




CASE OF GRADUATE CASE OF GRADUATE

卒業生が語る、組み合わせてつかんだSPECIALな今。 現在それぞれのフィールドで活躍しているSPECIALな卒業生2名に、
在学中の学びが今の仕事にどのように役立っているのかを語ってもらいました。

Almarie Kanayama

金山 アルマ理恵さん

総合政策学科 2015年度卒
株式会社 三越伊勢丹 法人外商事業部 営業

さまざまな企業の販促品や記念品の企画提案から納品

までをトータルに手掛けています。クライアントである企業

のイメージを打ち出すものなので、トレンドを取り入れる

ことはもちろんですが、特許権を侵害していないかなど法令

を遵守することも重要。総合政策学部で学んだ法律の知識

が今まさに役立っています。お客様にプレゼンする際には

「今どうしてこれを作るのか」というところをきちんと根拠

をもって説明することが大切です。時代の流れに乗ったり、

時には逆行したり。政治の動向や経済の状況を見ながら

企画を立て、それが採用されて形になった時には何物に

も代えがたい喜びを感じますね。仕事を始めてまだ1年

ほどですが、総合政策学部での学びが生きていると感じ

ることが多々あるので、1つの分野に絞らず、幅広く

学んでおいて正解だったなと強く思っています。今後

も、自分が携わったアイテムをひとつでも多く世に送り

出していきたいです。

Tatsuo Ryoto

良藤 辰夫さん

企業経営学科 2008年度卒
SHUMA PTE LTD.　スポーツ選手代理人

私は今、シンガポールを拠点に、スポーツ選手とチームの

間に入って契約交渉を行う仕事をしています。好きな

スポーツの仕事に就きたくて探していたところ、スポーツ選手

の代理人に日本人が当時まだいないと知りました。これは

チャンスじゃないかと思い、この世界に飛び込みました。

そこに勝機があるとひらめいたのは、マーケティングの

ゼミナールでの学びが大きく影響していると思います。

先生にいつも「真っ白なところから何かを作って

いくことに価値を見出しなさい」と言われ、学生時代か

らいろいろなことに着目して発想し、企画を立てていま

した。経営のクリエイティブな面や根本的なおもしろさ

にもふれられた貴重な時間だったと思います。海外で

働いていて感じるのが、相手の価値観をちゃんと認め

ないとダメだということ。そういった意味でも、総合

政策学部で国際関係や会計を学び、視野や価値

観を広げられたことは本当に良かったです。

● 特許権侵害の有無を
判断するときの目安になった！
● 企業コンプライアンスに
ついての知識がさまざまな場面で
生きている！

● 政治のゼミで鍛えた
プレゼン力で説得力のある
企画が提案できている！
● 政策が企業に与える影響を
 予測するのに役立った！

● 景気の動向を読みながら
企画を立てることができた！
● トレンドと経済を
リンクして考えるようになった！

1 2 3

法 律

● 事業を展開する上での
ベースとなっている！
● 経営を学んだことが
今の私の企画力と創造力に
つながっている！

経 済

政 治

● 文化や宗教など、他国と日本との
違いを知った上で契約交渉に臨めた！
● 日本を知ることの
重要性に気づかされた！

国 際 関 係経 営

●授業で身につけた
会計の知識は契約交渉で
とても役立った！
● 利益率や税金など、
コスト全体をシビアに
見ることができている！

会 計

組み合わせの学び 卒業生インタビュー
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 経営  に  国際関係  と   会計  を組み合わせて学び、法律  に  政治  と  経済  を組み合わせて学び、

企業
のイメージアップに貢献する 選手の

夢の実現を手助けする





CASE OF STUDENT

SPECIALをめざす在学生。組み合わせも将来も無限。 総合政策学部に通う2年生に、1年間の学びを経て自分の興味はどう変化したか、
また2年次からはどのように学んでいるのかを将来の目標とともに答えてもらいました。

CASE OF STUDENT

グロ
ーバル

な視点をもった

を、めざします!
を、めざします!

Asuma Takada

高田 明珠舞

2年［東京都立府中東高等学校出身］

Kazunari Hayashino

林野 一成

2年［東京都／私立大原学園高等学校出身］

福祉
の視点をもった

高校生の頃から数学が好きだったので「会計」の授業は

とてもおもしろかったです。簿記は難しいイメージだった

けれど、問題が解けるととても快感で。あと「経営」の授業

も楽しかったです。法律は思っていたより身近な内容だと

思いました。幅広く学ぶことで、自分の興味の方向性がはっ

きりとわかったので、2年次からのコース選択に役立ちました。

7分野を幅広く学んで

お菓子を作るのが好きで、将来はスイーツの商品開発に

携わりたいと思っています。得意の「会計」を専門分野にする

か最後まで悩みましたが、商品開発をするなら消費者心理

を知ることが大切かなと「経営」を選びました。もちろん

ビジネスとして成立させるためには予算管理も重要なので

「会計」も学んでいます。父の母国がバングラデシュという

こともあり、アジア全体に波及していくような商品を生み出す

のが夢です。そのために、海外の経済状況がどうなっていくの

かということも頭に入れておきたいので「経済」の勉強もがん

ばっています。

その理由と将来の目標

1 年次を振り返って

年次から専門分野を選択2

経 営
［ マーケティング ］

会 計
［ 商業簿記 ］

経 済
［ 国際政治経済学 ］

海外の映画や音楽が大好きで、海外旅行にも何度か行って

いました。だから、1年次に「国際関係」で世界情勢について

学んだ時はすごくおもしろかったです。逆に、そこまで関心

がなかったのに勉強してみたら興味がわいたのが「福祉

政策」。祖母と同居しているので、高齢化問題を身近なことと

して捉えてはいましたが、あまり真剣に考えたことはなかった

ので、きちんと考える良い機会にもなりました。

7分野を幅広く学んで

「国際関係」を専門分野に選びましたが、一方で日本の

高齢化問題への関心も高まっているので「福祉政策」も

勉強しています。僕の祖母もまだまだ元気ですが、高齢者の

労働力って持て余しておくのはもったいないと思うんです。

僕は旅行プランを考えるのが得意なので、例えば日本の高齢

者が海外ボランティアに参加できるツアーを発売するのはどう

かなと思っていて。参加者がそこで刺激を受けて何かビジネス

が生まれたり、あるいはまた働いてみたいと思ったり、いろいろ

なきっかけになるんじゃないかと。もちろん高齢者の旅行ニー

ズをつかむために「経営」でマーケティングも学んでいます。

その理由と将来の目標

1 年次を振り返って

年次から専門分野を選択2

国 際 関 係
［ 国際政治経済学 ］

経 営
［ マーケティング ］

福 祉 政 策
［ 社会福祉学 ］

1 2 3組み合わせの学び 在学生インタビュー
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総合政策学部のキャリア教育は、
ライフ・プランニングからスタート。

ライフ・プランニングをはじめとするキャリア系授業は、1~3年次まで必修科目として実施。
他大学に類を見ない手厚さで、一人ひとりをしっかりとバックアップしていきます 。

入学時の英語力は不問。国際的な仕事をめざす
学生のための独自プログラム「GCP」。

「将来、国際的な仕事をしてみたい！」「英語を使う職業に就きたい！」という
学生たちの想いに応えるために、総合政策学部は
GCP (グローバル・キャリア・プログラム)を独自に実施しています。

独自のキャリア教育 ライフ・プランニング 正課外プログラム GCP（グローバル・キャリア・プログラム）
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このプログラムは必修ではありません。希望者は申し込みが必要です。

人生の全体像を設計する
1年次 ライフ・プランニング

総合政策学部のキャリア教育は、「将来なりたい自分」を想像

して人生をプランニングしていくことから始まります。また

その際、人生全体を資金面から現実的に設計していけるよう

に税金や保険など金融に関する知識も身につけていきます。

就職活動に必要な基礎知識などを習得する
2年次 キャリア開発論

就職活動に直結したスキルをマスターする
3年次 キャリア開発演習・就活トライアルイベント

さまざまな業種でSPECIALな魅力を企業にアピール

ライフ・プランニングの授業を受けたAさんの場合

仕事もプライベートも充実させたい。 

30歳くらいまでに結婚して、子どもは

2人産む。仕事は続けていきたい。

将来なりたい自分
出産や子育てにはお金がかかると聞くので、女性のキャリア継続を前向き

に支援している会社に就職する。子ども2人が大学に行くまでに必要な

養育・教育費XXXXXX円をX年後までに貯金するためには、XX歳までに2人

目を出産する。

実現するためにやるべきこと

GCPの5つの特色GCP(グローバル・キャリア・プログラム)とは

入学時の英語力は問いません。
初年次に徹底的なインテンシブ英語教育を提供します。
ビジネス・スキルや専門分野を英語で学べます。
1対1のオンライン・レッスンによる英会話の補講を活用します。
留学を積極的に奨励します。

1

2

3

4

5

本プログラムは、ネイティブのような発音と完璧な英文法の習得

が目的ではなく、本学部が提供する専門科目(経済、国際関係、

福祉など)や世界で活躍するビジネスパ ーソンに不可欠な各種

技術(論理的思考、プレゼンテーション技術など)を英語で学び、

それらを仕事で生かせるようになることを目標としています 。

基礎的な英語力を養う
■ 少人数によるモチベーション重視型の英語学習
■ 座学形式の講義とマン・ツー・マンのオンラインレッスンによる英会話講座
■ グローバルに活躍するゲスト講師によるレクチャー

英語での思考・議論・発表と
ビジネススキルの習得
■ 論理的思考の習得と英語での議論・発表の経験値を高める
■ ビジネスパーソンに求められる基本スキルの習得

1年春学期～2年春学期 1年秋学期～2年春学期

将来を考える・海外で学ぶ
■ 半年または一年間の海外協定校への留学・短期語学研修
■ グローバル・キャリアに向けたキャリア教育

英語で社会科学を学ぶ
■ 経済やビジネスなどの専門的な科目を英語で学ぶ

2年秋学期～3年春学期 3年春学期～

国際感覚を養う英語漬けの4年間

1 2

3 4

4年次

・第一生命保険
・SMBC日興証券

・三越伊勢丹
・帝国ホテル

・JALスカイ
・ANAエアポートサービス

・ヤフー株式会社
・NTTコミュニケーションズ

・竹中工務店
・積水ハウス

・警視庁
・防衛省

先輩たちの主な就職先

YEARS
AFTER

JOB

+MONEY PLANNING

MARRIAGE
5 YEARS

AFTER10 YEARS
AFTER20

MY HOUSE





総合政策学部もインスタグラムのアカウントをもっています。
ぜひ、キャンパスライフを覗いてみてください！kyorin_sogoある学生の1日CAMPUS LIFE

吉祥寺で待ち合わせ。お待たせ～！

11：00

今日の授業は午後から。
前から行きたかった
パンケーキ屋さんへ～。

11：15

時間があるからサンロードで
ノートと雑誌を買っていこう。

12：10
キャンパス到着～！

12：40

別の学部の友達に久々に会えた♥

12：50

またまた会えた！w

12：55

授業はマジメに受けてます！
先生たちもフレンドリー。

14：00

よし、今日はこれで終わり～！！
駅に向かおう。

17：15 わたし自身はダンスサークルです。
体動かすの好きなんだ～！

17：05 フットサルサークルにも
遊びに行ったら、
ユニフォーム自慢されたw

17：00

授業のあとは、サッカー部の
友達の試合をちょっとだけ観戦。

16：50
前回のプレゼン大会終了後に
みんなで。
次回はもっと上位めざすぞ！

16：05

授業のあとのほっこりタイム。

16：00

夜の打ち上げまでに
またスイーツ投入w
女子だから仕方ないよね？

18：20 スマホ見てたら懐かしい写真が。
沖縄でのゼミ合宿楽しかったな～。

18：25

キャンパス周辺で
ボランティア活動も。

18：30

杏園祭の模擬店では
焼きそばを売ったよ～。
看板娘たち

18：35
今日はゼミで打ち上げ！
おいしい料理が自慢のお店へ。

18：35

START

SEE YOU!

楽しすぎた～！
明日からまたがんばろう。
みんなありがとー♥

22：00
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