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経済学部で「自分の未来」を見つけよう!!



家から近く、交通の便の良い立正大学に魅力を
感じて受験しました。先生方は各分野で活躍さ
れている方が多く、興味のある分野はより深く学
ぶことができると思います。コロナ禍での就職活
動は、すべてがオンライン。画面に映える室内の
照明などにも工夫して面接に臨んだ結果、IT業
界の憧れの企業に内定をいただきました。

4年次 真田ゼミ

オンライン就活を
経てIT業界へ
将来はAIで人の
悩みを解決したい！

入学の決め手は、歴史もあり、新学部の創設をす
るなど積極的な大学の姿勢に惹かれたからで
す。上京して最初はなじめない時期もありました
が、2年からのゼミで同学年や先輩との交流も広
がり、今では卒業が寂しい気持ちです。大学では
高校と違って自分でレールを敷かなきゃならな
い。いろいろな人と出会い、挑戦してほしいです。

4年次 小林ゼミ

大学でのレールを
自分で敷くために
たくさんの挑戦を
してほしい

両親の仕事が金融関係だったことで興味を持ち、
高校で簿記を学びました。資格取得に強いという
のが、立正大学経済学部の金融コースに決めた
理由です。立正大学はデジタル環境が充実してい
ます。オンライン授業は復習もしやすく、タイピン
グや情報収集の力もつきました。今後は簿記以外
の資格取得にもチャレンジしたいです。

1年次 金融コース

充実したデジタル
環境を活用して
金融コースで
資格取得を目指す

新型コロナウイルスの影響により、キャン
パスでの受講が厳しい状況が、今後も続
く可能性があります。立正大学では、すで
に2014年4月からMicrosoft  365 ®（旧称 
Office 365®）を導入していました。IT設備
やソフト整備に力を入れており、オンライ
ン授業にも速やかに対応しました。

Microsoft 365®（Microsoft）
マイクロソフト社が提供するクラウド型サー
ビスです。すべての学生と教職員が使える
環境となっており、共通プラットフォームと
して授業などで積極的に活用しています。

・オンライン授業がスムーズに行える
・複数人で1つのドキュメントに同時にアクセス、
編集が可能なため、グループワークができる
・グループ発表の準備から、発表、質疑応答ま
で対応できる
・海外の大学との相互授業が可能

その他
その他にも、ファイルストレージや課題の
提出・返却システム、オンデマンド配信シス
テムなど、さまざまなオンラインツールを
活用しています。

・ストレージ（fileBlog / Fujitsu）
・WebClass
・りすCan
・MediaDEPO など

立正大学のデジタル環境について

本当はどうなの？ 先輩たちのリアルボイスを紹介！

経済学部主な就職先（2018年度卒業生）

経済学部の先輩たちは幅広い分野で活躍しています！

国家公務員／地方公務員行政職／地方公務員警
察官（警視庁・神奈川県・岩手県）／東日本銀行／
筑波銀行／信用金庫（城南・亀有・富士宮・湘南・結
城・さがみ・東京ベイ）／あいおいニッセイ同和損害
保険株式会社／横浜農業協同組合／東日本旅客
鉄道株式会社（JR東日本）／東京急行電鉄株式会
社／丸大食品株式会社／株式会社伊藤園／株式
会社京急百貨店／三井ホーム株式会社／大和ハウ
ス工業株式会社／東芝テック株式会社／オリンパ
スメディカルサイエンス販売株式会社／日野自動
車株式会社／ANAエアポートサービス株式会社／
東急リバブル株式会社／富士ゼロックス千葉株式
会社／独立行政法人（国立病院機構・自動車事故
対策機構・地域医療機能推進機構）／日本郵便株
式会社

卒業後の就職先 業種別進路決定状況 建設業建設業
製造業製造業

情報通信業

運輸業・
郵便業卸売業

小売業

不動産 

金融・保険 

サービス 

公務員 

2018年度
実績
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「経済学って何だろう？」なんて
興味が湧いてきたら、経済を学ぶ最初の一歩。
私たちと一緒に、経済学を始めてみませんか。

立正大学の経済学部は
「なりたい自分」に近づく場所

Faculty ofEconomics!

立正大学の経済学部は、
今年71周年を迎える歴史ある学部です。

7171stst
Anniversary



各分野のスペシャリストとしての
基礎を4年間でしっかり身につけ
ることができます。
立正大学経済学部では、さまざま
な形態の授業で重要な知識を繰
り返し学習することで、「基礎知識
の定着」と「応用力の育成」をは
かっています。

経済学コース
どんな仕事にも役に立つ｢経済を見通す目｣が身につく。
公務員志望にも、このコースがおすすめ！
現場の様子から経済を学ぶ。

経済学を広く深く学ぶなら！

国　際コース
世界での活躍を夢見るなら！

ビジネスの現場で必要となる実践的英語力を学ぶ。
英語と経済学を並行して学ぶことで、グローバルなビジネス能力が身につく。
提携する海外の大学とオンラインで交流授業！

目指せ、金融のエキスパート！

金融システムを深く理解することで、地域経済に貢献する力を身につける。
金融に重点をおいて学び、お金の流れを通して経済の仕組みを深く理解。
簿記検定、FP検定、宅建士など、金融系の就職に有利な資格取得をサポート！

Economics

Finance

Global

３
つ
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金　融コース

立正大学経済学部は、選べる３つのコース制を設けています。
立正大学経済学部では2018年度より、入試段階で選べる
コース制を導入しました。3つのコースから、自分に合った
道を選べます。なりたい自分へまっすぐに進めます。

詳細はWEBサイトで
ご覧いただけます
https://keizai.ris.ac.jp/

経済学って？ 経済学部の先生から一言！

外木 好美 准教授
【専門分野】 企業の設備投資行動・
  無形資産・企業価値

数式を使って理論的に金融を学ぶ中でも、
その式の背景にある経済的な意味をしっ
かりと理解できる授業を行います。金融を
通して経済のメカニズムを学び、その変化
に柔軟に対応する「生活の知恵」を身につ
けます。

国際金融論

Skypeを使い、海外の大学の学生チュー
ターとリアルに会話する実践的な授業で
す。スピーキング力とリスニング力を同時
に鍛えられるとともに、英会話は、学ぶもの
ではなく、楽しむものだとわかります。
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※国際コース限定科目生きた英語を、リアルな会話の中から学

ぶことで、英語力が身につきます。する
と、もっと積極的にコミュニケーションが
取りたくなるはず。さらに、海外への興味
や異文化交流への理解が深まるだけで
なく、自分を表現する方法が身につき、ア
ピール上手に。英語への自信は、そのま
ま自分への自信につながります。

��������������������� 専任講師
【専門分野】 ������������������������������
�� �����������
����������

金融と聞くと、自分には関係のないことと
考えがち。けれど、ビジネスだけでなく、就
職や結婚、子育てなどのライフイベントも、
金融と切っても切れない関係にあります。
金融は、「資金」が余っているところから、足
りないところへ「融通」する仕組みのこと。こ
の仕組みを理解して、お金に困らない賢い
大人になりましょう。

吉川 洋
経済学部教授・
立正大学長

1年次 2年次 3年次 4年次

経済学コース ｢経済学｣の基礎を学ぶ

｢経済学｣の基礎を学ぶ

経済について本格的に学ぶ

短期留学に対応できる
英語力を身につける

｢経済学｣の基礎を学ぶ
「簿記」と「財務諸表」を学ぶ

自分の目指す職種に合わせた、より専門的な内容を学ぶ

国　際コース

金　融コース

4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月

ビジネスで必要な
実践的英語力を身につける 「英語特別プログラム」の集大成

短期留学（海外語学研修。オンライン研修を含む）

経済学部就職支援セミナー

経済学部独自のさまざまなプログラムを展開。内定した在学生による
「就職内定者による講演」、外部の専門コンサルタント、キャリアカウン
セラーを招いての講義など、実践的なセミナーを行っています。

学年

1年生

内容

就職を意識したキャリア教育

時期

1月

2年生
就職活動に関する基本事項6月

3年生
業界研究、エントリーシートの書き方、面接の練習など5月～7月

全学年 8月

インターンシップ、企業研究、自己分析など11月

就職活動の準備の総まとめ

SPI対策講座と模擬試験

12月

消費者や生産者は市場でどのように行動
するのか、その結果どのようにしてモノの
価格が決まるのか。こうした考察を積み重
ねることにより、市場経済がどのような機
能を果たしているのかを理解します。

ミクロ経済学私たちの日常生活は市場経済の上に成
り立っています。市場では多数の消費者
と生産者が思い思いにモノを売り買いし
ていますが、その根底にはしっかりとした
論理が働いています。経済学を学べば、
経済を動かしている論理を読み解くこと
ができるようになり、社会の構造がはっ
きり見えるようになります。

小野﨑 保 教授
【専門分野】 ミクロ経済学・非線形経済動学・
  複雑系経済学

他にも立正大学独自のプログラムを実施しています。

経済学部の４年間



〒141-8602 東京都品川区大崎 4-2-16
TEL.03-3492-7529立正大学 経済学部 https://keizai.ris.ac.jp/
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ACCESS

OPEN CAMPUS

経済学部の授業はすべて
品川キャンパスで行われています

渋谷駅から3駅
品川駅から1駅

どこからでも、どこへいくにも
便利で快適な魅力のアクセス

JR山手線 

大崎駅・五反田駅
から徒歩5分

実際のキャンパスライフを授業風景や施設紹介を
通して体感できます。立正大学経済学部のオープン
キャンパスに来た気持ちでご覧ください。

バーチャルオープンキャンパス来校型オープンキャンパス
キャンパスライフを360°ビューで体験できる！イベント盛りだくさん！

実際にキャンパスを体験できる来校型
オープンキャンパスの実施を予定して
おります。詳細は立正大学ホームペー
ジをご確認ください。

※新型コロナウイルス感染症対策を行いなが
ら実施します。
※状況によって、開催が中止される場合があり
ます。

6月 ～ 10月頃 実施予定


