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新たに3学部誕生

文理多彩な8学部15学科へ発展。
分野を越えた豊かな学びで夢をかなえる力を育む。

※新型コロナウイルスの影響等の事情により開催できない場合は、
　入試サイトにて告知いたします。随時入試サイトをご確認ください。
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2021

AI時代の人材養成へ。2021年京都橘大学がさらに発展します！

京都橘大学は、国際から人文、教育・社会・医療系まで幅広い分野の学びが１つの

キャンパスに集う総合大学です。学生と教職員の距離が近く、学部を越えた交流も

盛んで、そのつながりが確かな力となります。2021年４月、新たに「経済学部」「経

営学部」「工学部」の３学部を開設。一拠点総合大学の強みをさらに発展させ、工学

系を加えた文理多彩な学びで、多くの仲間と出会い、夢を実現させる多様な力を育

みます。また、国際文化都市・京都をフィールドに〝実践的な学問″の追究と社会に

貢献できる人材の育成をめざし、フィールドワークや課題解決型学習などを積極的

に展開。キャリアアップに役立つさまざまな免許・資格課程を設置し、学生一人ひと

りの進路実現をサポートします。

経済学部 経営学部経済学部 経営学部
【2021年4月誕生】【2021年4月誕生】

未来に直結する学びを未来に直結する学びを

変化の
時代を、
切り拓く。

変化の
時代を、
切り拓く。
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経済学科

経営学科

新棟誕生

IT教育、研究の新たな学びの拠点、
「アカデミックリンクス」誕生。
学びの拠点となる新棟アカデミックリンクスは、キャンパスの

新たなメイン導線に配置し、教室・学習スペースが一体化した

つくりとなります。暖かみのある雰囲気と最新のテクノロジー

が融合する空間で学生・教職員など、さまざまな人の「つなが

り」と「実践」を促す場として誕生します。
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今の会社で自己成長を促し、
将来は教育関連事業を立ち上げるのが目標。

京都橘大学で育んだ“時代を切り拓く力”をもとに、
社会の第一線で躍進する先輩たち。

大企業のオフィス空間を構築。
仕事がカタチとして残るのがうれしいです。

インターネット広告事業本部に所属し、営業フロントとして顧客のマーケ

ティング課題を解決する仕事を行っています。現在は人材紹介、不動産、

旅行業界の企業5社を担当。課題に対する解決策を考え、社内の制作や解

析などを担当するチームとともに有効な広告を提案しています。大学入学

当初は教員をめざしていましたが、「成長している業界・企業で自己成長

を促したい」との思いから今の会社へ。進路変更はしましたが、教職課程

を修了し教員免許を取得。新歓実行委員会、大学祭実行委員会などの課

外活動や就職活動と並行して教員免許を取得できたことは、大きな自信

になりました。将来的には教育関連の事業を立ち上げるのが目標で、夢の

実現に向け、実務を通じて日々成長していければと思います。

個人面談で多様な視点からアドバイスを！
キャリアセンターでは担当職員の方
だけではなく、希望すればほかの職
員の方にも意見を聞くことができま
す。多様な視点からアドバイスをいた
だく中で、より客観的に自分の強みを
見出していくことができました。

オフィス家具メーカーの営業として、家具を売るのはもちろん、空間全体の

提案、工事の工程管理、プロジェクトマネジメントまで、幅広い業務を行っ

ています。担当するのは複数社の大手法人企業で、案件によってはビルの

ワンフロア全体の空間構築を手がけることも。コンペの準備や受注後の修

正対応など大変なこともありますが、自身の仕事がカタチとして残るのが

うれしく、お客様から感謝のお言葉をいただいた時に仕事のやりがいを感

じます。在学中はダンス部の部長を務め、他大学とのダンスイベントの企

画・運営にも携わりました。現在、プロジェクトを通じて社内外の多くの人

と関わりを持ちますが、在学中にたくさんの人を巻き込みながらイベント

を成功させた経験は、今の仕事にもつながっていると思います。

今も大切にしている、海外ボランティアで
学んだ「行動することの大切さ」。

インターンシップは大きな経験に。
大学での学びや経験が現場での活躍に直結。

伊藤忠食品では、加工食品・酒・冷凍食品の商品開発・輸入・販売を手が

け、私はスーパーのお総菜向けの製品を担当。国内外より原料を仕入れ、

ニーズに合わせて商品を開発するとともにスーパーのバイヤー様と商談

し、商品の導入までフォローします。在学中で印象に残っているのは、2度の

海外ボランティアでの体験です。途上国の住宅支援を行うNPO法人の

活動に参加し、約2週間ネパールとスリランカを訪問。現地での家づくり

に参加した活動から「まずは行動してみることの大切さ」を学び、その姿

勢は今も大切にしています。大学での4年間はあっという間です。在学中

にいろいろな人とたくさん接し、知見を広め、感性を磨いてください。その

経験が、社会人生活にもきっといい影響をもたらしてくれるはずです。

在学中に培った“時代を切り拓く力”をもとに、数多くの卒業生たちが社会で活躍しています。
現場の最前線で躍進する4人の先輩たちに、現在の仕事や成長を生んだ在学時の体験、
進路実現に向けたキャリアサポートについて伺いました。

BA（ビューティーアドバイザー）として、接客をはじめ、お店の売上や在庫

管理などを担当。ライフスタイルや悩みを伺い、お客様一人ひとりの身体

と心にピッタリ合ったインナーウェアやナイトウェアをお勧めするのが主

な業務です。入社のきっかけは、購入者として店舗を訪れた際の出来事で

す。真摯に私の話を聞き、悩みに寄り添うBAの接客に感銘を受けたこと

が志望動機となりました。現場では、学科で学んだマーケティングの知識

やインターンシップの経験が活かされ、例えばそれは「お客様の導線を意

識したお店づくり」や「魅力的なディスプレイ作成」などにつながっています。

また、在学中に大学祭実行委員として、大学祭に出店する約80の模擬店

を管轄。マネジメントの実践を勉強するいい機会となりました。　　

INTERVIEW

卒業生
インタビュー

コクヨ株式会社 株式会社ワコール

平井 直樹さん2019年3月 卒業 多喜 彩生さん2019年3月 卒業 木村 拓也さん2015年3月 卒業 石原 綾華さん2019年3月 卒業

株式会社サイバーエージェント 伊藤忠食品株式会社

ここが
役立った！

社会人の方からの直接アドバイスも！
ゼミで大手企業の若手社員の方か
ら、就職活動のアドバイスや仕事のお
話を聞く機会がありました。就職支援
プログラム以外に、現役の社員の方か
ら具体的なお話を伺えたのはとても
役立ちました。

ここが
役立った！

教職課程のサポートも充実！
少人数教育でアットホームな雰囲気が
京都橘大学の魅力の１つ。先生方との
距離も近く、学科での学びはもちろ
ん、教職課程のサポートも手厚く、教
員免許の取得を力強く後押ししてくだ
さいました。

ここが
役立った！

2回生からインターンシップに参加できる！
低回生からのキャリアサポートが
充実。インターンシップも2回生から
参加が可能です。早い段階から取り
組むことで多くのインターンを体験
し、その中で「働きたい企業」も見つ
けられました。

ここが
役立った！
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確かな専門性を身につけ、いざ実践へ！

京都橘大学で学ぶことができる経済学のテーマ

財政・金融 貿　易 医療経済

地方自治体 国際経済 食料経済

工業経済 行動経済 環境政策

観光政策 スポーツ・文化経済 データサイエンス

ITの進展とともに変化を見せる金融業界や、健康や環
境問題などで再注目される食の分野など、成長が期
待される産業分野を中心に、近年の経済学の発展を
踏まえて多様な視野からアプローチをはかり、あらゆ
る産業で活躍できる力を養います。

金融・産業コース

地域の発展や国際社会における経済の役割やあり方に
対する理解を深めるとともに、都市経済や経済開発に
関する知識の修得を通じ、国内だけでなく、グローバル
な領域においても、地域のなかで活躍できる力を養い
ます。

地域・国際コース

国と地方の財政に関する知識をもとに、経済の公的な
領域における特有のしくみを理解したうえで、政策過
程や政策評価、地方自治に関する知見を得て、地方自
治体やNPOなど、公共の分野で活躍できる力を身に
つけます。

公共経済・政策コース

超高齢社会において、ますます重要性の高まる医療・
社会保障分野で活躍できる能力を養います。さらに、
診療情報管理の知識や技能など、医療機関などで即
戦力として役立つスキルを身につけます。

医療・社会保障コース

スポーツや文化が社会に与える経済的な影響や、それ
らを経済的に支えるしくみを理解し、今後の日本経済
においてより大きな地位を占めていく観光や文化の領
域で活躍できる力を養います。

観光・文化コース

経済学科
経済学部

広い視野で時代をとらえ社会が抱える
多様な問題を発見・解決する力を養う。

データサイエンスは、統計学や数学、コンピュータ科学の
知識を活用し、大量のデータから情報や法則を導きだす
データ分析の手法です。社会にあふれる大量のデータを
扱う一連のプロセスを理解し、データや情報を適切に処
理できる力を養成します。

データサイエンスを学ぶ

01
Point

02
Point

03
Point

04
Point

専門的な知識を活かして具体的な社会的課題に取り組む
PBL（課題解決型学習）など、よりアクティブな学びを必
修科目として設置。さまざまな領域における問題の発見や
課題設定、そして解決策の立案を行います。将来必要とな
る知識や技能、意識を実践的に修得します。

プロジェクト学習など社会と
連動した実践的な学び

自身の学びが卒業後の進路や仕事、社会に結びついてい
ることを早期から意識・把握するために、1回生からキャリ
ア教育を実施。インターンシップなど産学公連携教育や
資格取得科目も配置し、自律的なキャリア設計も促進し
ます。

1回生からのキャリア教育
新設3学部において、クロスオーバー科目群を配置。他学
部の専門科目を学ぶことにより、文理を越えた幅広い知
識・技能を身につけます。また、「クロスオーバー型課題解
決プロジェクト」の科目では、各分野の専門知識を交えて
新たな価値を創造します。

文理融合のクロスオーバー教育

夢の実現に向け1回生から
希望に合わせた就職サポート

公務員試験合格をめざす
学生をバックアップ

多くの事業所と
連携した多様な
インターンシップ

●個人面談　●キャリアガイダンス
●自己分析　●自己PR文章作成セミナー
●企業研究セミナー　など

経営学科
経営学部

磨き上げるのはどんな分野でも発揮できる
イノベーションを巻き起こす力。

コース紹介 領域紹介

就職サポート

学びのポイント

1回生から4回生まで段階的にトータルサポート！
本学主催の学内講座があり便利！

難関な公務員試験合格に向けて「公務
員試験支援センター」を開設していま
す。専門スタッフが手厚く合格をサポー
トします。

京都橘大学単位認定型インターンシップは、多くの事業所と連携して実施。
学習と体験の場として、大学の学びのなかに位置づけています。

サポート内容
⃝試験情報の提供
⃝個別面談の実施
⃝志望動機の添削
⃝面接練習の実施

単位認定型インターンシップの特色
⃝正規の教育課程のなかに位置づけ（単位認定）　⃝低回生への受講を推奨
⃝社会人と接する時間を長く設けた実習期間　⃝専任教員による事前・事後研修

〈授業レポート〉広告とマスメディア

広告会社でコピーライターやクリエイティブディレクターなどの立
場を経験した教員が、新聞・雑誌・テレビ・映画・アニメといった各
種メディアの仕組みや特性に触れ、各メディアがもつ影響力やその
効果に迫ります。また５Gへの移行など、変化が著しい通信産業や
インターネット産業といった、マスメディアや広告を取り囲むさま
ざまな環境にも焦点をあ
て、高度情報化社会を生き
る私たちに不可欠な幅広い
知識とメディアリテラシー
を養い、情報を適切に活用
する能力を身につけます。

各種マスメディアの特色や広告戦略を知り
情報化社会をより良く生きる力を身につける。

会計学や会社法など、ガバナンス（企業統治）を理解
するうえで欠くことのできない知識を修得します。さ
らに企業財務やファイナンスに関わる領域についても
学び、企業経営の中枢を担える能力を身につけます。

会計・ガバナンス領域

組織の活力を高めるイノベーションのメカニズムやマ
ネジメントのあり方について理解し、新たな市場を拓
くマーケティングの知識を身につけます。新しい価値
の創出や社会への還元ができる力を養います。

マーケティング・イノベーション領域

経営戦略、経営組織、経営情報、人的資源管理などあら
ゆる組織において必要となる知識を修得します。また、
非営利団体のマネジメントや環境経営についても理解
し、あらゆる組織を牽引できる能力を身につけます。

企業の開放特許等を活用したビジネスプ
ランを提案するコンテストで、審査員特
別賞を受賞。課題解決に向かって実践的
に考える力と、能動的に取り組む姿勢を
養う場が豊富にあります。

戦略・組織領域

取得可能な
資格

＜その他 めざす資格・検定＞
統計検定 / ITパスポート〈国〉 / 日商簿記 / 
ファイナンシャル・プランナー / 証券アナリスト / 税理士〈国〉 /
公認会計士〈国〉  / 経済学検定 など

中学校教諭一種免許状（社会）〈国〉

高等学校教諭一種免許状（公民）〈国〉 司書教諭〈国〉 司書〈国〉（図書館）

社会教育主事 日本語教員社会教育主事 日本語教員学芸員〈国〉（博物館）

診療情報管理士認定試験受験資格

取得可能な
資格

＜その他 めざす資格・検定＞
日商簿記 / ファイナンシャル・プランナー / 証券アナリスト / 
経営学検定 / 社会調査士 /貿易実務検定 /
社会保険労務士〈国〉 / 税理士〈国〉 / 公認会計士〈国〉 など

※ただし、一部の科目は随意科目（要卒単位外）として履修することになります。

※写真は2019年11月に撮影したものです。

※現代ビジネス学部経営学科の実績です。

中学校教諭一種免許状（社会）〈国〉

高等学校教諭一種免許状（公民）〈国〉 司書教諭〈国〉 司書〈国〉（図書館）

学芸員〈国〉（博物館）

診療情報管理士認定試験受験資格※
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TOPICS POINT

経済学部長※の髙山教授と経営学部長※の松石教授に、両学部の学びの特長をインタ
ビュー。AIやIoTを駆使したスマート社会の実現に向けて、現代に相応しい経済学と経営学
のあり方や学び方などについて伺いました。

相応しい経済学の学びが求められているため、

新たに経済学部を設置することになりました。

松石 経営学部の新設に関しても、基本的なこ

とは経済学部と同じです。コロナ禍も含めて社

会が大きく変わっていこうとする中で、経営と

いう視点で物事を見て、解決策を考えます。今

までにない学びの環境としては、経営学部と

経済学部、工学部が同時に設置され、3学部の

学生が一緒に学ぶ機会が多いことが挙げられ

ます。3学部の立ち上げに際して、共通のキー

ワードとして「2つのものを結合させて予測の

髙山 AIやデータサイエンスの発展によって、

ビッグデータと呼ばれる膨大なデータを効率

良く扱うことができるようになりました。その

ため、今はどのような分野であっても、AIを外

して語ることはできません。例えば、食糧問題

を考える場合でも、AIを使った生産調整は、今

や当たり前のことなのです。このような時代に

活躍できる人を育てるために、経済学部では、

基礎科目・基幹科目で論理・数理的思考を身

につけ、5つのコース※で専門的な学びに取り

組み、各分野の社会課題の解決に貢献する力

を養います。

髙山 センスを感性と言い換えると、わかりや

すいかもしれません。いろいろなことやものに

興味を持つことが、感性を育てると思います。

本学では、文学部の授業も受けることができ

ますから、文学部の学生と話をすることも感

性を育てることにつながると思います。

髙山 私が高校生の頃は、最初は理工系の学

部をめざしていました。当時、ベルリンの壁が

崩れて、社会が大きく変わっていくのを目の当

たりにして、｢これから世の中はどうなっていく

のか｣と高校生らしく悩み、この出来事がきっ

かけで目標が変わり、経済学部に進学をしま

した。大学時代にはバブル経済が崩壊し、授

業の内容も変わりました。ある日、教授が昨日

まで使っていた教科書を指して｢これは、もう

古い｣といったことを鮮明に覚えています。社

会の変遷と経済は密接に関わっていることを

端的に表していると思いますし、このことが経

済学を学ぶおもしろさだと思います。

松石 私は、高校時代は経済史に興味があり、

「歴史は、人間が動かしているというより、経

済の大きな流れの中で歴史的必然性があって

動いているのではないか」と考えていました。

大学では経済学を学びましたが、社会が移ろ

うように私自身も移ろい、経済史から経営史

の研究に移ったという経緯があります。改めて

経営学のおもしろさとは何かを考えてみると、

皆、社会に出て働くわけですよね。働くには、自

分の立ち位置を客観的にとらえて、今、何が求

められているのかをつかんで行動しなければ

なりません。これは企業経営も同じです。経営

学を学ぶことでその素地を養い、成長や進化

につなぐことが学べる。それが経営学のおもし

ろさではないかと思います。

AI時代にフィットした
新しい経済学、経営学が始動。

DIALOGUE

対談

経済学部 経営学部

経済学部

髙山 一夫

Kazuo Takayama Yasuhiko Matsuishi

教授

経営学部

松石 泰彦 教授

新設3学部において、クロスオーバー科目群を配置。他学部の専門科目を学ぶことにより、文理を越えた幅広

い知識・技能を身につけます。また、「クロスオーバー型課題解決プロジェクト」の科目では、地域や企業と連

携し、各所から出された課題に、3学部の学生の混合チームで問題点を探し出し、解決策を考えて実行する実

践的な学びを展開。ものづくりやマーケティング、効果測定など、3学部が協働し、自分の得意分野だけでな

く、他学部の知見から刺激を受けることで視野を大きく広げます。

大学内外とのクロスオーバーな学びを展開!

経済学部、経営学部、工学部の3学部合同カリキュラム

できないことを生み出す」という意味を持つ

｢Innovation｣を掲げました。

松石 AIは、あるものとあるものを組み合わせ

てイノベーションを起こすときの有効なツール

です。授業としては｢ITリテラシー｣｢データサイ

エンス基礎｣などがあり、座学と体験型の授業

で、AIを使いこなすセンスを養いたいと考えて

います。センスというと難しく聞こえるかもし

れませんが、ベルトコンベアを見て、｢ここに寿

司をのせて回してみよう｣と思いつくようなこ

とだと考えてください。ひらめきともいいますね。

AI時代の経済学、経営学という
観点から見えてくること

自身の体験から伝える
経済学、経営学のおもしろさ

経済学はミクロ経済学、マクロ経済学などの経済

理論があり、社会を分析する学問というイメージで

す。学部では｢金融・産業｣｢地域・国際｣｢公共経済・

政策｣｢医療・社会保障｣｢観光・文化｣の5つのコース

を展開。卒業後、金融業界で活躍したいと考えてい

る人は、｢金融・産業｣を選択するなど、目標とコース

がイコールになるように設計されています。

経営学は、組織行動をさまざまな視点から分析し、

｢なぜ、そうなのか｣という理論づけを行います。組織

現象ありきの学問です。どの業界、組織でも必要と

される｢会計・ガバナンス｣｢マーケティング・イノベー

ション｣｢戦略・組織｣の3つの領域を設定し、人事業

務、会計業務、商品開発業務など、興味のある業務

を意識して学びを深めることが可能です。

経済学部、経営学部の

どちらを選ぶべきか

悩んでいる受験生に

アドバイス！

※2021年4月に就任予定

※3学部合同カリキュラムについては下記TOPICS参照

※下記「POINT」参照

＜専門分野＞
医療経済論／医療産業論
＜研究テーマ＞
・アメリカの医療政策と医療産業

＜専門分野＞
経営史／企業論／企業の社会的責任
＜研究テーマ＞
・企業CSR活動の経営史的研究
・地域や町における企業の社会的責任
・日本における経営家族主義の展開

髙山 IoTでヒトとモノをつなぎ、知識や情報を共有

することで新たな価値を生み出す「Society5.0」

「スマート社会」の世界。このような社会の変化

に伴い、経済のあり方も変化します。経済学

は、今という時代を経済で読み解き、より良い

未来をつくるための方策を立て、行動に移すため

の学問領域です。現代は、価値観が転換する

ほどの変化がある時代です。このような時代に

経済学部と経営学部を
新たに設置する理由とは？
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