
エクステンション（課外講座）

▼ 詳細はP34～35をご参照ください

専門教育科目

１年次 ２年次 ３・４年次

● 日商簿記検定
● リテールマーケティング（販売士）検定
● ビジネス文書検定
● 秘書技能検定
● ITパスポート
● 経営学検定
● Microsoft®Office Specialist
● ニュース時事能力検定

● 企業
　（企画職、営業職、販売・サービス業、経理・事務職）
● 会計事務所、税理事務所
● 起業・店舗開業　など

目
指
せ
る
資
格

将
来
像

マーケティング基礎Ⅰ・Ⅱ

会計基礎Ⅰ・Ⅱ

ビジネス文化比較論

経理実務

組織とIT

オフィス事務管理論Ⅰ・Ⅱ

ビジネス文書論Ⅰ・Ⅱ

フィールドワーク研究Ⅰ

企業と仕事Ⅰ・Ⅱ

組織と経営Ⅰ・Ⅱ

マーケティング論Ⅰ・Ⅱ

簿記・会計Ⅰ・Ⅱ

フィールドワーク研究Ⅱ

現代経営史

経営戦略論

人的資源管理論

生産管理論

財務会計論

管理会計論

ブランド論

組織論

経営情報論

演習Ⅱ

セミナー・演習

フレッシュマンセミナー ソフォモアセミナー 演習Ⅰ

キャリア演習Ⅰ・Ⅱ

目指せる資格・将来像

経営学や会計学の理論を学び、経営に関する幅広い知識を身につけ、 
企業などで活躍できる人材になる

経営や会計の専門知識・スキルを学び、ビジネス関連の資格取得やインターンシップに挑戦します。問題発見・解決能力を生かし、企業や

会計事務所などで活躍できる人材を育成します。

ビジネスの
さまざまな分野で
活躍できる
人材に成長

商業高校出身なので、会計の知識はあり、大学

では経営についてより専門的に学びたいと思い

入学。経営戦略論やマーケティング論の授業は、

専門知識を講義形式やグループワークなどのアク

ティブラーニングで学びました。ゼミでは、学ん

だ専門知識を活用して、イベント企画のプロジェ

クト研究に取り組み、実践力を養いました。ま

た、大学が主催するディベート大会では、チーム

メンバーとの入念な情報収集と他チームの戦い方

研究などの準備が功を奏し、優勝したのはとても

嬉しかったです。大学生活を通して、チームをま

とめるリーダーシップや論理的な思考力が鍛えら

れたと実感しています。今後は、経営の知識や高

めてきたコンピテンシーを活用して、就職活動に

取り組んでいきたいです。

授業で学んだ専門知識を
ゼミのプロジェクト活動で実践！
リーダーシップと論理的思考力が
鍛えられました

        S.T さん 経営学科 ４年

群馬県 桐生市立商業高等学校 出身

【経営・会計コースの学び】

本コースの特色は、経営学・会計学の専門知識を学び、併せてエクステンション（課外講座）にて実務に役立つビジネス系資格の取得を目

指せること。ゼミのプロジェクト研究で習得した知識やスキルを総合的に実践し、また、インターンシップで実務の世界を体感します。

これら４つの特色を生かした教育プログラムにより、ビジネスのさまざまな分野で活躍できる人材に成長していきます。

ラーニングコモンズでのゼミのプレゼンテーション

【経営学・会計学の学習】
専門知識の修得

【プロジェクト・フィールドワーク】
調査・分析の実践

【インターンシップ】
実務を体験

【エクステンション】
ビジネス系資格の取得

群馬県渋川市と連携してフィー
ルドワークを実施しています。
学生が中心となり、名産のこ
んにゃくをはじめとする特産
品の商品化に取り組むほか、
道の駅を活性化する集客策を
企画・運営。地域振興について
理解を深めています。

クローズアップフィールドワーク

渋川市との連携「あの商品はなぜヒットしたのだろ
う?」、そんな疑問を出発点にして、
身近な企業や商品、サービスを教
材にし、受講者全員でテーマに
沿って考えながら、マーケティン
グの基本概念となる「STP」そして
「4Ps」について学んでいきます。

クローズアップ科目

マーケティング論

財務諸表の構造や諸法令などの知
識を学び、さらに事例分析を通じ
て、企業の情報を読み解く力を身
につけます。会計情報を理解する
能力は、経理・財務部門だけでな
く、営業や企画、総務部門などで
幅広く求められます。本講義を通
して、企業の財政状態やキャッ
シュフローなどの会計情報を理解
できるようになります。

クローズアップ科目

財務会計論

経営・会計コース 　
経営学科

【学生からのメッセージ】

入学の理由

新鮮だった大学の専門的な学び。学園祭の実行委員も務めて、
充実したキャンパスライフを送っています

大学でマーケティングを勉

強してみたいと思い、勉強

だけでなく資格取得のサ

ポートも充実していた関東

学園大学を選びました。１

年次は基本的なことを幅広

く学びますが、普通科高校

出身の私にとっては新鮮な

内容ばかり。「もっと深く

勉強したい」という気持ち

が強まっています。

力を入れた課外活動

三松祭の実行委員として活

動しています。先輩と一緒

に協賛企業を訪問したり、

本番では司会に挑戦したり

と、多忙でしたが充実した

時間を過ごせました。ま

た、ゼミでも三松祭を題材

に取り上げ、出店時の原価

計算など会計に関連した勉

強ができたので、役に立ち

ました。

今後の夢や目標

大学生となって1年目は忙

しくて余裕がありませんで

したが、2年目は落ち着い

て時間も確保できると思う

ので、本格的に資格取得に

向けた勉強をスタートさせ

たいと思っています。現在

の目標は簿記検定の2級で、

ほかにもビジネス文書検定

などに挑戦したいと考えて

います。

    N.K さん 経営学科 ２年

新潟県立八海高等学校 出身



専門教育科目

会計基礎Ⅰ・Ⅱ

マーケティング基礎Ⅰ・Ⅱ

オフィス事務管理論Ⅰ・Ⅱ

フィールドワーク研究Ⅰ

ビジネス文化比較論 企業と仕事Ⅰ・Ⅱ

組織と経営Ⅰ・Ⅱ

海外語学研修

フィールドワーク研究Ⅱ

貿易ビジネス論

NPO論

グローバル経営論

経営戦略論

ブランド論

組織論

セミナー・演習

フレッシュマンセミナー ソフォモアセミナー 演習Ⅰ

キャリア演習Ⅰ・Ⅱ

演習Ⅱ

１年次 ２年次 ３・４年次

● 日商簿記検定
● リテールマーケティング（販売士）検定
● ビジネス文書検定
● 秘書技能検定
● ITパスポート
● 経営学検定
● Microsoft®Office Specialist
● ニュース時事能力検定

● 外資系企業
● 企業の国際部門・海外現地法人
● 航空会社
● 日本語学校
● 通訳

目
指
せ
る
資
格

将
来
像

目指せる資格・将来像

クローズアップ科目

グローバル経営論

● ビジネス文化比較論
● 貿易ビジネス論

複雑な国際情勢と厳しい競争
という経営環境のなか、多国
間で事業活動を展開している
世界的な優良企業はどのよう
にして製品・サービスの国際標
準化と地域適応化の相克を乗
り越えているのでしょうか。
いわゆる多国籍企業のマーケ
ティングの内容や背景の事例
研究を通して、グローバル経
営の知識や手法を学びます。

海外語学研修

夏季休業期間中に、２～4週間程度のプログラムを用
意しています。国際的協調の態度を身につけた人材の
育成を目的とし、コミュニケーション能力の向上を目
的とします。

エクステンション（課外講座）

TOEIC®

従来の受験英語、学校英語とは
全く違った観点から生きた英
語、使える英語を学び、TOEIC®

高得点を目指します。

外国語科目
異文化交流（学内）

● 英語Ⅰ
● 英語Ⅱ
● 英語Ⅲ
● 実用英語

● 中国語
● 韓国語
● ポルトガル語

国際的視野から社会の動きや経営を学び、 
国際化するビジネスの場で活躍できる人材になる

経営、会計の基礎を学び、ゼミや課外で日本人学生と留学生が協働作業を行うことで、異文化理解力・コミュニケーション能力の高い国際

的なビジネス感覚を身につけた人材になることを目指します。

【国際ビジネスコースの学び】

「経営学」「異文化コミュニケーション」という２つのキーワードを軸に国際ビジネスに役立つカリキュラムを用意しています。グローバル

化する国際社会の「いま」と「未来」に対応できるよう、国によるビジネス文化の違いや、貿易や国際経営に関する知識が身につきます。

関東学園大学を選んだのは、さらに英語力を

伸ばせることに加えて、経営、会計が専門的

に学べること、留学生との学内交流が盛んと

いうことをオープンキャンパスで知ったから

です。語学以外では経営の授業が面白く、「ビ

ジネス文化比較論」では、ケーススタディー

をもとに日本と海外の雇用契約の違いやビジ

ネスにおける習慣などを学び、とても興味深

かったです。三松祭では、実行委員にも挑戦。

プレッシャーは大きかったですが責任を持っ

て役割を果たせ、コンピテンシーであるリー

ダーシップが身につきました。今後は英語の

ほか、大学から学び始めた簿記の勉強では、

エクステンションの活用により３級を取得し

たので、２級以上の取得を目指します。

語学とともに経営を学び、
社会への視野が広がりました

       N.A さん 経営学科 4年

群馬県 共愛学園高等学校 出身

留学生への日本語指導

エクステンション（課外講座）

▼詳細はP34～35をご参照ください

経 営 学
異文化

コミュニケーション

【学生からのメッセージ】

入学の理由

マルチリンガル（英語・ネパール語・日本語）の語学力と
本学で学ぶ経営の知識を生かして、母国で学校を経営したいです

電車の正確な運行など、日本

の発展した社会と技術に興

味がありました。説明会で

関東学園大学を知り、のび

のびと学べる環境に惹かれ

て入学。先生方は優しく、

さまざまな国の留学生もい

るので面白いですね。マー

ケティングなど経営を学ん

でいますが、今後の人生に

役立つ学問だと思います。

力を入れた課外活動

「ユネスコ出前授業」に2年

連続で参加しています。小

学校を訪れて母国のネパー

ルの文化や自然を紹介しま

した。例えば、ネパールの

小学校では昼過ぎに下校す

ることが一般的で、給食が

存在しないという話をした

ところ、文化の違いに日本

の子どもたちが目を丸くし

ていたのが印象的でした。

今後の夢や目標

ネパールでは、もともと関

心があった教育分野を専門

的に勉強していました。日

本では経営やビジネスに関

するさまざまな知識を身に

つけられたので、これまで

に勉強した2つの分野を組

み合わせたいと考えていま

す。ネパールに戻って学校

の経営などに携わることを

夢見ています。

                       T.B さん 経営学科 ３年

                 ネパール 出身

国際ビジネスコース
経営学科



専門教育

１年次 ２年次 ３・４年次

マーケテイング基礎Ⅰ・Ⅱ
会計基礎Ⅰ・Ⅱ
経理実務
品質管理論
組織とIT
フィールドワーク研究Ⅰ
スポーツマネジメント論入門Ⅰ・Ⅱ

スポーツ政策論
クラブ運営学

企業と仕事Ⅰ・Ⅱ
組織と経営Ⅰ・Ⅱ
マーケテイングⅠ・Ⅱ
中小企業論
フィールドワーク研究Ⅱ
スポーツビジネス論
スポーツマーケテイング論

スポーツ社会学
スポーツ法学

現代経営史
人的資源管理論
生産管理論
組織論
スポーツ統計学
スポーツ行財政論

セミナー・演習

フレッシュマンセミナー ソフォモアセミナー 演習Ⅰ
キャリア演習Ⅰ・Ⅱ
演習Ⅱ

● スポーツビジネス関連企業
● 公共・民間スポーツ施設
● 実業団

● 日商簿記検定
● リテールマーケティング （販売士）検定
● ビジネス文書検定
● 秘書技能検定
● ITパスポート
● 経営学検定
● Microsoft®Office Specialist
● ニュース時事能力検定

目
指
せ
る
資
格

将
来
像

エクステンション（課外講座）

▼ 詳細はP34～35をご参照ください

実践力
フィールドワークなど

スポーツを素材にマネジメントを学び、 
ビジネスやスポーツ指導の場で活躍できる人材になる

スポーツビジネスを素材にした経営や会計の学びと、進路に応じたスポーツ科学や教育分野の学びを通じて問題発見や課題解決ができる

人材になることを目指します。

経営
に関する知識

スポーツ
に関する知識

+

指導者、スポーツの普及に貢献できる人材はもちろん、
マネジメント力を生かし、幅広い分野で活躍できる人材

〈目指す未来〉

〈こんな人におすすめ〉

●スポーツに関する職業に就きたい人
●マネジメント能力を習得したい人
●指導者としての能力を身につけたい人

目指せる資格・将来像

【学生からのメッセージ】

役立った科目

スポーツというアプローチで経営を勉強していく面白さ。
課外活動にも積極的に参加し、成長を感じています

「スポーツマネジメント論入

門」ではスポーツの経営的

側面を学びますが、さまざ

まなケーススタディーが紹

介されてわかりやすかった

です。「スポーツビジネス

論」でも身近な会社を題材

にするため、日常生活の各

所でこうしたマネジメント

やビジネスの視点を意識で

きるようになりました。

身についたチカラ

人見知りだった私は、多くの

人と関わりいろいろなことに

挑戦することが在学中の目標

のひとつ。大学のインターン

シップで訪れていた縁もあり、

地元・大泉町主催の国際交流イ

ベントでボランティアスタッ

フをしています。さまざまな

国の方との交流を通じてコ

ミュニケーション能力の向上

を実感。成長したと思います。

力を入れた課外活動

太田市の「おおたスポーツ

アカデミー」では、小学生

に対して安全面に配慮し

ながら行う運動の指導法

や、子どもたちとの関わ

り方を学びました。また、

大学で始めた簿記では、エ

クステンションを活用し、

３級を取得できました。今

後も勉強を続け、さらに上

の２級を目指します。

          H.F さん 経営学科 ４年

群馬県 関東学園大学附属高等学校 出身

【スポーツマネジメントコースの学び】

スポーツビジネスを素材にした経営や会計の学びと、進路に応じたスポーツ科学や教育の分野の学びにより、問題の発見・解決ができる

人材になることを目指します。経営・会計の基礎から学べる豊富な授業、スポーツ科学やバラエティーに富んだスポーツ実技、特色ある

スポーツイベントや教育現場でのボランティア体験や実習など、4年間を通じて確実に成長できる環境が整っています。

小学校からバスケットボール一筋で、将来もスポーツ

に関わる仕事がしたいと思っていました。スポーツの

視点で経営や会計のことをしっかり学べると聞いて入

学。特に面白かった授業は「スポーツマーケティング

論」で、実際のプロ野球チームを題材に、ファンに

グッズをどのように販売するかという運営側の視点で

考えていく内容が新鮮でした。また、「組織と経営」の

授業では、戦略論と組織論について理解を深めまし

た。スポーツを支える仕事には経営の知識が不可欠。

将来に役立てていきたいです。部活は遅くまで練習が

あり多忙ですが、授業

に集中したり空き時間

を活用したりして効率

良く勉強し、部活との

両立を頑張っています。

スポーツの視点から経営学を
学ぶことができました

          H.H さん 経営学科 ４年

埼玉県立児玉高等学校 出身

ゼミでのプレゼンテーション

クローズアップフィールドワーク

おおたまちの先生見本市

スポーツマネジメントはプロスポーツのみでなく、企業
スポーツ、アマチュアスポーツ、学校スポーツ、地域ス
ポーツなど、さまざまな分野に導入されることが期待さ
れています。本講義ではスポーツと社会のつながりを理
解した上で、スポーツマネジメントの仕組みや基礎知識
について学んでいきます。スポーツを文化論的な視点か
ら理解し、スポーツビジネスに関する基礎となる知識や
技術を得ることを到達目標としています。

クローズアップ科目

スポーツマーケティング論

「おおたまちの先生見本市」に出展し、地域住民への体力
測定や運動に関するアドバイスなどのコンサルタントを
行 っ て い ま す。
学習の一環とし
て市内の幼稚園
に 出 向 き、園 児
の指導も行って
います。　

スポーツマネジメントコース
経営学科
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