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文化と社会を探究する
人文学部へようこそ

　人文学部は、人が長い年月をかけて築いてきた文化と社会を探求する

学部です。

　新型コロナウイルス感染症の流行とロシアによるウクライナ侵攻と

いう世界的危機は、病気や死を実感させ、生きる意味や幸せとは何かを

考えさせます。また国家や国境の存在を改めて意識させ、人々の連帯の

重要性や、日常生活と政治・経済について考え直すことが迫られています。

これらの文化と社会についての理解や考察の重要性は、この四半世紀に

起きた深刻な天災と事件によって増大していましたが、今ではより現実

的な問題となりました。

　文化学科と法律経済学科の両学科の学生は、学年進行とともに地域や

コースが分かれ、指導教員を選び、卒業論文のテーマを決めていきます。

その専門分野は多様で、人文系・社会科学系の様々な問題について、

各人の関心に応じて学ぶことができます。

　本学部は学生数に対して教員の数が比較的多いため、少人数クラスで

の授業が充実しています。この恵まれた修学環境もあって、卒業時学生

アンケートでの満足度は非常に高い数字を維持しています。

　この自由でゆったりとした雰囲気の中で一緒に学びましょう。

C O N T E N T S
文化学科
日本研究　アジア・オセアニア研究
ヨーロッパ・地中海研究　アメリカ研究04 法律経済学科

法政コース
現代経済コース10

進路・就職支援
就職支援の取り組み　就職実績
卒業生からのメッセージ16 留学制度

交換留学　海外語学研修
留学体験記18

資格・大学院
文化学科で取れる資格
大学院進学19
入試案内22

キャンパスライフ
先輩からのメッセージ　在学生の学生生活
学生寮・奨学金制度20

文化・社会への関心
人間の文化、社会の働きやしくみに、
強い関心や好奇心を持つ

知の探求
学びのスタイルを確立する充実した
初年度教育
幅広い視野と専門性を組み合わせた
カリキュラム
発表力をつけ、専門を深める
少人数教育

自分の思考法を築く自分の思考法を築く
問題を発見し、その解決のために調べ、
考える方法を実践的に学ぶ

発信力ある社会人へ
企業・行政で活躍する発信力ある社会人（市民）へ、
無限大の可能性があなたを待っています！

実践的応用力で高い就職率
特色ある就職支援（および進学サポート）
就職情報の提供や特別講義

人文学部長　藤田　伸也

留 学

地域理解

フィールド
ワーク

異文化
理解

本年度の授業では、新型コロナウイルス感染症対策を実施しています。
撮影にあたっては、一時的にマスクを外してもらっています。
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文化学科
文
化
学
科 ●日本研究

●アジア・オセアニア研究
●ヨーロッパ・地中海研究
●アメリカ研究

世界各地域の文化について多面的・総合的な理解を持ち、人文科学の専門的・
学問的な深い分析ができる、国際化時代のリーダーになれる人を育てます。
文化学科では、１年次での基礎的な学習の後、２年次から日本研究、アジア・
オセアニア研究、ヨーロッパ・地中海研究、アメリカ研究のいずれかに属し、
その地域の文化に関して、言語、文学、歴史、哲学・思想、社会、民族、地理、環
境まで、多面的・総合的に学んでいきます。こうした幅の広さが文化学科の特
徴の一つです。
それと同時に、卒業論文に向けて深く専門的に研究していくために不可欠な
人文科学の専門分野別の指導も十分に行われます。ある地域の文化を多面
的、総合的に学ぶことを、専門性を高めることで強化する、これが文化学科の
カリキュラムの基本です。

教　員
中学校（国語・社会・英
語）と高等学校（国語・
地理・歴史・公民・英語）
の免許が取得できます。

学芸員
博物館に勤務する専門
職員です。資料の収集、
保管、展示や調査研究、
その他の関連する事業
を行います。

図書館司書
学校図書館司書教諭
司書は各種の図書館で、
また司書教諭は小・中・高
の学校図書館で勤務する
専門職員です。

大学院への進学
大学院修士課程・博士
課程へ進学するために
十分な専門領域の訓練
を受けることができます。

専
門
性
を

活
か
し
た
資
格

前期 文化学科３年生T.N.さんの１週間スケジュール

環境地理学A

データサイエンスⅠ

法学A

哲学G

社会学B

スタートアップ
PBLセミナー

英語Ⅰ
大学基礎

地域から考える
文化と社会

日本文学C

英語Ⅰ
コミュニケーション

こころの
サポート

インターンシップ
入門

異文化理解Ⅰ
演習（ドイツ語A）a

異文化理解Ⅰ
基礎（ドイツ語A）a
英語Ⅰ
TOEIC

スポーツ
健康科学a

英語Ⅰ
TOEIC

アメリカの
思想A

ドイツ文学
演習A

ドイツの文学A

ドイツ文学
演習G

ドイツ文学論A

イギリス文学
演習C

ドイツ文学
演習C

ドイツの文学C

文化人類学
概論A

前期

文化学科教育カリキュラム
1 年 生

前　期 後　期

地域から考える
文化と社会

文化学必修科目
（基礎）

文化学研究総論

2 年 生
前　期 後　期

専門PBL
セミナーA

文化学必修科目
（発展）

専門PBL
セミナーB

3 年 生

演 習（ゼミ）

4 年 生

卒業論文執筆
所
属
地
域
の
決
定

地
域
必
修
科
目

卒
論
指
導
教
員
の
決
定

日本研究

アジア・オセアニア研究

ヨーロッパ・地中海研究

アメリカ研究

共通教育

文化学科1年生S.S.さんの1週間スケジュール

文
化
学
科
で
学
ぶ
こ
と
で

得
ら
れ
る
技
術
と
能
力

文献読解力
Understanding

論理的思考力・
表現力

Logical thinking and Expression
フィールド調査法

Field work

古文書読解力
Historical manuscripts

国際感覚
Global perspectives

コミュニケーション力
Communication

語学力
Languages

英語、ドイツ語、フランス語、中国語の
言語学・文学の授業で高度な語学
力を身につけます。充実した海外
協定大学への留学制度を利
用し、さらに柔軟な表現力
を獲得できます。

少人数のゼミでの議
論、大勢の前での発表と質

疑応答など、話をきき、話をする
多くの体験を経て、伝わる言葉を磨
きます。

外国の文化から他人の意
見まで、自分の常識が通じない
ものに出会ったときどうするか。自
分とは異なる意見に気づき、それを理

解していく方法を修得します。

外国人教員による専門科目の
授業、各国からの留学生と共に学ぶ
ことを通して、豊かな国際感覚が身
につき、大学生活、卒業後の進
路選択の幅が広がります。

地理学、歴史学などでは、
フィールド調査の方法を修
得します。社会調査を必要
とする仕事にも将来役立つ
でしょう。考古学では、文化
財技師への道も開けます。

哲学をはじめどの分野でも
専門書の論理的な分析は
必須です。卒業論文の執筆
を通して、専門的知見を踏
まえ、他者の意見を理解し、
自らの考えを表現する力を

涵養します。

国際化の時代、日本語も伝え
ていくべき文化です。200年前、1000
年前の歴史と文学の一次資料であ
る古文書を読む方法、また、日
本の古語や漢文を読む力
を身につけます。

文化学科で学べる専門分野

カリキュラムの流れ

1年生 2年生以降
自分が所属する地域でその
地域の文化について多面
的・総合的に学んでいきます。

共通教育で学問の基礎を
学びます。1年生の終わりに
自分の所属地域を決めます。

3・4年生
ゼ　ミ

所属する地域の特定の領
域について、専門分野のゼ
ミに所属して研究し卒業論
文を書きます。

●言語学　●文学　●歴史学・考古学　●美術史学　●地理学・環境学
●哲学・思想　●社会学　●文化人類学　●図書館・情報学

スタートアップPBLセミナー
（1年前期）

文化学研究総論
（1年後期）
大学での勉強の仕方を学ぶための少
人数セミナーで、入学後すぐに受講し
ます。自発的な研究の第一歩です。

専門PBLセミナーA
（2年前期）
各所属地域で開講される総合科目で
す。各地域の文化を学際的・多面的に
分析する講義です。

1限目  ８：５０～１０：２０

2限目 １０：３０～１２：００

　　　 昼休み

3限目 １３：００～１４：３０

4限目 １４：４０～１６：１０

5限目 １６：２０～１７：５０

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

1限目  ８：５０～１０：２０

2限目 １０：３０～１２：００

　　　 昼休み

3限目 １３：００～１４：３０

4限目 １４：４０～１６：１０

5限目 １６：２０～１７：５０

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

スタートアップセミナー、データ
サイエンス、キャリア教育、英語
などを必修科目としているほか、
「歴史・文化」、「環境・科学」、「健康・
医療・福祉」、「教育・公共」、「社会・
経済」、「国際・外国語」の６分野など
から選択して受講します。
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日本研究
文
化
学
科

文
化
学
科

私達は本当に日本の文化や歴史、思想を理解しているのでしょうか。海外に出ると初めて日本の食事の美味し
さ、自然の豊かさ、人情の厚さを痛感します。日本の豊かで奥深い日常はいつ、どの様に形成されたのでしょう
か。伊勢湾に面する三重の地はこの問いに様々なヒントを与えてくれます。
地域社会と共に素敵な解答を見つけてみませんか。

文献史料とフィールドワークを重視し、学校や市町村で活躍する人材を育成する

学びで培った仕事力

OB・OG Voices卒業生インタビュー

志摩市教育委員会生涯学習スポーツ課
2021年卒業  R.T.さん

■日本倫理思想史（遠山　敦）
　思索の伝統をたどり生の意味を問う

■日本考古学（小澤　毅）
　発掘調査と史料から文化の起源を考える

■日本古代・中世信仰史（山田雄司）
　神仏を起点に日本人とは何かを考える

■日本近世史（塚本　明）
　古文書を通して江戸民衆の声を聞く

■日本語学（川口敦子）
　中世国語資料から日本語を考える

■日本中古文学（亀田夕佳）
　平安後期物語から物語と和歌の関係を考える

■日本近世文学（吉丸雄哉）
　江戸の小説と詩歌から雅俗の心を学ぶ

■日本近現代文学（開　信介）
　文学作品の読解を通じ虚構と非虚構の関わりを考える

■社会学（永谷　健）
　社会問題から近現代日本の真相に迫る

■社会学（吉村真衣）
　フィールドワークから地域社会の暮らしや文化を考える

■文化地理学（森　正人）
　近現代の風景・場所・空間を考える

■忍者学（髙尾善希）
　史実の忍者の実態を古文書から探る

■インド哲学（久間泰賢）
　古今の資料からインドの思想を学ぶ

■中国哲学（西　信康）
　古代中国思想に賢人の知恵を学ぶ

■東洋史（酒井恵子）
　漢文史料から中国の歴史を考える

■東洋美術史（藤田伸也）
　美術作品から文化の広がりを考える

■中国語学･文献学（白石將人）
　中国の言語と書物の歴史を考える

■中国古典文学（湯浅陽子）
　文献から中国の古典文学を考える

■中国現代文学（花尻奈緒子）
　文学・文化から現代中国とアジアを考える

■文化人類学（深田淳太郎）
　オセアニアから人と人、人とモノの関係を考える

■人文地理学（安食和宏）
　東南アジアの環境と人々の生活を学ぶ

■自然地理学（谷口智雅）
　観測・観察で地域の水環境を理解する
　
■図書館・情報学（三根慎二）
　学術情報流通・情報メディアを研究

■台湾文学（何　憶鴿）
　台湾の文学から社会問題と歴史を考える

「日本社会演習」では、主に文献講読と個人研究発表などを行います。文献
講読では、社会学の理論や調査法に関する文献を精読します。文献の内容に
ついて議論したり、身近な社会現象や各々の研究上の問題関心と関わらせて
検討したりすることで、現代の日本社会を多角的にとらえて分析する視角
や能力を養います。個人研究発表では、卒業論文を見据え、各自の問題関心
に基づくフィールドワークなどから得た調査結果や分析結果を共有、議論
することで、研究能力や表現力を磨くとともに、社会と関わる経験も積んで
いきます。

Class Introduction日本研究：授業の紹介

在学時は日本近世史ゼミに所属し、古文書
解読やフィールドワークを通して、志摩地域
の歴史や受け継がれた文化的魅力に惹かれ、
志摩市役所に就職しました。グループワーク
で楽しく学びながら、資料を分析し理解する
力や発想力、協調性などを培ったことが、市
民の皆様との対話やイベントの企画運営等
の今の仕事に役立っていると感じています。

教員紹介

アジア・オセアニア研究
発展著しい巨大市場、人的資源と天然資源豊富な、今世界で最もパワーのあるアジア・オセアニア地域。アジ
ア・オセアニアに精通したグローバルな人材を育てます。
また、この地域の知識を深めることは、日本を再認識することでもあります。

日本に最も身近なアジア・太平洋地域に精通した国際派を養成する

教員紹介

高校までは国語の時間に漢文を学習しますが、大学では外国の文学として
中国文学を学びます。この授業では、学期ごとに中国の特定の時代を取り上げ、
時代背景なども視野に入れつつ、おもな作者の作品を読み進め、その表現
や内容について受講生の皆さんと検討するなかで、その時代の文学の持つ
特質について考えます。日本を含む東アジア地域に多大な影響を与え続けた
中国の古典文化に触れ、理解を深めてください。

【中国の文学】【日本社会演習】

Class Introductionアジア・オセアニア研究：授業の紹介

柔軟な思考力を養い、
社会の中で活かす

OB・OG Voices卒業生インタビュー

フジデノロ株式会社
2020年卒業  M.T.さん

私は、久間ゼミでインド思想を学びました。
その後、名古屋大学大学院の修士課程を修了
し、現在に至っています。研究では、文献を読み
解いていく作業が主となります。研究を通じて
得られた専門的な知識が、自分の仕事と直接
結びつくことは多くはないのですが、研究の
中で、多種多様な考えに触れることによって
育まれる批判的思考力、柔軟な思考力が社会
の中で活かせるものと思います。
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科

私達は本当に日本の文化や歴史、思想を理解しているのでしょうか。海外に出ると初めて日本の食事の美味し
さ、自然の豊かさ、人情の厚さを痛感します。日本の豊かで奥深い日常はいつ、どの様に形成されたのでしょう
か。伊勢湾に面する三重の地はこの問いに様々なヒントを与えてくれます。
地域社会と共に素敵な解答を見つけてみませんか。

文献史料とフィールドワークを重視し、学校や市町村で活躍する人材を育成する

学びで培った仕事力

OB・OG Voices卒業生インタビュー

志摩市教育委員会生涯学習スポーツ課
2021年卒業  R.T.さん

■日本倫理思想史（遠山　敦）
　思索の伝統をたどり生の意味を問う

■日本考古学（小澤　毅）
　発掘調査と史料から文化の起源を考える

■日本古代・中世信仰史（山田雄司）
　神仏を起点に日本人とは何かを考える

■日本近世史（塚本　明）
　古文書を通して江戸民衆の声を聞く

■日本語学（川口敦子）
　中世国語資料から日本語を考える

■日本中古文学（亀田夕佳）
　平安後期物語から物語と和歌の関係を考える

■日本近世文学（吉丸雄哉）
　江戸の小説と詩歌から雅俗の心を学ぶ

■日本近現代文学（開　信介）
　文学作品の読解を通じ虚構と非虚構の関わりを考える

■社会学（永谷　健）
　社会問題から近現代日本の真相に迫る

■社会学（吉村真衣）
　フィールドワークから地域社会の暮らしや文化を考える

■文化地理学（森　正人）
　近現代の風景・場所・空間を考える

■忍者学（髙尾善希）
　史実の忍者の実態を古文書から探る

■インド哲学（久間泰賢）
　古今の資料からインドの思想を学ぶ

■中国哲学（西　信康）
　古代中国思想に賢人の知恵を学ぶ

■東洋史（酒井恵子）
　漢文史料から中国の歴史を考える

■東洋美術史（藤田伸也）
　美術作品から文化の広がりを考える

■中国語学･文献学（白石將人）
　中国の言語と書物の歴史を考える

■中国古典文学（湯浅陽子）
　文献から中国の古典文学を考える

■中国現代文学（花尻奈緒子）
　文学・文化から現代中国とアジアを考える

■文化人類学（深田淳太郎）
　オセアニアから人と人、人とモノの関係を考える

■人文地理学（安食和宏）
　東南アジアの環境と人々の生活を学ぶ

■自然地理学（谷口智雅）
　観測・観察で地域の水環境を理解する
　
■図書館・情報学（三根慎二）
　学術情報流通・情報メディアを研究

■台湾文学（何　憶鴿）
　台湾の文学から社会問題と歴史を考える

「日本社会演習」では、主に文献講読と個人研究発表などを行います。文献
講読では、社会学の理論や調査法に関する文献を精読します。文献の内容に
ついて議論したり、身近な社会現象や各々の研究上の問題関心と関わらせて
検討したりすることで、現代の日本社会を多角的にとらえて分析する視角
や能力を養います。個人研究発表では、卒業論文を見据え、各自の問題関心
に基づくフィールドワークなどから得た調査結果や分析結果を共有、議論
することで、研究能力や表現力を磨くとともに、社会と関わる経験も積んで
いきます。

Class Introduction日本研究：授業の紹介

在学時は日本近世史ゼミに所属し、古文書
解読やフィールドワークを通して、志摩地域
の歴史や受け継がれた文化的魅力に惹かれ、
志摩市役所に就職しました。グループワーク
で楽しく学びながら、資料を分析し理解する
力や発想力、協調性などを培ったことが、市
民の皆様との対話やイベントの企画運営等
の今の仕事に役立っていると感じています。

教員紹介

アジア・オセアニア研究
発展著しい巨大市場、人的資源と天然資源豊富な、今世界で最もパワーのあるアジア・オセアニア地域。アジ
ア・オセアニアに精通したグローバルな人材を育てます。
また、この地域の知識を深めることは、日本を再認識することでもあります。

日本に最も身近なアジア・太平洋地域に精通した国際派を養成する

教員紹介

高校までは国語の時間に漢文を学習しますが、大学では外国の文学として
中国文学を学びます。この授業では、学期ごとに中国の特定の時代を取り上げ、
時代背景なども視野に入れつつ、おもな作者の作品を読み進め、その表現
や内容について受講生の皆さんと検討するなかで、その時代の文学の持つ
特質について考えます。日本を含む東アジア地域に多大な影響を与え続けた
中国の古典文化に触れ、理解を深めてください。

【中国の文学】【日本社会演習】

Class Introductionアジア・オセアニア研究：授業の紹介

柔軟な思考力を養い、
社会の中で活かす

OB・OG Voices卒業生インタビュー

フジデノロ株式会社
2020年卒業  M.T.さん

私は、久間ゼミでインド思想を学びました。
その後、名古屋大学大学院の修士課程を修了
し、現在に至っています。研究では、文献を読み
解いていく作業が主となります。研究を通じて
得られた専門的な知識が、自分の仕事と直接
結びつくことは多くはないのですが、研究の
中で、多種多様な考えに触れることによって
育まれる批判的思考力、柔軟な思考力が社会
の中で活かせるものと思います。

6 7



ヨーロッパ・地中海研究
文
化
学
科

文
化
学
科

ヨーロッパは多くの民族と言語を抱え、ギリシア・ローマの古代文明、キリスト教文化、近代科学と現代文明を生
み出しました。そして現在、文明と環境との調和を模索する成熟した社会となっています。EUとしても世界と日
本に影響を及ぼしています。この成熟した社会の知を学び、日本の社会に生かし、世界に羽ばたく人材を育てて
います。

近代科学と現代文明を生み出し環境との調和を模索するヨーロッパから知を

グローバルな視野の広さが
仕事の要に

OB・OG Voices卒業生インタビュー

サミットスチール株式会社
2022年卒業  A.K.さん

皆さんは「ヨーロッパ・地中海」という地域に、文化や芸術が華やかであり、
科学も発達しているというイメージを抱いているかもしれません。もちろん
そうした側面もありますが、その一方でこの地域には様々な民族の人々が
暮らしており、そこから生み出される多くの差異や葛藤に人々は直面してき
ました。この授業では、この地域の人々がそうした現実に向き合いながら、
どのような社会制度を築いてきたのかを皆さんと一緒に考えています。

【ヨーロッパ・地中海の社会】

現在は鉄を主に扱
う商社で働いてい
ます。
異なる考えを持つ
取引先同士の間に
入って行う業務で
すのでヨーロッパ・
地中海の文化や社

会を学び、多様性を受け入れる姿勢を育めた
ことがとても役に立ったと感じています。
また日本国内だけでなく世界での取引も多
いため、世界を見渡す広い視野が何より大切
です。
大学で学んだ世界の国々に対する知識が、
私の視野を大きく広げてくれています。

教員紹介

アメリカ研究
世界中から人が集まるアメリカは、現在の世界の縮図です。大衆消費社会の文化で世界を魅了する国は、私た
ち自身の生活を考えるヒントに満ちています。先端の技術文明と大自然、大都市とスモール・タウン、アメリカは
多様です。
隣接するカナダ、中南米も含め、人や社会を多角的に理解する方法を身につけます。

多民族・多文化社会アメリカを深く知り現代社会に生きる力をつける

教員紹介

この授業は、アメリカ史に関する英語文献や史料を読み、近年アメリカで
発表された研究や当時の史料を通してアメリカ史を学ぶものです。扱う内容
は「西部への移住」や「植民地時代の家族」など多岐にわたりますが、高校
の「世界史」の教科書のような概説的なものではなく、具体的な出来事や
テーマを取り上げ深く学んでいきます。アメリカ史を学ぶとともに、洋書
講読を通して英語読解力を身に付けることも目的にしています。

【アメリカ史演習】 観察する力、想像する力で
プラスワンの提案を

OB・OG Voices卒業生インタビュー

IACEトラベル
2018年卒業  Ｋ．Ｍ．さん

私は現在、お客様
のご旅行の細々
としたお手伝いだ

けではなく旅行全体についてのご提案まで
させていただく仕事を行っています。お客様と
のやりとりからその方の本当のニーズを見
抜いて、プラスワンのご提案をすることがこ
の仕事ではとても大切です。そのための観察
する力、想像する力は、人文学部での文化人
類学の研究を通して身についたと思います。

■哲学（田中綾乃）
　「なぜ？」から始まる哲学
　～人間存在と世界について考える～

■歴史学（野村耕一）
　今と未来を生きるため、歴史に学ぶ
■言語学（綾野誠紀）
　英語、日本語等の母語に関する知識の研究
■英語音声学（服部範子）
　話しことばから英語の音の姿を探る
■ドイツ語学（高橋美穂）
　ドイツ語を対象に言葉のしくみを探る

■ドイツ語学（山崎祐人）
　ドイツ語を通じて、ことばのしくみを学ぶ
■イギリス文学（赤岩　隆）
　英語で書かれた小説を通して世界を見る
■イギリス文学（小嶋ちひろ）
　演劇における社会の表象を考える
■比較文化・フランス語（グットマン・ティエリー）
　他国と比較しながら日本政治の特徴と
　普遍性を探る
■フランス文学（山本　覚）
　フランス文学から人間の心と精神を考える

■ドイツ文学（稲葉瑛志）
　ドイツの文学から「近代」の問題を考える
■ドイツ文学・思想（鈴木啓峻）
　ドイツ文学を通して人間性の輪郭を捉え
直す

■ドイツ文学・思想（林　英哉）
　文学を通して社会の問題を考察する
■社会学（畠中茉莉子）
　ヨーロッパ・地中海を社会と文化から学ぶ
■人文地理学（北川眞也）
　ヨーロッパの「多文化共生」を学ぶ

■哲学（野上志学）
　常識を疑い、厳密に考えなおす

■科学史・科学論（鈴木秀憲）
　「科学」という営みの意味を考える

■アメリカ史（森脇由美子）
　都市生活の歴史的研究

■対照言語学（松岡幹就）
　人間言語の文法の普遍性と多様性を探る

■アメリカ文学（小田敦子）
　詩を読み、英語のリズムと意味を体感する

■アメリカ文学（野田　明）
　言葉と文学の面白さを学ぶ、翻訳にも挑戦

■アメリカ文学（田畠健太郎）
　アメリカ小説の登場人物に感情移入する

■社会学（江成　幸）
　アメリカの多民族社会を探求する

■社会人類学（立川陽仁）
　グローバルな時代の辺境を探る

■文化地理学（中川　正）
　アメリカの地域・環境・景観を探検する

Class Introductionヨーロッパ・地中海研究：授業の紹介 Class Introductionアメリカ研究：授業の紹介
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ヨーロッパ・地中海研究
文
化
学
科

文
化
学
科

ヨーロッパは多くの民族と言語を抱え、ギリシア・ローマの古代文明、キリスト教文化、近代科学と現代文明を生
み出しました。そして現在、文明と環境との調和を模索する成熟した社会となっています。EUとしても世界と日
本に影響を及ぼしています。この成熟した社会の知を学び、日本の社会に生かし、世界に羽ばたく人材を育てて
います。

近代科学と現代文明を生み出し環境との調和を模索するヨーロッパから知を

グローバルな視野の広さが
仕事の要に

OB・OG Voices卒業生インタビュー

サミットスチール株式会社
2022年卒業  A.K.さん

皆さんは「ヨーロッパ・地中海」という地域に、文化や芸術が華やかであり、
科学も発達しているというイメージを抱いているかもしれません。もちろん
そうした側面もありますが、その一方でこの地域には様々な民族の人々が
暮らしており、そこから生み出される多くの差異や葛藤に人々は直面してき
ました。この授業では、この地域の人々がそうした現実に向き合いながら、
どのような社会制度を築いてきたのかを皆さんと一緒に考えています。

【ヨーロッパ・地中海の社会】

現在は鉄を主に扱
う商社で働いてい
ます。
異なる考えを持つ
取引先同士の間に
入って行う業務で
すのでヨーロッパ・
地中海の文化や社

会を学び、多様性を受け入れる姿勢を育めた
ことがとても役に立ったと感じています。
また日本国内だけでなく世界での取引も多
いため、世界を見渡す広い視野が何より大切
です。
大学で学んだ世界の国々に対する知識が、
私の視野を大きく広げてくれています。

教員紹介

アメリカ研究
世界中から人が集まるアメリカは、現在の世界の縮図です。大衆消費社会の文化で世界を魅了する国は、私た
ち自身の生活を考えるヒントに満ちています。先端の技術文明と大自然、大都市とスモール・タウン、アメリカは
多様です。
隣接するカナダ、中南米も含め、人や社会を多角的に理解する方法を身につけます。

多民族・多文化社会アメリカを深く知り現代社会に生きる力をつける

教員紹介

この授業は、アメリカ史に関する英語文献や史料を読み、近年アメリカで
発表された研究や当時の史料を通してアメリカ史を学ぶものです。扱う内容
は「西部への移住」や「植民地時代の家族」など多岐にわたりますが、高校
の「世界史」の教科書のような概説的なものではなく、具体的な出来事や
テーマを取り上げ深く学んでいきます。アメリカ史を学ぶとともに、洋書
講読を通して英語読解力を身に付けることも目的にしています。

【アメリカ史演習】 観察する力、想像する力で
プラスワンの提案を

OB・OG Voices卒業生インタビュー

IACEトラベル
2018年卒業  Ｋ．Ｍ．さん

私は現在、お客様
のご旅行の細々
としたお手伝いだ

けではなく旅行全体についてのご提案まで
させていただく仕事を行っています。お客様と
のやりとりからその方の本当のニーズを見
抜いて、プラスワンのご提案をすることがこ
の仕事ではとても大切です。そのための観察
する力、想像する力は、人文学部での文化人
類学の研究を通して身についたと思います。

■哲学（田中綾乃）
　「なぜ？」から始まる哲学
　～人間存在と世界について考える～

■歴史学（野村耕一）
　今と未来を生きるため、歴史に学ぶ
■言語学（綾野誠紀）
　英語、日本語等の母語に関する知識の研究
■英語音声学（服部範子）
　話しことばから英語の音の姿を探る
■ドイツ語学（高橋美穂）
　ドイツ語を対象に言葉のしくみを探る

■ドイツ語学（山崎祐人）
　ドイツ語を通じて、ことばのしくみを学ぶ
■イギリス文学（赤岩　隆）
　英語で書かれた小説を通して世界を見る
■イギリス文学（小嶋ちひろ）
　演劇における社会の表象を考える
■比較文化・フランス語（グットマン・ティエリー）
　他国と比較しながら日本政治の特徴と
　普遍性を探る
■フランス文学（山本　覚）
　フランス文学から人間の心と精神を考える

■ドイツ文学（稲葉瑛志）
　ドイツの文学から「近代」の問題を考える
■ドイツ文学・思想（鈴木啓峻）
　ドイツ文学を通して人間性の輪郭を捉え
直す

■ドイツ文学・思想（林　英哉）
　文学を通して社会の問題を考察する
■社会学（畠中茉莉子）
　ヨーロッパ・地中海を社会と文化から学ぶ
■人文地理学（北川眞也）
　ヨーロッパの「多文化共生」を学ぶ

■哲学（野上志学）
　常識を疑い、厳密に考えなおす

■科学史・科学論（鈴木秀憲）
　「科学」という営みの意味を考える

■アメリカ史（森脇由美子）
　都市生活の歴史的研究

■対照言語学（松岡幹就）
　人間言語の文法の普遍性と多様性を探る

■アメリカ文学（小田敦子）
　詩を読み、英語のリズムと意味を体感する

■アメリカ文学（野田　明）
　言葉と文学の面白さを学ぶ、翻訳にも挑戦

■アメリカ文学（田畠健太郎）
　アメリカ小説の登場人物に感情移入する

■社会学（江成　幸）
　アメリカの多民族社会を探求する

■社会人類学（立川陽仁）
　グローバルな時代の辺境を探る

■文化地理学（中川　正）
　アメリカの地域・環境・景観を探検する

Class Introductionヨーロッパ・地中海研究：授業の紹介 Class Introductionアメリカ研究：授業の紹介
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法律経済学科
法
律
経
済
学
科

柔軟な発想と行動力を養い、現代の課題を解決に導く
社会のリーダーを目指して
法律経済学科では、各領域の体系的学習と領域間の横断的学習の実現を目
標とします。法律、政治、経済、経営の各領域は、社会において密接な関係に
ありながらも、学問としては、それぞれ独自の体系を持っています。各領域内
における根本原理を踏まえ、発展的な問題を探求していく、いわばタテの方
向と、各領域間の相互関連性を理解する、いわばヨコの方向との融合があっ
て、初めて社会問題の真相に迫ることができるのです。本学科では、大きく法
政コースと現代経済コースに分けて、さらにそれぞれのコースで、統治プロ
グラムと生活法プログラム、地域経済プログラムと企業経営プログラムに細
分化し、体系的学習を可能としています。それぞれのプログラム、コースの履
修モデルにしたがって授業選択をすることで、体系的学習が可能になります。

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

の
流
れ

●法政コース
　 統治システム履修プログラム
　 生活法システム履修プログラム

●現代経済コース
　 地域経済履修プログラム
　 企業経営履修プログラム

専門PBLセミナー
（1年生後期・２年生前期）
各教員の提示する課題について、少人数のグループで
学習と発表を行う授業です。参加学生は、法律・政治・
経済・経営の諸分野におけるアプローチなどを理解
します。専門としたい分野を絞り込むとともに、討論の
仕方や意見集約の方法を身につけます。

専門演習／ゼミ
（3年生）
3年次に行われる少人数の授業です。これまでに学習して
きたなかで最も関心のあるテーマについて、深く掘り下げ
て勉強します。また、共同で論文を執筆し、『学生論集』に
掲載します。４年次の卒業論文執筆にあたっては、ゼミの
担当教員による指導を受けなければなりません。ゼミは、
他の授業とは別格のものです。

前　期
専門教育

共通教育

法律経済学科教育カリキュラム

1限目  8：50～10：20

2限目 10：30～12：00

　　　 昼休み

3限目 13：00～14：30

4限目 14：40～16：10

5限目 16：20～17：50

刑事訴訟法

　

金融論

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

1 年 生
後　期

2 年 生
前　期 後　期 前　期 後　期 前　期 後　期

3 年 生 4 年 生

スタートアップセミナー、データサイエンス、キャリア教育、英語
などを必修科目としているほか、
「歴史・文化」、「環境・科学」、「健康・医療・福祉」、「教育・公共」、「社会・経済」、「国際・外国語」
の６分野などから選択して受講します。

法、政治、経済、経営に関する講義から、自分の選んだコースのものを中心に受講します。専門科目群

コースの決定

法政コース
現代経済コース

専門PBLセミナー地域から考える
文化と社会

専門演習（ゼミ） 卒業論文執筆

専門基礎 憲法、民法総則、政治学原論、
経済原論、経営学総論、近代経済学

産業経済論
総論

少人数教育で
大学での勉強法を
身につけ

多くの科目を履修

ゼミでの徹底討論
論理的に考え、

総合的に判断できる
力を身につける

法学・政治学・
経済学・経営学を
幅広く学ぶ
学際的視野で

問題を探求できる力を
身につける

柔軟な発想と行動力を養い
現代の課題を解決に導く
社会のリーダーを目指す

自ら学んだ知を
的確に発信し、

国際社会と地域社会の
発展に貢献できる人材へ

ゼミの活動などを通して

現代社会の
課題に挑戦する
積極性を養う

法律経済学科で学べる専門分野

法学や政治学といった学問分野を中心
に学び、法律や行政・政治に関する知識、
リーガルマインド（法的思考力）、政策立
案能力を身につけます。そして、複雑化
する現代社会において生じる様々な問
題に対し、的確な判断を下し、解決策を
提案できる力を養います。

目標
リーガルマインドを兼ね備えた企業人としてビ
ジネスの世界に適応する力を養うことはもち
ろんのこと、国内外の統治システムを学ぶこと
により、国家・地方公務員やその他の行政ス
タッフとして活躍する道が開かれます。統治シ
ステムや日常生活に関わる法分野を体系的に
学び、法曹（裁判官、弁護士、検察官）への道に
進むための基礎的な知識、思考能力を養います。
毎年、法科大学院を含む大学院進学者や公務
員を出しています。

目標
経済のしくみを理解し、現実の経済現象を分析す
る力、および、地域の経済問題に対する解決策提
言能力を身につけることで、的確な公共政策を実
行できる国家・地方公務員として活躍する道が開
かれます。これらの能力を養うことに加えて企業経
営に必要な基礎理論を習得することで、変化の激
しいビジネス界において、企業人としてそれに対応
できる応用能力を発揮することを可能にします。

経済学や経営学といった学問分野を中心に
学び、経済や経営の基本的な仕組みを理解
することで、未来を切り拓き、現代社会で通
用する専門性を身につけます。日本経済の
歴史やグローバル化する経済の現状に関す
る幅広い知識、企業経営の原理、組織運営
のノウハウ、マーケティングの手法など、企
業人として活躍するために必要な知識と能
力を養います。

■法政コース ■現代経済コース

前期 法律経済学科３年生Ｋ．Ｙ．さんの1週間スケジュール

アメリカの
社会Ａ

民法（家族法）
演習

政治学原論

政治学原論

行政法各論

商取引法

アジア・オセアニアの
歴史Ｅ

特殊講義
子どもと法

1限目  8：50～10：20

2限目 10：30～12：00

　　　 昼休み

3限目 13：00～14：30

4限目 14：40～16：10

5限目 16：20～17：50

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

日本文学Ｂ
忍者像の形成と変遷

心理学Ｆ
心のクセを見つめ直す

哲学Ｇ
哲学的思考の実践

日本史Ｂ
忍者の歴史

異文化理解Ⅰ
演習（中国語）
英語Ⅰ
TOEIC

法学Ｇ
日常生活の中の法
異文化理解Ⅰ
基礎（中国語）

スポーツ健康科学ａ

英語Ⅰ
TOEIC

英語Ⅰ
コミュニケーション

インターンシップ
入門

前期法律経済学科１年生Ａ.Ｍ.さんの1週間スケジュール

生物学
多様性の生物学

英語Ⅰ
大学基礎
スタートアップ
PBLセミナー
地域から考える
文化と社会

データサイエンスⅠ
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法律経済学科
法
律
経
済
学
科

柔軟な発想と行動力を養い、現代の課題を解決に導く
社会のリーダーを目指して
法律経済学科では、各領域の体系的学習と領域間の横断的学習の実現を目
標とします。法律、政治、経済、経営の各領域は、社会において密接な関係に
ありながらも、学問としては、それぞれ独自の体系を持っています。各領域内
における根本原理を踏まえ、発展的な問題を探求していく、いわばタテの方
向と、各領域間の相互関連性を理解する、いわばヨコの方向との融合があっ
て、初めて社会問題の真相に迫ることができるのです。本学科では、大きく法
政コースと現代経済コースに分けて、さらにそれぞれのコースで、統治プロ
グラムと生活法プログラム、地域経済プログラムと企業経営プログラムに細
分化し、体系的学習を可能としています。それぞれのプログラム、コースの履
修モデルにしたがって授業選択をすることで、体系的学習が可能になります。

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

の
流
れ

●法政コース
　 統治システム履修プログラム
　 生活法システム履修プログラム

●現代経済コース
　 地域経済履修プログラム
　 企業経営履修プログラム

専門PBLセミナー
（1年生後期・２年生前期）
各教員の提示する課題について、少人数のグループで
学習と発表を行う授業です。参加学生は、法律・政治・
経済・経営の諸分野におけるアプローチなどを理解
します。専門としたい分野を絞り込むとともに、討論の
仕方や意見集約の方法を身につけます。

専門演習／ゼミ
（3年生）
3年次に行われる少人数の授業です。これまでに学習して
きたなかで最も関心のあるテーマについて、深く掘り下げ
て勉強します。また、共同で論文を執筆し、『学生論集』に
掲載します。４年次の卒業論文執筆にあたっては、ゼミの
担当教員による指導を受けなければなりません。ゼミは、
他の授業とは別格のものです。

前　期
専門教育

共通教育

法律経済学科教育カリキュラム

1限目  8：50～10：20

2限目 10：30～12：00

　　　 昼休み

3限目 13：00～14：30

4限目 14：40～16：10

5限目 16：20～17：50

刑事訴訟法

　

金融論

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

1 年 生
後　期

2 年 生
前　期 後　期 前　期 後　期 前　期 後　期

3 年 生 4 年 生

スタートアップセミナー、データサイエンス、キャリア教育、英語
などを必修科目としているほか、
「歴史・文化」、「環境・科学」、「健康・医療・福祉」、「教育・公共」、「社会・経済」、「国際・外国語」
の６分野などから選択して受講します。

法、政治、経済、経営に関する講義から、自分の選んだコースのものを中心に受講します。専門科目群

コースの決定

法政コース
現代経済コース

専門PBLセミナー地域から考える
文化と社会

専門演習（ゼミ） 卒業論文執筆

専門基礎 憲法、民法総則、政治学原論、
経済原論、経営学総論、近代経済学

産業経済論
総論

少人数教育で
大学での勉強法を
身につけ

多くの科目を履修

ゼミでの徹底討論
論理的に考え、

総合的に判断できる
力を身につける

法学・政治学・
経済学・経営学を
幅広く学ぶ
学際的視野で

問題を探求できる力を
身につける

柔軟な発想と行動力を養い
現代の課題を解決に導く
社会のリーダーを目指す

自ら学んだ知を
的確に発信し、

国際社会と地域社会の
発展に貢献できる人材へ

ゼミの活動などを通して

現代社会の
課題に挑戦する
積極性を養う

法律経済学科で学べる専門分野

法学や政治学といった学問分野を中心
に学び、法律や行政・政治に関する知識、
リーガルマインド（法的思考力）、政策立
案能力を身につけます。そして、複雑化
する現代社会において生じる様々な問
題に対し、的確な判断を下し、解決策を
提案できる力を養います。

目標
リーガルマインドを兼ね備えた企業人としてビ
ジネスの世界に適応する力を養うことはもち
ろんのこと、国内外の統治システムを学ぶこと
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■法政コース ■現代経済コース

前期 法律経済学科３年生Ｋ．Ｙ．さんの1週間スケジュール

アメリカの
社会Ａ

民法（家族法）
演習

政治学原論

政治学原論

行政法各論

商取引法

アジア・オセアニアの
歴史Ｅ

特殊講義
子どもと法

1限目  8：50～10：20

2限目 10：30～12：00

　　　 昼休み

3限目 13：00～14：30

4限目 14：40～16：10

5限目 16：20～17：50

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

日本文学Ｂ
忍者像の形成と変遷

心理学Ｆ
心のクセを見つめ直す

哲学Ｇ
哲学的思考の実践

日本史Ｂ
忍者の歴史

異文化理解Ⅰ
演習（中国語）
英語Ⅰ
TOEIC

法学Ｇ
日常生活の中の法
異文化理解Ⅰ
基礎（中国語）

スポーツ健康科学ａ

英語Ⅰ
TOEIC

英語Ⅰ
コミュニケーション

インターンシップ
入門

前期法律経済学科１年生Ａ.Ｍ.さんの1週間スケジュール

生物学
多様性の生物学

英語Ⅰ
大学基礎
スタートアップ
PBLセミナー
地域から考える
文化と社会

データサイエンスⅠ
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学
科国内外の統治システムに関わる専門科目を学ぶことにより、国家・地方公務員やその他の行政スタッフとして

活躍したり、NPOやNGOといった非営利団体で創造的な活動を行ったりする道が開かれます。また、公共政策
大学院への進学など、より高度な専門的知識を修得するための道も開かれています。

学んだことが仕事に直結

OB・OG Voices卒業生インタビュー

三重県庁
2017年卒業  Y.T.さん

行政救済法とは、要するに国民の権利義務等が行政裁判等で争われる過
程において、どのように「行政法理」が生成し、そして実体化するのかをたど
るものです。日常的なトラブルがどのように裁判で取り扱われ、そこにどう
いう法治主義、さらには立憲主義上の課題があるのかを検討します。

【行政救済法】 【刑法演習】

現在の職場では、県庁内の各職場から寄せ
られる法律的な相談への対応を行っています。
あらかじめ事案を整理し、弁護士資格を持つ
職員の方に伝えるのが私の仕事です。行政
が直面する複雑な法的課題について、法律
や文献、裁判例を検索しながら検討するのは
容易なことではなく、毎日が勉強の連続です。
しかし、学部で法律や政治を学び、とりわけ
ゼミ演習を通じて論理的思考力を鍛えてき
た経験が非常に役立っていると感じています。

主要科目紹介 主要科目紹介

刑事司法に関わる仕事を志す人や社会問題としての犯罪に関心を持つ人
が集まる刑法ゼミでは、冤罪や児童虐待などを取り上げるグループ報告や、
学内外の論文企画への参加、そして、卒業論文として取り組むテーマに関す
る個人報告が何度か行われます。犯罪という切り口から現代社会を考え、ま
た、自分たちが調査したり考えたことに関する議論を通じてさらに問題に
ついて考える、そのようなゼミを行っています。

専門知識を学び、思考力を磨く

幅広い学びで現代社会を
生き抜く力を身に付ける

OB・OG Voices卒業生インタビュー

東京弁護士会所属 弁護士
2015年卒業  M.I.さん

本学科では法律分野
と経済分野の両分
野を学べます。
弁護士として働く
中で、法的な問題
を解決するためには、法的知識だけでは
なく多角的に物事を分析する力が必要と
感じます。
そのためには、まずは幅広く学ぶことで自身
の意識を変革することが重要です。
是非とも本学科で学び、社会を見つめる
幅広い視点を身に付けてください。

■憲法（内野広大）
　憲法学の基本と人権論を学ぶ

■憲法制度論（内野広大）
　国家の統治機構について学ぶ

■政治学原論（須川忠輝）
　現代の政治の基本を学ぶ

■国際法
　国際社会における国際法の役割を考える

■行政学（須川忠輝）
　現代社会における行政の意義と役割を考える

■政策過程論（樹神　成）
　政策立案の過程を学び、政権交代について考える

■政治思想史（麻野雅子）
　西洋政治思想史を学ぶ

■現代政治理論（麻野雅子）
　現代社会を読み解く政治理論を学ぶ

■行政法総論（前田定孝）
　国家や行政と国民・住民の生活との関係を学ぶ

■行政法各論（前田定孝）
　行政に対する国民の法的統制の展開過程を学ぶ

■地方自治論（岩﨑恭彦）
　地方自治の法としくみを学ぶ

■環境法（岩﨑恭彦）
　環境問題をめぐる政策と法について学ぶ

■国際関係論（古瀬啓之）
　戦争と平和をめぐる国家間関係について学ぶ

■民法総則（上井長十）
　民法の基本的諸制度および諸原理を学ぶ

■債権総論
　契約等から生じる特定の請求権に関する法を学ぶ

■物権法（上井長十）
　所有権、抵当権等の物権をめぐる法を学ぶ

■債権各論
　契約と不法行為に関する法について学ぶ

■家族法（稲垣朋子）
　家族にまつわる法的規律について学ぶ

■刑法総論（田中亜紀子）
　犯罪と刑罰に関する法を学ぶ

■刑法各論（田中亜紀子）
　様々な犯罪をめぐる問題を個別に検討する

■会社法（名島利喜）
　会社制度の存在と活動に関する法を学ぶ

■商取引法（名島利喜）
　代表的な商取引と、それをめぐる法を学ぶ

■法哲学（髙橋秀治）
　法の存在根拠と拘束力について考える

■民事訴訟法
　私人間の紛争解決のための手続法を学ぶ

■現代裁判論（三重弁護士会）
　弁護士から見た裁判の現状と課題を検討する

■労働基準法（藤本真理）
　労働契約をめぐる諸問題を法的観点から
　検討する

■労働組合法（藤本真理）
　労働組合、労働協約の役割について学ぶ

統治システム履修プログラム
法政コース

日常生活と深く関わる法分野と、基礎法学を学ぶことにより、法に関する基本的な知識と実践的な思考力を
身につけることができます。実務家（弁護士）による講義も開講しています。将来の進路としては、法科大学院
（ロースクール）への進学、各種資格試験（司法書士・宅地建物取引士など）の受験が考えられますが、国家・
地方公務員、そしてリーガルマインドを兼ね備えた企業人として、ビジネスの世界で活躍することもできます。

生活法システム履修プログラム
法政コース

「日本歴史演習」では、志摩半島や熊野灘沿岸の村々に残された古文書（く
ずし字）史料を解読しながら、江戸時代の民衆社会の姿を明らかにするこ
とを課題としています。春と秋に原文書の整理作業を行っている志摩市越
賀郷蔵文書や、以前に調査した尾鷲組大庄屋文書等を用いて、「家族」、「災
害」、「船」、「食文化」、「紛争」など、毎年設定するテーマに即して、グループ
ごとに史料の解読・分析と報告に取り組んでいます。

Class Introduction統治システム：授業の紹介 Class Introduction生活法システム：授業の紹介

フジデノロ株式会社
2020年卒業  M.T.さん
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学
科経済の基本的な仕組みに関する専門科目と、具体的な経済問題と深く関わる専門科目を選ぶことにより、現実

の経済現象を的確に分析する能力や、地域が抱える経済問題に対して解決策を提言できる能力を、身につける
ことができます。
将来の進路としては、民間部門で活躍する企業人はもちろん、地域経済を公共的視点から支える行政スタッフ
となる道も開かれています。

安全安心な社会の実現を
目指します

OB・OG Voices卒業生インタビュー

2018年卒業  K.A.さん

産業経済論総論では、日本の代表的な産業について、それが生み出す商品
の特性や市場特性、他産業との連関や産業構造上の位置について学ぶと
ともに、各産業がたどってきた歴史的な発展過程について学びます。グロー
バル化の進展によって各産業や日本経済を取り巻く環境も変化し、また技
術革新は産業のあり方にさまざまな影響を及ぼします。本講義では、歴史
的な視点と産業特性の理解にもとづき、今日の日本の産業構造や各産業
の課題を見通す力を身につけることを目指します。私の現在の仕事

は、空港で海外か
ら入国する旅客の
手荷物検査を行う
ことです。日本の
安全安心な社会を
実現するため、日本

に持ち込むことが禁止されている不正薬物等
の密輸を水際で阻止するための取り締まり
を行なっています。また、海外から持ち込まれ
る物品に対して関税等の税金を徴収すると
いう業務があり、法律や経済など人文学部
で学んだ幅広い知識が役立っています。

主要科目紹介

最短距離をまっすぐ歩くのが好きな私ですが、なぜか人生は回り道ばかり。
そんな私が教える日本経済史では、日本が農業社会から工業化社会に至
るまでの数百年間の歩みを解説します。その道は曲がりくねってはいますが、
決してデタラメな道ではなく、科学的認識によって理解可能なものです。歴
史は暗記科目だとか、雑学の寄せ集めだとか思っている人には、「なぜ？」
「どのようにして？」と考える歴史への認識の転換を味わってほしいです。

【日本経済史】【産業経済論総論】 シティプロモーションに
活かされる学び

OB・OG Voices卒業生インタビュー

津市役所
2016年卒業   I.M.さん

私は広報課で広
報誌やホームペー
ジ、行政情報番組
の作成を担当して
います。市の複雑
な制度を分かりや
すく伝えるには、
まず自分自身が
全てを理解してい
なければなりませ
ん。人文学部では、経済学を通して物事を論
理的に考える力が養われた他、ゼミ演習で
は社会人として必要なコミュニケーション能
力が鍛えられました。より良い広報活動のた
め、問題を深く掘り下げて考えたり、同僚と議
論したりするなどして、学びを活かしています。

■近代経済学（落合　隆・嶋　恵一）
　経済理論（マクロ・ミクロ経済学）の基礎を学ぶ

■マクロ経済学
　経済活動の規模や雇用の決定の仕組みについ
　て学ぶ

■ミクロ経済学
　消費者や企業が活動する市場の仕組みについ
　て学ぶ

■経済政策
　公共部門の役割と経済政策の機能について
　学ぶ

■地域経済論（朝日幸代）
　地域経済現象とその主要経済理論や問題点につ
　いて学ぶ

■産業経済論総論（豊福裕二）
　現代の諸産業や産業構造の特性について学ぶ

■福祉経済論（岩崎克則）
　我が国の社会保障制度の背景、あり方について学ぶ

■社会保障論（岩崎克則）
　社会保障に関連する個別課題について、掘り下げ
　て学ぶ

■財政学（川地啓介）
　現代財政について学び、税のあり方について学ぶ

■地方財政論（川地啓介）
　中央及び地方政府の役割や財政構造につい
　て学ぶ
■地域経済政策
　地域における経済問題の構造と経済政策につい
　て学ぶ

■国際経済論（落合　隆）
　国際貿易の理論を学び、それをもとに現状について
　考える

■計量経済学（嶋　恵一）
　データの分析方法について学ぶ
■統計学
　統計的なものの見方や手法を学ぶ

■経営学総論（青木雅生）
　企業・管理・戦略に関する基礎的知識を学ぶ

■人的資源管理論（岩田一哲）
　人的資源の管理について歴史・理論・現実を学ぶ

■経済原論（深井英喜）
　経済学の基礎理論と資本主義社会の基本構造
　を学ぶ

■日本経済論（森　久綱）
　現代の日本経済を取り巻く諸問題について学ぶ

■金融論（野崎哲哉）
　現代経済社会における金融の役割について学ぶ
■証券経済論（野崎哲哉）
　現代経済社会における証券の役割について学ぶ

■経営管理論（岩田一哲）
　マネジメントの基本を代表的学説をふまえて
　学ぶ

■経営史（青木雅生）
　日本の企業経営の歴史的過程・特徴を学ぶ

■日本経済史（堀内義隆）
　日本経済の発展過程について学ぶ

■経営戦略論（熊谷　健）
　企業が競争優位を獲得するための経営理論を学ぶ

■経済思想史（深井英喜）
　経済学の考え方の変遷を学ぶ

■マーケティング論（熊谷　健）
　基礎的なマーケティング理論・手法を学ぶ

■ソーシャルビジネス論（洪　性旭）
　社会課題の解決にビジネスで取り組む手法に
　ついて学ぶ

■近現代アジア経済史（堀内義隆）
　アジア経済の資本主義化の過程について学ぶ

地域経済履修プログラム
現代経済コース

企業経営を深く理解するための科目と、変化する企業環境を正しく読み解くための専門科目を学ぶことにより、
変化の激しいビジネス界において自らの能力を存分に発揮できるような企業人となるための、基本的な能力を
身につけることができます。将来の進路としては、一般の民間企業に就職し、企業人として活躍することはもちろ
ん、各種資格試験（公認会計士、税理士など）に挑戦し、高度専門職業人としてビジネス界をリードする人材に
なる道も開かれています。

企業経営履修プログラム
現代経済コース

名古屋税関

主要科目紹介
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進路・就職支援人文学部で夢を実現！
人文学部は、多様な進路が魅力の１つ。様々な将来の可能性を広げる。

大学としては、学生総合支援機構の中に設置されているキャリアセンターが中心となって、
「キャリア教育」、「インターンシップ」、および「就職支援」の推進が図られています。人文学部
における就職支援としては、就職ガイダンスの開催や企業研究会の開催、就職情報の提供
や就職相談などを行い、講義課目として特殊講義〔就職支援講座〕を開講しています。また、
就職活動支援ブックを発行するなど、積極的に学生の就職をバックアップしています。

特殊講義「就職支援講座」

その他の支援講座（全学的取り組み）
●キャリア教育（共通教育科目）
●公務員受験対策講座
●筆記試験・教養試験対策講座
●マナー講座
●エントリーシート攻略テスト

3年次に配当されている人文学部の専門科目です。現代の産業構造や企業
の役割および機能を理解することに主眼をおいた講義です。われわれ人文
学部の専任教員に加えて、人文学部出身のOB・OGや、企業の人事担当の
方々に参加いただき講義を行います。社会の一員として働くことの意義、企
業研究、労働契約をめぐるトラブルの現状認識、就職活動戦線の動向分析な
ど、就活を始めるにあたって知っておくべき知識をレクチャーします。

過去5年間の卒業生の就職率と進路

過去5年間の就職率の推移

90

100

2021年度2017年度 2018年度 2019年度
2022年５月１日現在

2020年度

以上の
就職率！

95％

人文学部は、これまでに約10,000人の卒業生を送り
だし、初めの頃の卒業生からは、各方面で社会の中堅
として活躍しているとの便りが届いています。卒業生の
進路は、極めて幅広く、主に一般企業・公務員・教員の
３方面に分かれますが、大学院に進学する人もいます。
最も多く就職するのは一般企業で、その分野は、製造
業・情報サービス・卸小売業・金融保険業・建設業・運
輸通信など多様です。就職先の地域別割合は、県内が
２～３割、東海地域が４～５割で、地域に根を下ろした
本学部の特徴が表れています。

挑戦を続けること

2022年　文化学科卒業

N.S.さん

私は多様な文化に触れたいという思いから文化学科で、ドイツ語やヨーロッパ
社会学を学んできました。そして文化学科での経験が留学生チューターなどの
国際交流に挑戦していく自信に繋がりました。異文化を学習することは将来の選択を
する中で、視野を広げ新たな可能性をもたらします。この文化学科で培った経験を
活かして、今後も新しいことに迷わず挑戦していきたいです。

三重県信用保証協会

対象を理解する
姿勢

2018年   法律経済学科卒業

K.J.さん

私が担当する業務の一つに、男女雇用機会均等法などの法律に基づく企業指導
業務があります。企業に対して助言や指導を行うにあたり、法律に関する知識に加
えて、業種ごとの特色など企業や労働者を取り巻く環境についての理解も必要と
なります。
在学中に学ぶことが出来た知識や考え方、ゼミの演習で身につけた「なぜ・どうし
て」を追求する姿勢が、日々の業務を行うにあたり役立っていると思います。

三重労働局

思考力とチームワークを
活かして

2017年　法律経済学科卒業

O.M.さん

保険会社で代理店さんを支援する営業をしています。お客様のいざというときに
安心と安全をお届けするためにはチームで動くことは非常に大切です。大学のゼ
ミ活動では、日本学生経済ゼミナール大会に参加し、チームで議論し意見をまと
める力がつきました。また経済を学びたく入学しましたが、法律も学んだことで多
角的に物事を見る思考力が身に付きました。弊社の自由闊達な社風の中で大学
で得た学びを活かし日々挑戦しています。

東京海上日動火災保険株式会社

主
な
就
職
先
と
進
学
先

　 OB・OG Voices 活躍する先輩たちからのメッセージ

大学時代は
「自分」を形作る時間

2021年　文化学科卒業

Y.O.さん

職場では広報業務を担当し、県の施策を新聞広告などで発信しています。大学時
代に、授業で自ら課題を設定して解決策を模索したり、部活動や海外留学の中で、
さまざまな人との対話を通して自分の価値観を繰り返し掘り下げたりしたその積
み重ねが、必ずしも正解が存在しない現在の業務においても、論理的に判断し前
へ進む力につながっています。皆さんもぜひ大学で、授業や部活動、留学など、関
心をもったもの全てに手を伸ばし、中身の詰まった「自分」を作り上げてください。

三重県庁

2013年卒業  田中　綾さん

建設業●大和ハウス工業、積水ハウス、三菱電機ビルテクノサービス、トヨタホーム名古屋、タマホーム
製造業●トヨタ自動車、デンソー、アイシン精機、愛知製鋼、パナソニック、ソニーグローバルマニュファクチャリング＆オペレーションズ、矢崎総業、
住友電装、明電舎、吉田工業、アラクス、イッセイミヤケ、UCCフーヅ、山善、三甲、ホーユー、オンダ製作所、リコージャパン、八神製作所
電気・ガス等●東邦ガス、関西プロパン瓦斯
情報通信業●ソフトバンクグループ、大塚商会、NECソリューションイノベータ、トランスコスモス、東海ラジオ放送、南信州新聞社、紀伊民報、
伊賀上野ケーブルテレビ、松阪ケーブルテレビ・ステーション、中部テレコミュニケーション、松阪電子計算センター、百五コンピュータソフト、
三重電子計算センター、ティーエーシー、日本ユニシス、セイコーエプソン
運輸業●東海旅客鉄道、近畿日本鉄道、名古屋鉄道、日本航空、JALスカイ、全日本空輸、ANA大阪空港、中部国際空港、三重交通、小田急バス、
日本通運、郵船ロジスティクス、日本トランスシティ、ヤマトロジスティクス、鈴与、名港海運、日本陸送、中部日立物流サービス
卸売・小売業●ジェイアール東海髙島屋、そごう・西武、イオンリテール、マックスバリュ中部、バロー、ドコモサービス東海、ヤマダ電機
金融・保険業●三菱ＵＦＪ銀行、ゆうちょ銀行、大垣共立銀行、十六銀行、百五銀行、三十三銀行、名古屋銀行、愛知銀行、中京銀行、紀陽銀行、岡崎
信用金庫、岐阜信用金庫、桑名三重信用金庫、瀬戸信用金庫、第一生命保険、日本生命保険、住友生命保険、明治安田生命、東京海上日動火災
保険、あいおいニッセイ同和損害保険、損害保険ジャパン、三井住友海上火災保険、大和証券、丸三証券　
不動産業●積水ハウス、三交不動産大和リビング、三井不動産リアルティ、トヨタエンタプライズ
サービス業●LEGOLAND®Japan、エイチ・アイ・エス、JTBメディアリテーリング、JTB中部、IACEトラベル、志摩観光ホテル、三井不動産ホテル
マネジメント、長島観光開発、綜合警備保障、平安閣、マイナビ、eisuグループ、静岡舞台芸術センター
その他団体●日本郵便、ＪＡ（津・くわな・富士宮・あいち海部）、日本赤十字社三重県支部、鈴屋遺蹟保存会、三重大学職員
国家公務員●国税庁（国税専門官）、財務省（財務専門官）、税関、労働局、法務局、検疫所、自衛隊
地方公務員●県庁（三重・愛知・石川・富山など）、市役所（津・四日市・松阪・桑名・亀山・名張・名古屋・一宮ほか多数）、東京23区、県警（三重）
大学院進学●京都大学大学院、名古屋大学大学院、一橋大学大学院、神戸大学大学院、三重大学大学院、奈良教育大学大学院、南山大学大学院、
北海道大学大学院、筑波大学大学院、同志社大学大学院

文化学科
建設業　積水ハウス、三井住友建設、パナソニックホームズ、トーエネック
製造業　アイシン精機、トヨタ車体、トヨタ紡織、日本特殊陶業、ノリタケカンパニーリミテド、三菱重工業、クボタ、ダイキン工業、DMG森精機、大豊工業、富士通、ヤマモリ、大日本印刷、
共立印刷、愛知製鋼、スズキ、いすゞ 自動車、東海理化、フタバ産業、日本車輌製造、大同メタル工業、塩野義製薬、矢崎総業、住友電装、象印マホービン、アイホン、八神製作所
電気・ガス等　中部電力、東邦ガス
情報通信業　NTT西日本、NTTビジネスソリューションズ、NTTデータ東海、KDDI、ソフトバンクグループ、光通信、オービック、中日新聞社、日立システムズ、パナソニック エコシステム
ズ、トヨタコミュニケーションシステム、中電シーティーアイ、豊通シスコム、丸紅情報システムズ、住友電工情報システム、伊勢新聞社、ミエデンシステムソリューション、ビーイング、KLab
運輸業　東日本旅客鉄道、東海旅客鉄道、京阪電気鉄道、日本通運、山九、名鉄運輸、近鉄エクスプレス、三井倉庫、郵船ロジスティクス、日本トランスシティ、名港海運、トランコム、日通
NECロジスティクス、ホンダロジスティクス、三栄運輸、鴻池運輸
卸売・小売業　豊田通商、キヤノンマーケティングジャパン、リコージャパン、岡谷鋼機、サンゲツ、イオンリテール、ユニー、マックスバリュ中部、DCMカーマ、コメリ、ノジマ、メディカル一
光、中北薬品、日比谷花壇、近鉄百貨店、ジェイアール東海髙島屋、津松菱
金融・保険業　三菱ＵＦＪ銀行、三井住友銀行、りそなホールディングス、日本政策金融公庫、静岡銀行、十六銀行、大垣共立銀行、百五銀行、三十三銀行、名古屋銀行、愛知銀行、中京
銀行、岡崎信用金庫、岐阜信用金庫、桑名三重信用金庫、東京海上日動火災保険、あいおいニッセイ同和損害保険、損害保険ジャパン、かんぽ生命保険、第一生命保険、日本生命保険、
明治安田生命保険、住友生命保険、野村證券、岡三証券、紀陽銀行、三十三フィナンシャルグループ、東海東京フィナンシャル・ホールディングス、JAバンク三重信連、いちい信用金庫
不動産業　住友不動産販売、三交不動産、東急リバブル
サービス業　綜合警備保障、ぴあ、日本空調サービス、JTB中部、近畿日本ツーリスト、名鉄観光サービス、阪急交通社、長島観光開発、三菱ビルテクノサービス、マイナビ、チタカ・イン
ターナショナル・フーズ、JA三重厚生連
その他団体　日本郵便、日本司法支援センター、日本年金機構、独立行政法人国立病院機構、JA（みえなか・みえきた・ならけん）、名古屋商工会議所、豊田商工会議所、日本赤十字社
三重県支部、三重大学職員
国家公務員　国税庁（国税専門官）、財務省（財務専門官）、検察庁（検察事務官）、裁判所(事務官)、名古屋法務局、三重刑務所、労働局（愛知・三重）、国土交通省中部地方整備局、名古屋
出入国在留管理局、名古屋税関、津地方法務局
地方公務員　県庁（愛知・三重・滋賀・奈良・徳島・和歌山など）、市役所（津・四日市・桑名・鈴鹿・松阪・鳥羽・伊賀・名古屋・豊田・刈谷・大府・小牧・瀬戸・蒲郡・豊橋・大垣・神戸・新潟・小松ほ
か多数）、警視庁、県警（三重）
法律事務所　弁護士事務所（弁護士）
大学院進学（法科大学院を含む）　京都大学大学院、名古屋大学大学院、三重大学大学院、名古屋市立大学大学院、同志社大学大学院、南山大学大学院、一橋大学大学院

法律経済学科

98.2％ 97.8％
99.2％

95.8％
97.3％
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進路・就職支援人文学部で夢を実現！
人文学部は、多様な進路が魅力の１つ。様々な将来の可能性を広げる。

大学としては、学生総合支援機構の中に設置されているキャリアセンターが中心となって、
「キャリア教育」、「インターンシップ」、および「就職支援」の推進が図られています。人文学部
における就職支援としては、就職ガイダンスの開催や企業研究会の開催、就職情報の提供
や就職相談などを行い、講義課目として特殊講義〔就職支援講座〕を開講しています。また、
就職活動支援ブックを発行するなど、積極的に学生の就職をバックアップしています。

特殊講義「就職支援講座」

その他の支援講座（全学的取り組み）
●キャリア教育（共通教育科目）
●公務員受験対策講座
●筆記試験・教養試験対策講座
●マナー講座
●エントリーシート攻略テスト

3年次に配当されている人文学部の専門科目です。現代の産業構造や企業
の役割および機能を理解することに主眼をおいた講義です。われわれ人文
学部の専任教員に加えて、人文学部出身のOB・OGや、企業の人事担当の
方々に参加いただき講義を行います。社会の一員として働くことの意義、企
業研究、労働契約をめぐるトラブルの現状認識、就職活動戦線の動向分析な
ど、就活を始めるにあたって知っておくべき知識をレクチャーします。

過去5年間の卒業生の就職率と進路

過去5年間の就職率の推移

90

100

2021年度2017年度 2018年度 2019年度
2022年５月１日現在

2020年度

以上の
就職率！

95％

人文学部は、これまでに約10,000人の卒業生を送り
だし、初めの頃の卒業生からは、各方面で社会の中堅
として活躍しているとの便りが届いています。卒業生の
進路は、極めて幅広く、主に一般企業・公務員・教員の
３方面に分かれますが、大学院に進学する人もいます。
最も多く就職するのは一般企業で、その分野は、製造
業・情報サービス・卸小売業・金融保険業・建設業・運
輸通信など多様です。就職先の地域別割合は、県内が
２～３割、東海地域が４～５割で、地域に根を下ろした
本学部の特徴が表れています。

挑戦を続けること

2022年　文化学科卒業

N.S.さん

私は多様な文化に触れたいという思いから文化学科で、ドイツ語やヨーロッパ
社会学を学んできました。そして文化学科での経験が留学生チューターなどの
国際交流に挑戦していく自信に繋がりました。異文化を学習することは将来の選択を
する中で、視野を広げ新たな可能性をもたらします。この文化学科で培った経験を
活かして、今後も新しいことに迷わず挑戦していきたいです。

三重県信用保証協会

対象を理解する
姿勢

2018年   法律経済学科卒業

K.J.さん

私が担当する業務の一つに、男女雇用機会均等法などの法律に基づく企業指導
業務があります。企業に対して助言や指導を行うにあたり、法律に関する知識に加
えて、業種ごとの特色など企業や労働者を取り巻く環境についての理解も必要と
なります。
在学中に学ぶことが出来た知識や考え方、ゼミの演習で身につけた「なぜ・どうし
て」を追求する姿勢が、日々の業務を行うにあたり役立っていると思います。

三重労働局

思考力とチームワークを
活かして

2017年　法律経済学科卒業

O.M.さん

保険会社で代理店さんを支援する営業をしています。お客様のいざというときに
安心と安全をお届けするためにはチームで動くことは非常に大切です。大学のゼ
ミ活動では、日本学生経済ゼミナール大会に参加し、チームで議論し意見をまと
める力がつきました。また経済を学びたく入学しましたが、法律も学んだことで多
角的に物事を見る思考力が身に付きました。弊社の自由闊達な社風の中で大学
で得た学びを活かし日々挑戦しています。

東京海上日動火災保険株式会社

主
な
就
職
先
と
進
学
先

　 OB・OG Voices 活躍する先輩たちからのメッセージ

大学時代は
「自分」を形作る時間

2021年　文化学科卒業

Y.O.さん

職場では広報業務を担当し、県の施策を新聞広告などで発信しています。大学時
代に、授業で自ら課題を設定して解決策を模索したり、部活動や海外留学の中で、
さまざまな人との対話を通して自分の価値観を繰り返し掘り下げたりしたその積
み重ねが、必ずしも正解が存在しない現在の業務においても、論理的に判断し前
へ進む力につながっています。皆さんもぜひ大学で、授業や部活動、留学など、関
心をもったもの全てに手を伸ばし、中身の詰まった「自分」を作り上げてください。

三重県庁

2013年卒業  田中　綾さん

建設業●大和ハウス工業、積水ハウス、三菱電機ビルテクノサービス、トヨタホーム名古屋、タマホーム
製造業●トヨタ自動車、デンソー、アイシン精機、愛知製鋼、パナソニック、ソニーグローバルマニュファクチャリング＆オペレーションズ、矢崎総業、
住友電装、明電舎、吉田工業、アラクス、イッセイミヤケ、UCCフーヅ、山善、三甲、ホーユー、オンダ製作所、リコージャパン、八神製作所
電気・ガス等●東邦ガス、関西プロパン瓦斯
情報通信業●ソフトバンクグループ、大塚商会、NECソリューションイノベータ、トランスコスモス、東海ラジオ放送、南信州新聞社、紀伊民報、
伊賀上野ケーブルテレビ、松阪ケーブルテレビ・ステーション、中部テレコミュニケーション、松阪電子計算センター、百五コンピュータソフト、
三重電子計算センター、ティーエーシー、日本ユニシス、セイコーエプソン
運輸業●東海旅客鉄道、近畿日本鉄道、名古屋鉄道、日本航空、JALスカイ、全日本空輸、ANA大阪空港、中部国際空港、三重交通、小田急バス、
日本通運、郵船ロジスティクス、日本トランスシティ、ヤマトロジスティクス、鈴与、名港海運、日本陸送、中部日立物流サービス
卸売・小売業●ジェイアール東海髙島屋、そごう・西武、イオンリテール、マックスバリュ中部、バロー、ドコモサービス東海、ヤマダ電機
金融・保険業●三菱ＵＦＪ銀行、ゆうちょ銀行、大垣共立銀行、十六銀行、百五銀行、三十三銀行、名古屋銀行、愛知銀行、中京銀行、紀陽銀行、岡崎
信用金庫、岐阜信用金庫、桑名三重信用金庫、瀬戸信用金庫、第一生命保険、日本生命保険、住友生命保険、明治安田生命、東京海上日動火災
保険、あいおいニッセイ同和損害保険、損害保険ジャパン、三井住友海上火災保険、大和証券、丸三証券　
不動産業●積水ハウス、三交不動産大和リビング、三井不動産リアルティ、トヨタエンタプライズ
サービス業●LEGOLAND®Japan、エイチ・アイ・エス、JTBメディアリテーリング、JTB中部、IACEトラベル、志摩観光ホテル、三井不動産ホテル
マネジメント、長島観光開発、綜合警備保障、平安閣、マイナビ、eisuグループ、静岡舞台芸術センター
その他団体●日本郵便、ＪＡ（津・くわな・富士宮・あいち海部）、日本赤十字社三重県支部、鈴屋遺蹟保存会、三重大学職員
国家公務員●国税庁（国税専門官）、財務省（財務専門官）、税関、労働局、法務局、検疫所、自衛隊
地方公務員●県庁（三重・愛知・石川・富山など）、市役所（津・四日市・松阪・桑名・亀山・名張・名古屋・一宮ほか多数）、東京23区、県警（三重）
大学院進学●京都大学大学院、名古屋大学大学院、一橋大学大学院、神戸大学大学院、三重大学大学院、奈良教育大学大学院、南山大学大学院、
北海道大学大学院、筑波大学大学院、同志社大学大学院

文化学科
建設業　積水ハウス、三井住友建設、パナソニックホームズ、トーエネック
製造業　アイシン精機、トヨタ車体、トヨタ紡織、日本特殊陶業、ノリタケカンパニーリミテド、三菱重工業、クボタ、ダイキン工業、DMG森精機、大豊工業、富士通、ヤマモリ、大日本印刷、
共立印刷、愛知製鋼、スズキ、いすゞ 自動車、東海理化、フタバ産業、日本車輌製造、大同メタル工業、塩野義製薬、矢崎総業、住友電装、象印マホービン、アイホン、八神製作所
電気・ガス等　中部電力、東邦ガス
情報通信業　NTT西日本、NTTビジネスソリューションズ、NTTデータ東海、KDDI、ソフトバンクグループ、光通信、オービック、中日新聞社、日立システムズ、パナソニック エコシステム
ズ、トヨタコミュニケーションシステム、中電シーティーアイ、豊通シスコム、丸紅情報システムズ、住友電工情報システム、伊勢新聞社、ミエデンシステムソリューション、ビーイング、KLab
運輸業　東日本旅客鉄道、東海旅客鉄道、京阪電気鉄道、日本通運、山九、名鉄運輸、近鉄エクスプレス、三井倉庫、郵船ロジスティクス、日本トランスシティ、名港海運、トランコム、日通
NECロジスティクス、ホンダロジスティクス、三栄運輸、鴻池運輸
卸売・小売業　豊田通商、キヤノンマーケティングジャパン、リコージャパン、岡谷鋼機、サンゲツ、イオンリテール、ユニー、マックスバリュ中部、DCMカーマ、コメリ、ノジマ、メディカル一
光、中北薬品、日比谷花壇、近鉄百貨店、ジェイアール東海髙島屋、津松菱
金融・保険業　三菱ＵＦＪ銀行、三井住友銀行、りそなホールディングス、日本政策金融公庫、静岡銀行、十六銀行、大垣共立銀行、百五銀行、三十三銀行、名古屋銀行、愛知銀行、中京
銀行、岡崎信用金庫、岐阜信用金庫、桑名三重信用金庫、東京海上日動火災保険、あいおいニッセイ同和損害保険、損害保険ジャパン、かんぽ生命保険、第一生命保険、日本生命保険、
明治安田生命保険、住友生命保険、野村證券、岡三証券、紀陽銀行、三十三フィナンシャルグループ、東海東京フィナンシャル・ホールディングス、JAバンク三重信連、いちい信用金庫
不動産業　住友不動産販売、三交不動産、東急リバブル
サービス業　綜合警備保障、ぴあ、日本空調サービス、JTB中部、近畿日本ツーリスト、名鉄観光サービス、阪急交通社、長島観光開発、三菱ビルテクノサービス、マイナビ、チタカ・イン
ターナショナル・フーズ、JA三重厚生連
その他団体　日本郵便、日本司法支援センター、日本年金機構、独立行政法人国立病院機構、JA（みえなか・みえきた・ならけん）、名古屋商工会議所、豊田商工会議所、日本赤十字社
三重県支部、三重大学職員
国家公務員　国税庁（国税専門官）、財務省（財務専門官）、検察庁（検察事務官）、裁判所(事務官)、名古屋法務局、三重刑務所、労働局（愛知・三重）、国土交通省中部地方整備局、名古屋
出入国在留管理局、名古屋税関、津地方法務局
地方公務員　県庁（愛知・三重・滋賀・奈良・徳島・和歌山など）、市役所（津・四日市・桑名・鈴鹿・松阪・鳥羽・伊賀・名古屋・豊田・刈谷・大府・小牧・瀬戸・蒲郡・豊橋・大垣・神戸・新潟・小松ほ
か多数）、警視庁、県警（三重）
法律事務所　弁護士事務所（弁護士）
大学院進学（法科大学院を含む）　京都大学大学院、名古屋大学大学院、三重大学大学院、名古屋市立大学大学院、同志社大学大学院、南山大学大学院、一橋大学大学院

法律経済学科

98.2％ 97.8％
99.2％

95.8％
97.3％
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文化学科で取れる資格  ※法律経済学科では取得できません。

大学院進学

　 OB・OG Voices  資格を活かす先輩たち

　 OB・OG Voices  大学院を経て活躍する先輩たち
唯一無二の忍者・忍術学が学べる大学院
2021年 人文社会科学研究科地域文化論専攻修了  T.F.さん
現在、東京の日本忍者協議会と甲賀市地域おこし協力隊の２足のわらじで働いてお
ります。
在学中に学んだ忍者や忍術の知識を活かして、実際の忍術書と地域に存在する史
跡を活用した忍者体験プログラムを構築したり、地元に眠る忍者の史料や忍術書の
発掘を行っております。
大学院で学んだ史料調査の方法やくずし字解読の知識が非常に役立っており、取材
なども多くいただき地域でも重宝されているのは、三重大学大学院のおかげです。

還暦からの再学習
2021年 人文社会科学研究科社会科学専攻修了  Ｙ.Ｗ.さん
60からの手習い、人生の再スタートで三重大学人文社会科学研究
科の門を叩きました。しかし、コロナ禍の影響でオンラインでのマン
ツーマン授業も多く、手抜きができない環境です。学友の非凡さに
舌を巻く中で、先生方による優しい指導があっても心が折れそうに
なりました。それでも２年間で成果を残し、この後博士課程に進学
したいという希望を見出すことができました。人生をやり直すには
決して遅いということはないのです。

大学院の構成

●三重大学大学院人文社会科学研究科修士課程
●他大学の大学院・法科大学院への進学

地域文化論専攻

社会科学専攻

専門的な知識をさらに深め、専門職、研究職へ
学部を卒業後学部教育で身につけた知識や教養、技術をより深
めることを希望するならば大学院へ進学することも可能です。他
大学大学院へ進学し、研究を進める学生もいます。

歴史・考古学、哲学・思想、言語学・文学
地理・地誌学、文化人類学、
社会学、図書館・情報学、忍者・忍術学

法律、政治、経済、経営

２種類の教員免許が取得可能です。

中学校教諭一種
国語／社会／英語

高等学校教諭一種
国語／地理歴史／公民／英語

主な就職先
公立・私立中学校、高等学校

教員免許

図書館司書
図書館で専門的な職務に従事する資格

学校図書館司書教諭
教員免許の資格を取得する者は、学校図書館で専門的な
職務を行う「学校図書館司書教諭」の資格も取得できます。

主な就職先
公立図書館、大学図書館

この資格が取れる国立大学は少なく、
三重大学でも、文化学科でのみ取得可能です。

図書館司書

学芸員とは？
博物館や美術館で資料の収集・保管・展示や利用
者に対する解説を行います。また、他の博物館と
連携した企画の開催、講演会などでの講義、現地
での調査・研究などの仕事もあります。

主な就職先
地方自治体、教育委員会、博物館、美術館

博物館や美術館で資料の収集・保管・
展示をする専門職員の資格です。

学芸員

奈良県安堵町歴史民俗資料館学芸員博物館
施設で資料の調査や保存・展示の他に、文化
財管理の補助や発掘の届出事務などの文化
財行政全般に携わっています。在学中は日本
近世史を学び、古文書調査や目録の作成に積
極的に取り組みました。学生時代から本物の
資料に触れていたことで、その扱い方や整理
方法を学ぶことができま
した。この経験は地域の
文化財を扱う現在の仕事
に活かされています。

私は現在、和歌山県内の公立高校で国語の教員として働いてい
ます。
在学中は中古文学ゼミに所属し、平安時代の物語作品や日記文
学、和歌などを深く学びました。文学は読み方の答えがひとつで
ないため、自分の持つ知識や調べた情報、そして想像力を最大限
に活用し、自分なりに考えることが重要と学びました。また、そうし
た考察を学生同士で共有し他視点からの「読み」を知ることが、自
分の考えを深める鍵のひとつであると学ぶ
こともできました。
生徒たちにも、授業や学校生活を通して「考
え、伝え合うこと」の大切さと、そこから更な
る学びを得る楽しさを伝えたいと思います。

考え、伝え合うこと

2021年 文化学科卒業  N.O.さん
興味で取り始めた司書課程でしたが、授
業で出会った先生方や、図書館情報学ゼ
ミへの所属を通して、司書の仕事を現実
的に考えるようになりました。文化学科で
は、司書資格や教職に関する授業の他に、
文学を中心として、興味に応じた幅広い分
野を学ぶことができました。それらの知識
と経験を活かし仕事
に取り組んでいきた
いです。

大学生活で深まった知識と
仕事への思い
2021年 文化学科卒業  Y.I.さん

歴史研究からつながる
文化財保全の仕事
2021年 文化学科卒業  Y.S.さん

留学制度

私はマッセイ大学が実施した３日間のオンライン海外研修に参加しました。研修では、現地
の先生や学生、他の参加者等と英語にて沢山の交流をしました。具体的には、マッセイ大学
の先生によるニュージーランドの文化・社会・経済に関する同時双方向型授業を受講し、他
の参加者との議論や共同プレゼンに取り組みました。また、コラーゲンの開発に携わる現
地の会社でバーチャル企業訪問を行い、国境と文理の垣根をこえた新たな発見を得ました。
なお、同時通訳という配慮や現地の先生からのフィードバックを得られる等のサポート体制
も充実しており、安心して活動を全うすることができました。短期間でありながらも、英語の
語学力の向上はもちろん、今後の大学生活の糧となる有意義な経験でした。

文化学科　H.H.さん

現地の大学で
語学研修

現地の学生
との交流会

体験
プログラム

ホーム
ステイ

など

研修内容
英　　語
オックスフォード大学
　ハートフォード・カレッジ（イギリス）
マッセイ大学（ニュージーランド）
　オンライン研修 2022年2月実施

人文学部には、人文学部生のみの海外語学研修があります。
実施において変更もありますので、参加希望者は、掲示板などで
確認願います。

人文学部生
のみ研修
できます

研修参加者のコメント

海外語学研修

資格・大学院

三重大学や人文学部が協定を結んでいる海外の大学へ留学する制度です。
交換留学制度を上手に利活用すれば、６ヶ月や１年間留学しても４年間で卒業できます。

人文学部学生の主な留学先大学

※上記27大学を含め、63の大学間協定締結機関があります。（2022年4月現在）

●江蘇大学（中国） ●天津師範大学（中国）

●南開大学（中国） ●廷辺大学（中国）

●北京外国語大学（中国） ●雲南大学（中国）

●国立高雄師範大学（台湾） ●東国大学校（韓国）

●梨花女子大学校（韓国） ●世宗大学校（韓国）

●モンゴル国立大学（モンゴル） ●ハバロフスク国立経済法律アカデミー（ロシア）

●外国貿易大学（ベトナム） ●ホーチミン市師範大学（ベトナム）

●チェンマイ大学（タイ） ●タスマニア大学（オーストラリア）

●ハイデルベルク大学（ドイツ） ●エアランゲン・ニュルンベルク大学（ドイツ）

●ボーフム大学（ドイツ） ●ライプツィヒ大学（ドイツ）

●リヨン政治学院〔リヨン第2大学〕（フランス） ●シャルル・ド・ゴール・リール第3大学（フランス）

●セントラル・ランカシャー大学（イギリス） ●ルンド大学（スウェーデン）

●ノースカロライナ大学ウィルミントン校（アメリカ合衆国） ●サンパウロ大学（ブラジル）

●ソフィア大学（ブルガリア）

交換留学

私は交換留学生として、ドイツのハイデ
ルベルク大学に半年間留学していました。
ハイデルベルクを選んだ理由は、留学生
が多く、様々な国の人と交流する機会が
あると思ったからです。大学では、ドイツ
語を学ぶための語学コースとドイツ人向
けの日本語の授業を受講していました。
留学中は大変なことも多くありましたが、
半年間ドイツで暮らした経験は私にとっ
て宝物です。

ハイデルベルク大学
文化学科　H.O.さん

留学体験記
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文化学科で取れる資格  ※法律経済学科では取得できません。

大学院進学

　 OB・OG Voices  資格を活かす先輩たち

　 OB・OG Voices  大学院を経て活躍する先輩たち
唯一無二の忍者・忍術学が学べる大学院
2021年 人文社会科学研究科地域文化論専攻修了  T.F.さん
現在、東京の日本忍者協議会と甲賀市地域おこし協力隊の２足のわらじで働いてお
ります。
在学中に学んだ忍者や忍術の知識を活かして、実際の忍術書と地域に存在する史
跡を活用した忍者体験プログラムを構築したり、地元に眠る忍者の史料や忍術書の
発掘を行っております。
大学院で学んだ史料調査の方法やくずし字解読の知識が非常に役立っており、取材
なども多くいただき地域でも重宝されているのは、三重大学大学院のおかげです。

還暦からの再学習
2021年 人文社会科学研究科社会科学専攻修了  Ｙ.Ｗ.さん
60からの手習い、人生の再スタートで三重大学人文社会科学研究
科の門を叩きました。しかし、コロナ禍の影響でオンラインでのマン
ツーマン授業も多く、手抜きができない環境です。学友の非凡さに
舌を巻く中で、先生方による優しい指導があっても心が折れそうに
なりました。それでも２年間で成果を残し、この後博士課程に進学
したいという希望を見出すことができました。人生をやり直すには
決して遅いということはないのです。

大学院の構成

●三重大学大学院人文社会科学研究科修士課程
●他大学の大学院・法科大学院への進学

地域文化論専攻

社会科学専攻

専門的な知識をさらに深め、専門職、研究職へ
学部を卒業後学部教育で身につけた知識や教養、技術をより深
めることを希望するならば大学院へ進学することも可能です。他
大学大学院へ進学し、研究を進める学生もいます。

歴史・考古学、哲学・思想、言語学・文学
地理・地誌学、文化人類学、
社会学、図書館・情報学、忍者・忍術学

法律、政治、経済、経営

２種類の教員免許が取得可能です。

中学校教諭一種
国語／社会／英語

高等学校教諭一種
国語／地理歴史／公民／英語

主な就職先
公立・私立中学校、高等学校

教員免許

図書館司書
図書館で専門的な職務に従事する資格

学校図書館司書教諭
教員免許の資格を取得する者は、学校図書館で専門的な
職務を行う「学校図書館司書教諭」の資格も取得できます。

主な就職先
公立図書館、大学図書館

この資格が取れる国立大学は少なく、
三重大学でも、文化学科でのみ取得可能です。

図書館司書

学芸員とは？
博物館や美術館で資料の収集・保管・展示や利用
者に対する解説を行います。また、他の博物館と
連携した企画の開催、講演会などでの講義、現地
での調査・研究などの仕事もあります。

主な就職先
地方自治体、教育委員会、博物館、美術館

博物館や美術館で資料の収集・保管・
展示をする専門職員の資格です。

学芸員

奈良県安堵町歴史民俗資料館学芸員博物館
施設で資料の調査や保存・展示の他に、文化
財管理の補助や発掘の届出事務などの文化
財行政全般に携わっています。在学中は日本
近世史を学び、古文書調査や目録の作成に積
極的に取り組みました。学生時代から本物の
資料に触れていたことで、その扱い方や整理
方法を学ぶことができま
した。この経験は地域の
文化財を扱う現在の仕事
に活かされています。

私は現在、和歌山県内の公立高校で国語の教員として働いてい
ます。
在学中は中古文学ゼミに所属し、平安時代の物語作品や日記文
学、和歌などを深く学びました。文学は読み方の答えがひとつで
ないため、自分の持つ知識や調べた情報、そして想像力を最大限
に活用し、自分なりに考えることが重要と学びました。また、そうし
た考察を学生同士で共有し他視点からの「読み」を知ることが、自
分の考えを深める鍵のひとつであると学ぶ
こともできました。
生徒たちにも、授業や学校生活を通して「考
え、伝え合うこと」の大切さと、そこから更な
る学びを得る楽しさを伝えたいと思います。

考え、伝え合うこと

2021年 文化学科卒業  N.O.さん
興味で取り始めた司書課程でしたが、授
業で出会った先生方や、図書館情報学ゼ
ミへの所属を通して、司書の仕事を現実
的に考えるようになりました。文化学科で
は、司書資格や教職に関する授業の他に、
文学を中心として、興味に応じた幅広い分
野を学ぶことができました。それらの知識
と経験を活かし仕事
に取り組んでいきた
いです。

大学生活で深まった知識と
仕事への思い
2021年 文化学科卒業  Y.I.さん

歴史研究からつながる
文化財保全の仕事
2021年 文化学科卒業  Y.S.さん

留学制度

私はマッセイ大学が実施した３日間のオンライン海外研修に参加しました。研修では、現地
の先生や学生、他の参加者等と英語にて沢山の交流をしました。具体的には、マッセイ大学
の先生によるニュージーランドの文化・社会・経済に関する同時双方向型授業を受講し、他
の参加者との議論や共同プレゼンに取り組みました。また、コラーゲンの開発に携わる現
地の会社でバーチャル企業訪問を行い、国境と文理の垣根をこえた新たな発見を得ました。
なお、同時通訳という配慮や現地の先生からのフィードバックを得られる等のサポート体制
も充実しており、安心して活動を全うすることができました。短期間でありながらも、英語の
語学力の向上はもちろん、今後の大学生活の糧となる有意義な経験でした。

文化学科　H.H.さん

現地の大学で
語学研修

現地の学生
との交流会

体験
プログラム

ホーム
ステイ

など

研修内容
英　　語
オックスフォード大学
　ハートフォード・カレッジ（イギリス）
マッセイ大学（ニュージーランド）
　オンライン研修 2022年2月実施

人文学部には、人文学部生のみの海外語学研修があります。
実施において変更もありますので、参加希望者は、掲示板などで
確認願います。

人文学部生
のみ研修
できます

研修参加者のコメント

海外語学研修

資格・大学院

三重大学や人文学部が協定を結んでいる海外の大学へ留学する制度です。
交換留学制度を上手に利活用すれば、６ヶ月や１年間留学しても４年間で卒業できます。

人文学部学生の主な留学先大学

※上記27大学を含め、63の大学間協定締結機関があります。（2022年4月現在）

●江蘇大学（中国） ●天津師範大学（中国）

●南開大学（中国） ●廷辺大学（中国）

●北京外国語大学（中国） ●雲南大学（中国）

●国立高雄師範大学（台湾） ●東国大学校（韓国）

●梨花女子大学校（韓国） ●世宗大学校（韓国）

●モンゴル国立大学（モンゴル） ●ハバロフスク国立経済法律アカデミー（ロシア）

●外国貿易大学（ベトナム） ●ホーチミン市師範大学（ベトナム）

●チェンマイ大学（タイ） ●タスマニア大学（オーストラリア）

●ハイデルベルク大学（ドイツ） ●エアランゲン・ニュルンベルク大学（ドイツ）

●ボーフム大学（ドイツ） ●ライプツィヒ大学（ドイツ）

●リヨン政治学院〔リヨン第2大学〕（フランス） ●シャルル・ド・ゴール・リール第3大学（フランス）

●セントラル・ランカシャー大学（イギリス） ●ルンド大学（スウェーデン）

●ノースカロライナ大学ウィルミントン校（アメリカ合衆国） ●サンパウロ大学（ブラジル）

●ソフィア大学（ブルガリア）

交換留学

私は交換留学生として、ドイツのハイデ
ルベルク大学に半年間留学していました。
ハイデルベルクを選んだ理由は、留学生
が多く、様々な国の人と交流する機会が
あると思ったからです。大学では、ドイツ
語を学ぶための語学コースとドイツ人向
けの日本語の授業を受講していました。
留学中は大変なことも多くありましたが、
半年間ドイツで暮らした経験は私にとっ
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ハイデルベルク大学
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留学体験記
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三重大学  人文学部 検索
https://www.human.mie-u.ac.jp/

Campus
Life!

三重大学
人文学部に
入学して
よかったこと

美しい環境と
豊かな交流が
人を育てるキャンパス
学生はそれぞれのライフスタイルに合わせ
キャンパスライフを楽しんでいます。
三重大学人文学部では、
学生が暮らしやすい環境が整っています。

安心の学生寮
本学には、3つの学生寮があり快適な学生生活を過ごせます。

経済的なサポートによって学生生活を応援

近鉄 通学定期券（目安）

2022年3月現在

2022年3月現在

名古屋駅 江戸橋駅
●1ヶ月 5,910円 ●3ヶ月 16,850円 ●6ヶ月 31,920円

宇治山田駅 江戸橋駅
●1ヶ月 5,430円 ●3ヶ月 15,480円 ●6ヶ月 29,330円

最寄駅から徒歩で登校できる
本学は、最寄りの近鉄江戸橋駅から
徒歩で約15分とアクセスも便利

始業時刻

８：50から

奨学金の種類

第一種奨学金

第二種奨学金

備　　考
貸与金額（月額）

自宅通学 自宅外通学
45,000円 40,000円・51,000円

20,000円・30,000円

20,000～120,000円
（10,000円単位）の中から選択

無利息の奨学金

学部・大学院在学生数 日本学生支援機構 地方公共団体 民間育英団体
人文学部 396 0 3

人文社会科学研究科
1,143

31 2 0 0

卒業後年3％を
上限とする利息

男　子　寮

女　子　寮

国際女子寮

8,000円

7,100円

5,900円

大学まで徒歩15分

大学まで徒歩3分

キャンパス内

1人

1人

1人

14㎡

9㎡

13㎡

109人

60人

75人
日本人50人
外国人25人

※光熱費、上下水道費含まず

名　称 収容人員数 1部屋
当たり 面　積 寄宿料

（月額） 備　考

先輩に
聞いた

上記の詳しい説明、その他最新情報などを
三重大学人文学部のWEBサイトでご覧いただけます。

高等教育の修学支援制度
三重大学は、国が実施する「高等教育の修学支援制度」の対象機関に認定されて
います。
高校で予約申請または大学入学後に申請していただき、採用になった場合、入学
料減免、授業料減免、給付奨学金が受けられます。
※支援金額は、収入に関する基準に基づく区分ごとに定まっています。どの区分に認定される
かは、申請時に提出していただくマイナンバーを用いて、日本学生支援機構にて決定されます。

奨学金制度
経済的理由により修学が困難で、学業成績及び人物ともに優れた学生に対し、日
本学生支援機構が奨学金を貸与する制度があります。

第Ⅰ区分

第Ⅱ区分

第Ⅲ区分

全額免除

2/3免除

1/3免除

【支援金額（生活保護世帯及び児童養護施設等から通学する者の奨学金月額はカッコ内の金額）】

給付奨学金（月額）収入に関する
基準に基づく区分

入学料・授業料
減免額 自宅通学 自宅外通学

29,200円

19,500円

9,800円

66,700円

44,500円

22,300円

（33,300円）

（22,200円）

（11,100円）

私は現在、中学校の社会科教諭として教壇に立っています。人文学部
で教職課程を履修する最大のメリットは教員となるために不可欠な
教育学を学びながら、自らの専門分野の研究も進められることだと考
えます。私自身も学生時代は学部内で同じ志を持つ友人と切磋琢磨
しながら高め合い、現在は互いに同じ職に就いています。
特に中学校・高校では学生時代に研究した専門分野を授業でも活か
せるので、生徒は学習課題についてより深く学ぶことができます。私
は自らの教養も活かしながら、日々子どもたちと関わる仕事にとても
やりがいを感じているので、人文学部に入学してよかったと心から思
えます。

文化学科　M.M．さん

教　職

私は三年次冬季より一年間、交換留学生としてフランスのリール
第三大学に留学しました。フランスでは、授業を通して一年次より
学習してきたフランス語を、実践的なレベルへ高めると共に、フラ
ンスの社会や文化に肌で触れることで、フランス社会学ゼミ生とし
て多くの学びを得ることができました。
帰国し、就職活動を終
えてみて私が強く感じ
たのは「自分が外国人
になってみる」という経
験は、国際化が進む社
会を生きていく上で、大
きな力になるというこ
とです。
貴重な大学生活、国際
交流に興味がある人は、
ぜひ留学に挑戦してみ
てください。

私は学生寮で暮らし始めて４年目になります。いつも深夜まで遊ん
だり、トレーニング室で体を鍛えたり、共に自炊をしてご飯を食べ
たりと、充実した毎日を送っています。冬には皆で鍋パーティーを
するのが一番の楽しみです。寮費がとても安い点も魅力です。
私はバスケが大好きで、部活・サークル両方に所属しています。
自分と趣味が合う人たち
と人間関係を広げること
ができることが大学生活
の魅力だと感じます。
バスケ以外にもBBQや
スノボ、ショッピング、飲み
会などして毎日を楽しんで
います。

文化学科　Ｙ．Ｋ．さん

法律経済学科　Ｔ.Ｋ.さん

私は、「邦楽部」という和楽器を演奏する部活に所属しています。
部活動は、ただ楽しいだけのものではありません。

まず、組織の一員として動く意味
を学べます。演奏会といったイ
ベント運営は難しいものでした
が、その中で自信が成長し、全員
で協力し成し遂げたことに達成
感を得られました。次に、人間関
係が広がります。仲間ができ、演
奏実施に協力いただいた企業・
団体、演奏を聴いてもらえた地
元の方々に喜んでもらえ、結果
的に地域貢献ができたと実感し
ています。
何かに打ち込めるものが増える
と、大学生活がより充実しますよ。

法律経済学科　M.S.さん

部　活

留　学

学　寮
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三重大学  人文学部 検索
https://www.human.mie-u.ac.jp/

Campus
Life!
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キャンパスライフを楽しんでいます。
三重大学人文学部では、
学生が暮らしやすい環境が整っています。
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本学には、3つの学生寮があり快適な学生生活を過ごせます。
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徒歩で約15分とアクセスも便利
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８：50から
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第二種奨学金
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13㎡
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当たり 面　積 寄宿料
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先輩に
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で教職課程を履修する最大のメリットは教員となるために不可欠な
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やりがいを感じているので、人文学部に入学してよかったと心から思
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たのは「自分が外国人
になってみる」という経
験は、国際化が進む社
会を生きていく上で、大
きな力になるというこ
とです。
貴重な大学生活、国際
交流に興味がある人は、
ぜひ留学に挑戦してみ
てください。

私は学生寮で暮らし始めて４年目になります。いつも深夜まで遊ん
だり、トレーニング室で体を鍛えたり、共に自炊をしてご飯を食べ
たりと、充実した毎日を送っています。冬には皆で鍋パーティーを
するのが一番の楽しみです。寮費がとても安い点も魅力です。
私はバスケが大好きで、部活・サークル両方に所属しています。
自分と趣味が合う人たち
と人間関係を広げること
ができることが大学生活
の魅力だと感じます。
バスケ以外にもBBQや
スノボ、ショッピング、飲み
会などして毎日を楽しんで
います。

文化学科　Ｙ．Ｋ．さん

法律経済学科　Ｔ.Ｋ.さん

私は、「邦楽部」という和楽器を演奏する部活に所属しています。
部活動は、ただ楽しいだけのものではありません。

まず、組織の一員として動く意味
を学べます。演奏会といったイ
ベント運営は難しいものでした
が、その中で自信が成長し、全員
で協力し成し遂げたことに達成
感を得られました。次に、人間関
係が広がります。仲間ができ、演
奏実施に協力いただいた企業・
団体、演奏を聴いてもらえた地
元の方々に喜んでもらえ、結果
的に地域貢献ができたと実感し
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と、大学生活がより充実しますよ。
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2023年度入学者選抜における大学入学共通テストの教科・科目等の利用方法

2023年度大学入学共通テスト・個別学力検査配点

上記の内容は2022年5月現在の予定であり、2023年度の詳細については「入学者選抜要項」でご確認ください。

2023年度試験の詳細については、三重大学入試チーム（TEL 059-231-9063）までお問い合わせください。

2023年度人文学部　学校推薦型選抜
《推薦A・B》

《推薦C》

学部・学科等名
及び入学定員等

大学入学共通テストの利用教科・科目名 個別学力検査等
教科 科目名等 科目名等教科等

学力検査の
区分・日程

人
文
学
部

（245人）

前　期
後　期
推　薦
その他

167
51
23
4

文
化
学
科

文
化
学
科

法
律
経
済
学
科

（92人）

前　期
後　期
推　薦
その他

前期
2月25日

国
地歴
公民
数
理

外

国

外

国語総合

コミュニケーション英語
Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、
英語表現Ⅰ・Ⅱ

その他 小論文

小論文その他

国
世B、日B、地理Bから1又は2
現社、倫、政経、倫・政経から1
「数Ⅰ・数A」と「数Ⅱ、数Ⅱ・数B、簿、情報から1」
「物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎から2」
又は「物理、化学、生物、地学から1」
英、独、仏、中、韓から1

国
地歴
公民
理

数
外

後期
3月12日

前期
2月25日

前期日程

後期日程

後期
3月12日

67
18
5
2

法
律
経
済
学
科

（153人）

前　期
後　期
推　薦
その他

100
33
18
2

【5教科7科目、5教科8科目、6教科7科目又は6教科8科目】

【5教科7科目、5教科8科目、6教科7科目又は6教科8科目】

【5教科7科目、5教科8科目、6教科7科目又は6教科8科目】

2科目

国
地歴
公民
数

理

外

国
世B、日B、地理Bから1又は2
現社、倫、政経、倫・政経から1 
「数Ⅰ・数A」と
「数Ⅱ、数Ⅱ・数B、簿、情報から1」 
「物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎から2」
又は「物理、化学、生物、地学から1」 
英、独、仏、中、韓から1

国
世B、日B、地理Bから1又は2
現社、倫、政経、倫・政経から1
『「物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎から2」
物理、化学、生物、地学』から1又は2
「数Ⅰ・数A」と「数Ⅱ、数Ⅱ・数B、簿、情報から1」
英、独、仏、中、韓から1　　

国
地歴
公民
理

数

外

国
世B、日B、地理Bから1又は2 
現社、倫、政経、倫・政経から1 
『「物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎から2」 
物理、化学、生物、地学』から1又は2 
「数Ⅰ・数A」と
「数Ⅱ、数Ⅱ・数B、 簿、 情報から1」 
英、独、仏、中、韓から1

【5教科7科目、5教科8科目、6教科7科目又は6教科8科目】

4科目
（基礎を付した科目を含む場合）
又は
3科目
（基礎を付した科目を
含まない場合）

4科目
（基礎を付した科目を含む場合）
又は
3科目
（基礎を付した科目を
含まない場合）

国 国語総合

数 数Ⅰ・数Ⅱ・
数A・数B

１
教
科

コミュニケーション英語
Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、
英語表現Ⅰ・Ⅱ

外

日 程 試験の区分学 科

大学入学
共通テスト

個別学力検査

計

大学入学
共通テスト

個別学力検査

計

前期日程

後期日程

大学入学
共通テスト

個別学力検査

計

大学入学
共通テスト

個別学力検査

計

配点合計

900

600

1500

300

200

500

900

600

1500

400

200

600

地 歴

※200
※100

※200
※100

̶

※60
※30

※60
※30

̶

※200
※100

※200
※100

̶

※40
※20

※40
※20

̶

国 語

200

300

500

100

100

̶

200

※300
200
※500

100

100

̶

公 民

※100

※100

̶

※30

※30

̶

※100

※100

̶

※20

※20

̶

数 学

200

200

̶

20

20

̶

200

200
※500

※300

40

40

̶

理 科

100

100

̶

20

20

̶

※200
※100

※200
※100

̶

※40
※20

※40
※20

̶

外国語

200

300

500

100

100

̶

200

300

500

200

200

̶

小論文

̶

̶

̶

200

200

̶

̶

̶

̶

200

200

̶

募 集 人 員

出 願 資 格

出 願 期 間

選 抜 方 法

合 格 発 表

試　験　日

対象とする
高等学校若しくは
中等教育学校の学科

法律経済学科：推薦A　5名　　推薦B　3名

２０22年11月1日（火）～11月7日（月）

2022年11月19日（土）

調査書、推薦書、志願理由書、課題作文及び面接の結果を総合して行います。

2022年12月16日（金）午前10時頃

【推薦A】普通科、理数に関する学科、外国語に関する学科、国際関係に関する学科、その他普通科に準ずると認められる学科
【推薦B】総合学科、商業に関する学科、情報に関する学科

募 集 人 員

出 願 資 格

出 願 期 間

（変更の可能性あり）

選 抜 方 法

合 格 発 表

試　験　日

対象とする高等学校若しくは中等教育学校の学科

文化学科：5名　法律経済学科：10名

全ての学科

2023年1月17日（火）～1月20日（金）

［第1次選考］2023年2月2日（木）（選考結果通知）
［第2次選考］2023年2月6日（月）

2023年2月9日（木）

各 種 試 験

【1年次特別選抜】
●社会人
●帰国生徒
●私費外国人留学生

2022年11月12日・13日
2023年1月18日・19日
2023年1月18日・19日

【3年次編入学】
●一般（推薦）
●一般（学力）
●社会人
●私費外国人留学生

2022年6月15日（法律経済学科のみ）
2022年11月12日・13日
2022年11月12日・13日
2023年1月18日・19日

入学試験の案内

2科目

高等学校若しくは中等教育学校を令和5年3月卒業見込みの者（注1）で学習成績概評がA段階であり、実用英語技能検定準2級以上（日本
英語検定協会）を取得している者。なお、1高等学校若しくは1中等教育学校から推薦できる人数は、2名以内とします。
（注1）学校教育法施行規則第93条第3項の規程に基づき、令和4年度中に高等学校若しくは中等教育学校のこれらの学科を卒業した者又
は卒業見込みの者及び文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設のこれらの学科に準ずる
当該課程を令和4年度中に修了した者又は修了見込みの者を含みます。
高等学校若しくは中等教育学校を令和5年3月卒業見込みの者（注2）で学習成績概A段階であり、下記のいずれかの資格試験に合格している者。
● 実用英語技能検定準2級以上（日本英語検定協会）  ● 簿記検定2級以上（日商）  ● 簿記検定1級（全商）
● 情報処理検定ビジネス情報部門1級（全商）  ● ITパスポート試験（情報処理推進機構）
● 基本情報技術者試験（情報処理推進機構）  ● 応用情報技術者試験（情報処理推進機構）
なお、1高等学校若しくは1中等教育学校から推薦できる人数は、2名以内とします。 
（注2）学校教育法施行規則第93条第3項の規程に基づき、令和4年度中に高等学校若しくは中等教育学校のこれらの学科を卒業した者又
は卒業見込みの者を含みます。

【推薦A】

【推薦B】 

　現代社会の課題に取り組む意欲のある者で、下記の要件を満たし、高等学校長若しくは中等教育学校長が責任をもって推薦でき、合格した場合
入学することを確約できるものとする。
　ただし、他大学及び本学の他学部へ重複して推薦されていない者に限ります。

<文化学科>
　人間の文化と社会の動きやしくみに強い関心・好奇心をもち、それらについて深く理解することを望む者で、下記の要件を満たし、高等学校長若し
くは中等教育学校長が責任をもって推薦でき、合格した場合入学することを確約できるものとする。高等学校若しくは中等教育学校を令和5年3月卒
業見込みの者（注3）で学習成績概評がB段階以上の者。
 <法律経済学科>
　現代社会の課題に取り組む意欲のある者で、下記の要件を満たし、高等学校長若しくは中等教育学校長が責任をもって推薦でき、合格した場合入
学することを確約できる者とする。
　高等学校若しくは中等教育学校を令和5年3月卒業見込みの者（注3）で学習成績概評がB段階以上の者。
（注3）学校教育法施行規則第93条第3項の規程に基づき、令和4年度中に高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者又は卒業見込みの者及び文
部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を令和4年度中に修了した者又は修了見込みの者
を含みます。

［第1次選考］2023年度大学入学共通テストの成績に基づいて、募集定員の2倍程度の合格者を決定します。
［第2次選考］第1次選考に合格した者について、調査書、推薦書、志願理由書及び面接の結果を総合して行います。

（注）配点に※印を付してある教科は選択教科を表します。

※新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、上記の内容が変更される場合があります。詳しくは人文学部のホームページをご覧ください。

上記の内容は2022年5月現在の予定であり、2023年度の詳細については「入学者選抜要項」でご確認ください。

OPEN CAMPUS
2022年8月7日（日）
本年度のオープンキャンパスは、感染症対策を講じながら人文学部
棟で実施し、後日、プログラムの一部をオンラインで公開する予定
です。ただし、感染状況によって全体の方針を変更することがあり
ます。詳細は人文学部のホームページをご覧ください。
https://www.human.mie-u.ac.jp

22 23



2023年度入学者選抜における大学入学共通テストの教科・科目等の利用方法

2023年度大学入学共通テスト・個別学力検査配点

上記の内容は2022年5月現在の予定であり、2023年度の詳細については「入学者選抜要項」でご確認ください。

2023年度試験の詳細については、三重大学入試チーム（TEL 059-231-9063）までお問い合わせください。

2023年度人文学部　学校推薦型選抜
《推薦A・B》

《推薦C》

学部・学科等名
及び入学定員等

大学入学共通テストの利用教科・科目名 個別学力検査等
教科 科目名等 科目名等教科等

学力検査の
区分・日程

人
文
学
部

（245人）

前　期
後　期
推　薦
その他

167
51
23
4

文
化
学
科

文
化
学
科

法
律
経
済
学
科

（92人）

前　期
後　期
推　薦
その他

前期
2月25日

国
地歴
公民
数
理

外

国

外

国語総合

コミュニケーション英語
Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、
英語表現Ⅰ・Ⅱ

その他 小論文

小論文その他

国
世B、日B、地理Bから1又は2
現社、倫、政経、倫・政経から1
「数Ⅰ・数A」と「数Ⅱ、数Ⅱ・数B、簿、情報から1」
「物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎から2」
又は「物理、化学、生物、地学から1」
英、独、仏、中、韓から1

国
地歴
公民
理

数
外

後期
3月12日

前期
2月25日

前期日程

後期日程

後期
3月12日

67
18
5
2

法
律
経
済
学
科

（153人）

前　期
後　期
推　薦
その他

100
33
18
2

【5教科7科目、5教科8科目、6教科7科目又は6教科8科目】

【5教科7科目、5教科8科目、6教科7科目又は6教科8科目】

【5教科7科目、5教科8科目、6教科7科目又は6教科8科目】

2科目

国
地歴
公民
数

理

外

国
世B、日B、地理Bから1又は2
現社、倫、政経、倫・政経から1 
「数Ⅰ・数A」と
「数Ⅱ、数Ⅱ・数B、簿、情報から1」 
「物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎から2」
又は「物理、化学、生物、地学から1」 
英、独、仏、中、韓から1

国
世B、日B、地理Bから1又は2
現社、倫、政経、倫・政経から1
『「物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎から2」
物理、化学、生物、地学』から1又は2
「数Ⅰ・数A」と「数Ⅱ、数Ⅱ・数B、簿、情報から1」
英、独、仏、中、韓から1　　

国
地歴
公民
理

数

外

国
世B、日B、地理Bから1又は2 
現社、倫、政経、倫・政経から1 
『「物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎から2」 
物理、化学、生物、地学』から1又は2 
「数Ⅰ・数A」と
「数Ⅱ、数Ⅱ・数B、 簿、 情報から1」 
英、独、仏、中、韓から1

【5教科7科目、5教科8科目、6教科7科目又は6教科8科目】

4科目
（基礎を付した科目を含む場合）
又は
3科目
（基礎を付した科目を
含まない場合）

4科目
（基礎を付した科目を含む場合）
又は
3科目
（基礎を付した科目を
含まない場合）

国 国語総合

数 数Ⅰ・数Ⅱ・
数A・数B

１
教
科

コミュニケーション英語
Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、
英語表現Ⅰ・Ⅱ

外

日 程 試験の区分学 科

大学入学
共通テスト

個別学力検査

計

大学入学
共通テスト

個別学力検査

計

前期日程

後期日程

大学入学
共通テスト

個別学力検査

計

大学入学
共通テスト

個別学力検査

計

配点合計

900

600

1500

300

200

500

900

600

1500

400

200

600

地 歴

※200
※100

※200
※100

̶

※60
※30

※60
※30

̶

※200
※100

※200
※100

̶

※40
※20

※40
※20

̶

国 語

200

300

500

100

100

̶

200

※300
200
※500

100

100

̶

公 民

※100

※100

̶

※30

※30

̶

※100

※100

̶

※20

※20

̶

数 学

200

200

̶

20

20

̶

200

200
※500

※300

40

40

̶

理 科

100

100

̶

20

20

̶

※200
※100

※200
※100

̶

※40
※20

※40
※20

̶

外国語

200

300

500

100

100

̶

200

300

500

200

200

̶

小論文

̶

̶

̶

200

200

̶

̶

̶

̶

200

200

̶

募 集 人 員

出 願 資 格

出 願 期 間

選 抜 方 法

合 格 発 表

試　験　日

対象とする
高等学校若しくは
中等教育学校の学科

法律経済学科：推薦A　5名　　推薦B　3名

２０22年11月1日（火）～11月7日（月）

2022年11月19日（土）

調査書、推薦書、志願理由書、課題作文及び面接の結果を総合して行います。

2022年12月16日（金）午前10時頃

【推薦A】普通科、理数に関する学科、外国語に関する学科、国際関係に関する学科、その他普通科に準ずると認められる学科
【推薦B】総合学科、商業に関する学科、情報に関する学科

募 集 人 員

出 願 資 格

出 願 期 間

（変更の可能性あり）

選 抜 方 法

合 格 発 表

試　験　日

対象とする高等学校若しくは中等教育学校の学科

文化学科：5名　法律経済学科：10名

全ての学科

2023年1月17日（火）～1月20日（金）

［第1次選考］2023年2月2日（木）（選考結果通知）
［第2次選考］2023年2月6日（月）

2023年2月9日（木）

各 種 試 験

【1年次特別選抜】
●社会人
●帰国生徒
●私費外国人留学生

2022年11月12日・13日
2023年1月18日・19日
2023年1月18日・19日

【3年次編入学】
●一般（推薦）
●一般（学力）
●社会人
●私費外国人留学生

2022年6月15日（法律経済学科のみ）
2022年11月12日・13日
2022年11月12日・13日
2023年1月18日・19日

入学試験の案内

2科目

高等学校若しくは中等教育学校を令和5年3月卒業見込みの者（注1）で学習成績概評がA段階であり、実用英語技能検定準2級以上（日本
英語検定協会）を取得している者。なお、1高等学校若しくは1中等教育学校から推薦できる人数は、2名以内とします。
（注1）学校教育法施行規則第93条第3項の規程に基づき、令和4年度中に高等学校若しくは中等教育学校のこれらの学科を卒業した者又
は卒業見込みの者及び文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設のこれらの学科に準ずる
当該課程を令和4年度中に修了した者又は修了見込みの者を含みます。
高等学校若しくは中等教育学校を令和5年3月卒業見込みの者（注2）で学習成績概A段階であり、下記のいずれかの資格試験に合格している者。
● 実用英語技能検定準2級以上（日本英語検定協会）  ● 簿記検定2級以上（日商）  ● 簿記検定1級（全商）
● 情報処理検定ビジネス情報部門1級（全商）  ● ITパスポート試験（情報処理推進機構）
● 基本情報技術者試験（情報処理推進機構）  ● 応用情報技術者試験（情報処理推進機構）
なお、1高等学校若しくは1中等教育学校から推薦できる人数は、2名以内とします。 
（注2）学校教育法施行規則第93条第3項の規程に基づき、令和4年度中に高等学校若しくは中等教育学校のこれらの学科を卒業した者又
は卒業見込みの者を含みます。

【推薦A】

【推薦B】 

　現代社会の課題に取り組む意欲のある者で、下記の要件を満たし、高等学校長若しくは中等教育学校長が責任をもって推薦でき、合格した場合
入学することを確約できるものとする。
　ただし、他大学及び本学の他学部へ重複して推薦されていない者に限ります。

<文化学科>
　人間の文化と社会の動きやしくみに強い関心・好奇心をもち、それらについて深く理解することを望む者で、下記の要件を満たし、高等学校長若し
くは中等教育学校長が責任をもって推薦でき、合格した場合入学することを確約できるものとする。高等学校若しくは中等教育学校を令和5年3月卒
業見込みの者（注3）で学習成績概評がB段階以上の者。
 <法律経済学科>
　現代社会の課題に取り組む意欲のある者で、下記の要件を満たし、高等学校長若しくは中等教育学校長が責任をもって推薦でき、合格した場合入
学することを確約できる者とする。
　高等学校若しくは中等教育学校を令和5年3月卒業見込みの者（注3）で学習成績概評がB段階以上の者。
（注3）学校教育法施行規則第93条第3項の規程に基づき、令和4年度中に高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者又は卒業見込みの者及び文
部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を令和4年度中に修了した者又は修了見込みの者
を含みます。

［第1次選考］2023年度大学入学共通テストの成績に基づいて、募集定員の2倍程度の合格者を決定します。
［第2次選考］第1次選考に合格した者について、調査書、推薦書、志願理由書及び面接の結果を総合して行います。

（注）配点に※印を付してある教科は選択教科を表します。

※新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、上記の内容が変更される場合があります。詳しくは人文学部のホームページをご覧ください。

上記の内容は2022年5月現在の予定であり、2023年度の詳細については「入学者選抜要項」でご確認ください。

OPEN CAMPUS
2022年8月7日（日）
本年度のオープンキャンパスは、感染症対策を講じながら人文学部
棟で実施し、後日、プログラムの一部をオンラインで公開する予定
です。ただし、感染状況によって全体の方針を変更することがあり
ます。詳細は人文学部のホームページをご覧ください。
https://www.human.mie-u.ac.jp
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人文学部
〒514-8507 三重県津市栗真町屋町1577

三重大学  人文学部 検索
https://www.human.mie-u.ac.jp

総務担当 TEL.059-231-9195
E-mail hum-somu@ab.mie-u.ac.jp
学務担当 TEL.059-231-9197
E-mail hum-gakumu@ab.mie-u.ac.jp
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