
専門教育科目

エクステンション（課外講座）　

１年次 ２年次 ３・４年次

目指せる資格・将来像

● 日商簿記検定
● ファイナンシャル・プランニング
　　技能検定

● Microsoft®Office Specialist
● ニュース時事能力検定

● 各種業界の企業

● 金融業（銀行、信用金庫）

● 食・農関連企業

● 観光関連企業

目
指
せ
る
資
格

将
来
像

経済学入門Ⅰ・Ⅱ

経済史Ⅰ・Ⅱ

公共経済学

6次産業化論

地域経済デザイン論

環境と経済

6次産業化論

フィールドワーク研究Ⅰ

ミクロ経済学

マクロ経済学

経済統計

金融論

日本経済史Ⅰ・Ⅱ

地域と経済

西洋経済史Ⅰ・Ⅱ

経済学史

観光まちづくり論

経済政策総論

財政学総論

フィールドワーク研究Ⅱ

日本経済論

サービス経済学

社会保障論

産業組織論

国際経済学

食と農の経済学

労働経済学

観光と経済

環境経済学

地場産業論

●観光まちづくり論 ●食と農の経済学 ●６次産業化論 ●地域経済デザイン論
●地場産業論

●地域と経済

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

▼詳細はP34～35をご参照ください

【地域経済デザインコースの学び】

【学生からのメッセージ】
「観光」「食と農」「地場産業」の分野を学び、
地域経済を盛り上げる人材になる

いま地域社会で求められているのは「地元を元気にできる」人材です。自然・歴史・文化・食・人など、地域に埋もれている元気のタネを発掘し、

持続可能な活性化策をプランニングすること。その際に重要なことは「市民協働」の考え方のもと、地域ぐるみで取り組み、課題解決と新た

な価値創造（ソーシャルデザイン）を目指したプランニングをすることです。それらを担える人材になることを目指します。

「観光」「食と農」「地場産業」の３つの分野を経済学の知識をベースに学び、地域の隠れた魅力を発掘することで地域経済やまちづくりを

リードできる力を身につけていきます。６次産業化プログラムをベースとした「学内の学び」と、地域に出かけて実際の取り組みを学ぶ

「フィールドによる学び」を融合させた独自の教育プログラムのもと、関連分野の専門家の指導を受けられます。具体的なフィールドとし

て、学園が一部出資した農業生産法人百の姓が運営する静岡県伊豆熱川の観光農園など、生きた学びの場が用意されています。

これからの地域

デ ザ イ ン

経 済 学

観光 食と農 地場産業

役立った科目

授業のほか、地域でのフィールドワークやボランティアなど、
学内外でさまざまな学びを重ねています

「ミクロ経済学」で経済がい

かに日々の暮らしと結びつ

いているかを学びました。

アパレル店でのアルバイト

でもお金と商品の流れなど

がわかるように。また、国

家規模の視点で景気などを

考える「マクロ経済学」を学

ぶことでニュースの内容を

深く理解できるようになり

ました。

身についたチカラ

大学から紹介されて、太田

市で毎年開催されるイベン

ト「おおた食と光の祭典」に

ボランティアスタッフとし

て参加。友好都市である青

森県弘前市のブースでりん

ご販売に携わったり、お客

さまを案内したりしました。

コンピテンシーである主

体性、積極性が身につき

ました。

力を入れた課外活動

静岡県の伊豆を訪れて

フィールドワークを行いま

した。周辺エリアの視察の

ほか、農園や観光協会の方

からのヒアリングを通じて、

地域の現状や課題を把握。

学んだことをまとめ、活性

化を考えるワークショップ

を行いました。自分の目や

耳を通じて体験し、奥深い

考察ができたと思います。

 経済学科 ３年

群馬県 関東学園大学附属高等学校 出身

高校で商業を学んでいて経済に関心があり、

一方で地元の軽井沢に貢献したい思いも持っ

ていました。その両方を学べる点と、オープ

ンキャンパスで学生広報チームの先輩方が魅

力的だったことが、私が関東学園大学を選ん

だ理由です。「金融論」では金融とは何か、

銀行の融資や収益について幅広く、深く掘り

下げて学びました。また、地方創生事業の実

務経験のある先生の授業で、人を呼び込む魅

力的なまちづくりのために、論理的思考力の

大切さを知りました。講義だけではなく伊豆

熱川の観光農園を訪問し、地域活性化を考え

るフィールドワークにも参加しました。こう

した学びを通じて、表現力や主体性などが伸

びました。将来は、地元で起業に挑戦するこ

とも考えています。

経済のことや地域のことを
掘り下げて学べる点が魅力

 さん 経済学科 ３年

長野県立小諸商業高等学校 出身

太田市内にてフィールドワーク

クローズアップフィールドワーク

観光農園丸鉄園フィールドワーク

内閣府の地方創生担当官や太
田市の商工会議所などの協力
のもと、地域活性化の現状と
課題を確認し、課題解決のた
めのビジネスモデルのプラン
ニング方法を学び、各自で太
田市を活性化するためのビジ
ネスモデルを考案します。併
せて、地域経済をデザインす
るための全般的な理論を体系
的に学びます。

クローズアップ科目

地域経済デザイン論

静岡県伊豆熱川の観光農園丸鉄園にて農園視察研
修や周辺エリアのフィールドワークを実施。丸鉄
園や伊豆熱川観光協会の方々にご講演いただき、
観光農園の経営戦略や今後の6次産業化の展開、
地域の現状・課題
について理解を深
めました。最終日
には、丸鉄園と伊
豆熱川の新しいビ
ジネスモデルを学
生が自ら考え、企
画しました。

地域経済デザインコース
経済学科



専門教育科目

１年次 ２年次 ３・４年次

● 公務員
　（県庁、市役所、町村役場、警察、
　  消防、自衛隊）
● 各種業界の企業
● 公益事業（郵便、鉄道、ガス ほか）

目
指
せ
る
資
格

将
来
像

経済学入門Ⅰ・Ⅱ

経済史Ⅰ・Ⅱ

環境と経済

公共政策論

地域経済デザイン論

フィールドワーク研究Ⅰ

観光まちづくり論

民法基礎Ⅰ

ミクロ経済学

マクロ経済学

経済学史

経済政策総論

金融論

財政学総論

フィールドワーク研究Ⅱ

経済統計

地域政策論

安全と経済

民法基礎Ⅱ

商法・会社法Ⅰ

国際金融論

地方財政論

公共経済学

環境経済学

社会保障論

国際経済学

統計学総論

労働経済学

行動経済学

地場産業論

商法・会社法Ⅱ

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

● 日商簿記検定
● ファイナンシャル・プランニング
　　技能検定

● Microsoft®Office Specialist
● ニュース時事能力検定

【公共政策コースの学び】

本コースは、経済学の専門知識と進路に応じた実務知識が学びの両輪になっています。講義で知識や理論を学び、ゼミで問題解決型の
プロジェクトに取り組むことで、知識や理論を実践的に活用して公共政策の諸問題に対処できる力を身につけていきます。

公共政策について実務の視点からより深く学ぶとともに、県庁・市役所・県警での採用指導経験が豊富な教員、公務員受験指導の実績を

誇るトップ講師陣によるエクステンション（課外講座）によって試験対策に取り組みます。また、採用試験や社会で役立つ法律系科目のカ

リキュラムも用意されています。

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

経済学の知識と理論をもとに
地域社会が直面する公共的問題を発見・解決できる人材になる

経済学の基礎的な知識と理論に裏打ちされた提案能力を備え、地域社会の抱えるさまざまな問題に対処できる人材を育成します。また、

エクステンション（課外講座）によって、県や市町村の職員や警察官・消防士を目指します。

地元の市町村、警察・消防の採用試験を突破する仕組み

【市町村】　 
● 大泉町役場
● 伊勢崎市役所

【警察・消防・自衛隊】 
● 群馬県警察本部
● 群馬県警察事務

● 警視庁
● 新潟県警察本部
● 福島県警察本部　

● 伊勢崎市消防本部
● 前橋市消防局
● 日光市消防本部

● 防衛省自衛隊　
過去5年間の内定先

【内定先】  伊勢崎市役所

公共政策コースを選んだのは、兄や姉が公務員

だった影響と、コース長の先生が魅力的だったこ

とが決め手です。公務員試験の一次試験について

は、高校までの勉強で慣れていたテスト形式なの

で多少は自信を持っていました。私にとって特に

ありがたかったのは、採用試験の指導経験が豊富

な先生による二次試験の面接対策。空き時間を

使った面接練習やゼミが終了した後の個別討論

など、いろいろと先生にサポートしていただい

たおかげで知識や論理的な思考が身につきました。

また、関東学園大学には魅力的な先生が多く、

以前よりも人間的に明るくなったと感じます。

それらが面接にも生かされ、市役所への内定につ

ながったと思います。卒業後は社会人としてしっ

かりと仕事に取り組んでいきたいです。

面接の個別指導で実力をつけ、
公務員試験に合格しました

 さん
経済学科
平成30年3月卒業

群馬県立太田高等学校・伊勢崎市 出身

【勤務先】  伊勢崎警察署 玉村町交番

【卒業生からのメッセージ】

大学時代の思い出

人の役に立つ仕事をしたいと
大学で勉強した日々。
地域の安全を守る仕事に励んでいます

現在の仕事とこれから

 さん 経済学科　平成29年3月卒業

群馬県立高崎東高等学校 出身

松平記念図書館にて

太田市、太田交通安全協会、太田警察署、各
種団体と連携して、防犯パトロールや振り込
め詐欺防止の啓発運動などを行っています。
地域の方々が安心・安全に生活できる街づく
りを実践的に学ぶことで、学生のコンピテン
シーが向上する活動となっています。

クローズアップフィールドワーク

防犯ボランティア

経済学の学びがどのように役立つのかを考える
ために「公共と経済」及び「経済と政策」について
さまざまな視点を紹介します。経済学を学ぶ意
義を確認するとともに、それを社会に対して「政
策として用いていくこと」の第一歩となる 広い
見識を身につけることを目標としています。

クローズアップ科目

公共政策論

入学前は警察官に漠然とした憧

れのようなイメージを抱いてい

ましたが、大学で学ぶうちに確

固たるものになりました。先生

の指導のおかげで今の自分があ

ります。経済学の学びと警察幹

部の経歴を持つ先生

による課外講座や徹

底した個別指導が思

い出に残っています。

現在は交番で勤務していて、当

番の日は24時間勤務で地域の

安全を守ります。責任の重さを

感じつつ、住民の方々に頼られ

ていることを励みにしながら

日々の業務に臨んでいます。

まだ下積みの段階で

すが、しっかり勉強

して将来は刑事とし

て活躍したいと思っ

ています。

職業研究から
自分の将来を描く

地元市町村、警察・消防の仕
事内容を研究し、志望職種を
考えます。仕事内容や働くス
タイルは職種ごとにすべて異
なります。それらを理解した
上で自分自身が目指したいも
のを探すところから始めます。

県庁・市役所・県警での勤務
経験のある教員により職場体
験型講義を実施。公務員人物
試験突破に必要なコンピテン
シーを高めます。議会見学や
警察学校見学会などの校外学
習を通じて、公務員の職務に
ついて理解を深めます。

都内大手公務員受験予備校で
の講師経験と合格実績を誇る
トップ講師陣が合格ノウハウ
を伝授。試験対策テキストや
サポートルームの活用、春
季・夏季の対策講座で学力
アップを図り、着実に合格へ
と近づけます。

近年、面接試験の重要度が増
しています。採用面接官経験
のある教員が模擬個別面接、
模擬集団討論、論作文作成を
徹底指導。豊富な指導経験と
最新情報による的確な指導に
より、長所を伸ばし、短所を
克服します。

1 学外実習を通じて
職務理解を深める2 筆記試験対策3 面接・論文対策4

公
務
員
合
格

公共政策コース 　
経済学科
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