXIL　など

金融業・保険業

愛知銀行／SMBC日興證券／大垣共立銀行／岡崎信用金庫／岐阜信用金庫／十六銀行
住友生命保険／十六銀行／損保ジャパン日本興亜／第一生命保険／名古屋銀行
日本生命保険／百五銀行／みずほ証券／三井住友銀行／三井住友信託銀行
三井住友海上火災保険／三菱UFJ銀行／三菱UFJモルガンスタンレー証券　など

卸売業・小売業・情報通信業 NTTドコモ／NTT西日本／岡谷鋼機／KDDI／バローホールディングス／ビックカメラ　など

建設業・電気ガス業・運送業等
JR東海／全日本空輸／中部ガス／中部国際空港／中部電力／東邦液化ガス／東邦ガス
名古屋鉄道／日本通運／矢作建設工業　など

その他サービス業・ 
医療・教育

岐阜大学／JTB東海／デロイトトーマツコンサルティング／豊田中央研究所／名古屋市立大学
日本郵便／日本赤十字社／PwCあらた有限責任監査法人／有限責任監査法人トーマツ　など

公務（国家）
厚生労働省／国土交通省／東海財務局／東京国税局／名古屋高等裁判所／名古屋国税局 
名古屋税関／名古屋法務局　など

公務（地方） 愛知県警察／愛知県庁／安城市役所／一宮市役所／岡崎市役所／岐阜県庁／名古屋市役所
豊橋市役所／浜松市役所／三重県庁　など

卒業年月 卒業者数 就職 進学 自営その他

2014 年 3 月 236 216 5 15

2015 年 3 月 237 210 6 21

2016 年 3 月 221 206 3 12

2017 年 3 月 233 215 6 12

2018 年 3 月 227 212 2 13

就職率※

　99.0%
※2018年３月卒業生の内の 
就職希望者に占める
就職者の割合
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　国内外問わず、今後の社会の発展に広く貢献で
きる企業に入社を決めました。大学生活では体育
会硬式野球部に所属し、４年間かけがえのない仲
間と汗を流しました。学業面では研究に熱心なゼ
ミに所属し、関西の大学を交えた研究発表にも参
加しました。どちらかひとつだけに力を注ぐのでは
なく文武両道を貫いた経験が、内定を頂いた決め
手になったようです。また、部活動やゼミを通じた
多くの頼れるOB・OGの方々との出会いも自分に
とって大きなものでした。

文武両道を貫く！

頼れる仲間や先輩に支えられ、
乗り越えた公務員試験
　特定の人々のためだけに働くのではなく、多くの
人々が生きていく上で不自由しないような社会基
盤を作っていく仕事がしたいと思い、公務員を志望
しました。公務員試験を受けるにあたって、試験勉
強や面接対策など不安なことも山のようにありまし
たが、先輩やキャリア支援センターの方々にたくさ
んのアドバイスをもらうこと、また、一緒に頑張る
友達と励まし合うことで乗り越えられ、内定をいた
だくことができました。

１．東海圏に強い！もちろん全国にも！
２．公務員にも強い！
３．充実したサポート！

進
路

公共政策学科 ４年
（愛知県立春日井高等学校 出身）

日立製作所に採用
服部 貴行 さん

公共政策学科 ４年
（愛知県立豊橋東高等学校 出身）
東海財務局に採用

國府谷ゆう さん
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試験区分 試験日 試験科目 募集定員 備考

一般入試

前期日程 ２月下旬 英語 , 数学 120 名

後期日程

Eコース
３月中旬

英語 25 名

Mコース 数学 25 名

センター
優先 - - 20名 センター優先とは、EコースとMコースを合わせた受験者中、

センター試験成績上位者を合格者とするもの

推薦入試

推薦入試 A 11 月下旬 面接試験 10 名 高校の普通科以外の学科を 2019 年 3月卒業見込みの者対象

推薦入試 B - 30 名 高校を 2018 年 3月卒業又は 2019 年 3月卒業見込みの者対象

時　期 イベント

 7 月 21 日 オープンキャンパス

10 月上旬 授業開放日（体育の日）

11 月上旬 推薦入試 A　出願期間

11 月中旬 オープンキャンパス（市大祭開催日）

11 月下旬 推薦入試 A　面接試験

１月中旬 大学入試センター試験

１月下旬 推薦入試 B　出願期間

１月下旬～２月上旬 前期・後期日程入試　出願期間

２月下旬 前期日程入試

３月中旬 後期日程入試

名古屋市立大学経済学部には６つの入試枠があります。

※詳しい日程は本学部ホームページをご覧ください。

※詳しい日程は本学部ホームページをご覧ください。

入 試 情 報

入試カレンダー

（この他に私費外国人留学生入試があります。）

キャンパスライフ⑥

OPEN
CAMPUS
2018オープンキャンパス
　7/21（土）
お気軽に
ご参加ください

！

　大学入学当初は、講義についていけるか不安で

した。実際、数学や英語では苦労しました。しか

し、名古屋市立大学では入学前から数学の問題を

送ってもらえたり、入学後も補習があったりと、商

業高校出身者をフォローする体制が整っているた

め、徐々に理解することができました。また、周り

の友達に苦手な数学や英語を教えてもらう代わり

に、友達の簿記の勉強を手助けするなど、互いに

助け合いながら講義を受けていくことができたた

め、無事単位を落とすことなく進級することがで

きました。商業高校出身の強みを活かすこともで

きるため、商業高校出身だからと不安になること

はありません。名古屋市立大学で多くの学びを得

て有意義な大学生活を送ってください。

杉本 浪乃 さん 
会計ファイナンス学科 4年
（愛知県立愛知商業高等学校 出身）

　　　　　　　　

入
試・国
際
交
流・同
窓
会
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　経済学部では、各国の大学と交流協定を結んで学生の皆さんに留学の機
会を提供しています。現在は以下の大学に留学生を派遣しています。

・ ニューサウスウェールズ大学（オーストラリア） ・ 中央民族大学（中国）
・ ルートヴィヒスハーフェン経済大学（ドイツ） ・ 南ソウル大学（韓国）
・ ハルリム大学（韓国） ・ 文藻外語大学（台湾）
・ クィーンズ大学国際学習センター（イギリス） 

　これらの大学への留学には、名古屋市立大学の授業料を納付すれば留学
先大学の授業料免除となるものや航空運賃が補助されるものがあります。
留学先で取得した単位は本学の単位として認定されることがあります。ま
た、イギリスにあるクィーンズ大学の国際学習センターでは、１～４ヶ月の海
外研修プログラムに参加できます。このプログラムでは、ロンドンを起点に
イギリス国内やヨーロッパ大陸の文化施設や史跡を巡り見聞を広める研修
旅行も用意されています。

　カリキュラムには、卒業後のキャリアを視野に入れ、寄附講座などバラエ
ティに富む、多くの実務家による講義が組み込まれています。講座のある団
体・機関としては、財務省東海財務局（右下の写真）、名古屋市役所、名古
屋市立大学会計人会（日本税理士会連合会）、愛知中小企業同友会、中日
新聞社などがあげられます。また、2012年度からは公務員や企業の実務経
験者を特任教授として迎え、地方
公務員の仕事や現実の企業の動き
についての講義やセミナーを開講
しています。ゼミ活動でも商品化
コンテストなど、実際の企業と顧
客の声を聞く機会が数多く、実務
経験者から直接、学ぶことができ
ます。

国際交流

卒業後を考えた、実務に根ざした講座

国際交流・実践型教育 ◆◆◆ 瑞山会紹介 ◆◆◆

　瑞山会は名古屋市立大学経済学部
卒業生の同窓会で、第1期生卒業後10
年目の1978年11月に設立されました。
会員は卒業生の正会員（現在１万名
余、以下OB・OG）のほか現役学生の
準会員、先生方の特別会員で構成され
ています。瑞山会は“会員相互の親睦”
と“母校の発展に寄与”の二つの目的を
持っています。“会員相互の親睦”では、
春の“山崎川桜祭り”、6月の“総会後の
懇親会”、年2回の“ＯＢゴルフ大会”、秋
の“山の畑ホームカミングパーティー”
などを行っています。OB・OGが全国か
つ海外にも点在し活躍していることか
らこれら催しの名古屋地区開催から他
地域開催も求められており、支部活動
を活発にしようとしています。2017年
10月には関東支部が設立されました。
“母校の発展に寄与”では、“入学ガイダ
ンス”の経費負担、隔年開催の“瑞山会
連携講座【通称OB講義】”、海外留学
時の“渡航費援助”、卒業時の“成績等
優秀者表彰”などを行い、将来を担う
後輩の輩出に貢献しています。また開
学記念日には“山の畑キャンパス草刈り
ボランティア”を行っています。
　入学された皆さんには学生生活を過
ごし、卒業後は瑞山会活動に参加し、
人生の先輩であるOB・OGとの交流や
ネットワークを大いに活用して実社会
で活躍してください。

キャンパスライフ⑦

経済学部同窓会 瑞山会会長
村井 清 さん

　私は海外の文化に興味があったことと、外国の人
とコミュニケーションを取る上で最低限必要な英
語力を身に付けたいとおもっていたので、国際交流
センターに相談に行きました。話を進めていくうち
に今回私の参加したクイーンズ大学を薦められま
した。このプログラムの特徴は、イギリスの大学で
3ヶ月半ネイティヴの学生と共に英語の授業を受け

られることです。経済学の授業はもちろん、文化や
芸術についての授業も受けることができます。少人
数制であるため、発言の機会も多く学生や先生とコ
ミュニケーションが取れたり、わからない所も質問
しやすい点が英語力に不安がある私に合っている
と思いました。また、どの授業も課外授業があり、
実際に美術館や建築物を見ることでより知識を深
めることができました。
　学校生活もとても楽しく、クラブ活動、ボランティ
ア活動、毎週あるイベントや週末のお出かけなど勉
強以外も充実していました。

塚田 光里 さん 
会計ファイナンス学科 4年
（愛知県立旭野高等学校 出身）




