
新豊田

●経営情報システムとスポーツマネジメントの
    2つの専攻で、「なりたい自分」に近づく

●2018年3月経営学部卒業生の就職率98.3％※！
　 愛工大が就職に強いワケ

●最先端の設備と施設で、充実の4年間がここにある

●学生自ら取り組む活動で
　 自主性やコミュニケーション、チームワークが身につく
※2018年3月末現在、就職率＝就職決定者数÷就職希望者数

学生自習コーナー（イメージ図）

自由ヶ丘キャンパスに
学生支援サービス向上のための新棟増築!

多目的室 アクティブラーニング（イメージ図） 外観イメージパ
ース

2018年
9月完成
予定



経営企画、商品企画、企画営業などのマーケティング全般に加え、旅行・
観光などのレジャー産業、IT産業、製造業などの営業サービス全般につ
いての知識を身につけます。

経営と情報の2つの分野を同時に学べる
ことが、この学科を選んだポイント。なかでも
印象に残っているのが、マーケティングの
授業です。マーケティングは市場分析や商
品分析、さらに消費者心理も絡んでくるた
め、非常に取り組みがいを感じました。また
ExcelやWord、Photoshopといったアプリ
ケーションのスキルも身につくため、非常に
実践的な内容を学べると思っています。将
来はこのコースで学んだ企画力、分析力を
ベースに企画提案できるような仕事に就き
たいと思っています。

経営情報システム専攻4年
服部 早紀さん
（愛知県立丹羽高等学校出身）

マーケティングを中心に学び、
企画力・提案力が身につく実践的なコース

企業会計について学び、税理士・会計士などの専門職や、企業の経理担
当になるための知識とスキルを身につけます。会計、簿記の知識を活かし
て、銀行、保険、証券などの業界に就職するために必要な知識も学びます。

もともと理系ですが、研究開発や設計、製
造などの分野が苦手でした。そんな私が興
味を持ったのは、会計。数学が好きだったこ
ともあり、会計の問題演習をするうちに数字
がぴったり合う快感を覚え、この分野のおも
しろさにはまりました。会計的な視点を身に
つけたことで、アルバイトのアパレル関係で
は、売上内容や推移を見て先を予測する力
もつきました。将来は金融マンになり、人と
コミュニケーションする中で将来設計などに
関わっていきたいので、在学中に「FP」、
「簿記」などの資格を取得したいです。

経理・会計を学び、
将来を予測する力を身に付ける

経営情報システム専攻4年
小野 凌太さん
（愛知県立安城東高等学校出身）

IT技術者コースで印象に残っているのは、
3年次の夏休みに受けた「IT経営体感研
修」。ある企業の経営データを元に分析し、
経営改善を行う研修で、グループごとに改
善プログラムをプレゼンテーションする機会
もありました。私たちのチームのプレゼンは社
会人の方が行ったのですが、その話し方、
伝え方に感心。わずか3日間でしたが、大きく
成長できたと思っています。資格は現在「IT
パスポート」や「知的財産管理検定3級」を
取得済み。将来は企業をマネジメントする
SEをめざしています。

ITを使った経営改善は、
これからのICT時代において有力なスキル

企業の即戦力となるためには、理論だけでなく、コンピュータを駆使する
「実践力」も必要です。現代のビジネスで求められる、情報通信技術、す
なわちICTに強く、コンピュータを使いこなすスキルを身につけます。

経営情報システム専攻4年
日置 俊介さん
（大成高等学校出身）

高齢化社会において、健康や体力増進は大
きなテーマ。スポーツは健康や体力づくりにも
関係していることから、今後に可能性を感じ、
この専攻を選びました。学びの中で身につい
たのは、スポーツをさまざまな角度から見つめ、
分析する能力。現在、ゼミでは身体の発育に
ついて研究している藤井先生の下、自ら
仮説を立て検証作業を繰り返しています。
スポーツの仕方によっては身体を悪くするこ
ともあると知り、驚きと発見の連続。これらの
経験から物事を理論的に捉え、多角的に
考えられるようになったと実感しています。

さまざまな角度から物事を見て、
理論的に考えられるようになった

スポーツマネジメント専攻4年
島田 昂季さん
（愛知県立大府東高等学校出身）

経営情報システム専攻では、1人1台ノート
パソコンが無償で配付され、5つの専門
コースで将来の進路を見据えた学びができ
ます。ものづくり技術経営コースは、製造業
の基礎知識だけでなく、産業法規、品質管
理など、あまり馴染みのない分野もしっかり
と学べます。僕はある製造業のインターン
シップに参加したのですが、そこで品質管
理がどれだけ重要なのかを痛感。製品に対
しての見方が変わりました。将来の進路は
製造業を中心に不動産、ITなど幅広い分
野から絞り込んでいこうと思っています。

ものづくり業界の現場を知ると、
製品に対する見方が変わる！

自動車や電気機械などの製造業がグローバル競争で勝ち抜くための基
礎理論と応用を学びます。ものづくりの現場から市場まで学習領域は幅
広く、身につけた知識は公共事業やサービス業にも活用できます。

経営情報システム専攻4年
服部 雄太さん
（愛知工業大学名電高等学校出身）

愛工大の経営学部は、小規模ながら校舎も
きれいで、自由な気風が気に入っています。
先生も勉強や進路など、親身になって相談
に乗ってくれるので、安心できますね。私は結
婚式場でのアルバイトをきっかけに、人を喜
ばせる仕事をしたいと思うようになりました。
将来起業したいと思っていますが、経営者育
成コースで学び、自分の力だけでなく、周囲
の人たちからのサポートがどれだけ重要かを
知りました。リーダーシップも大切ですが、周り
に助けてもらえるような人になることも、起業
家として必要な力だと実感しました。

経営情報システム専攻4年
松木 美惠さん
（愛知県立安城東高等学校出身）

起業家にはリーダーシップのほかにも
必要な力があることを実感

新たな会社を起こして経営する起業家や企業継承者、企業におけるビジ
ネスリーダーをめざして、経営と情報の両面を勉強し、海外でも活躍できる
語学力と国際感覚を養います。

愛工大ならでは愛工大ならでは

企画・営業・サービス

Ⅰ・Ⅱ



システム監査論

IT経営研究室
石井 成美教授ゼミ

進化する情報化社会を見据え、収集した情報を分析し、効率的かつ戦
略的に活用できる人材の育成をめざしています。このため、体験学習を
重視し、3年次の夏休みには、架空の企業の課題を見つけ、改善を試み、
ITを活用する、3日間の「IT経営体感研修プログラム」を実施。また、IT
パスポートをすべての職業人に必要とされる資格と位置づけ、研究室に
所属する全学生がITパスポートを取得できるように指導しています。IT
系の仕事に就きたいと考えている学生はもちろん、ソフトウェア開発や経
理分野をめざす学生にもおすすめです。

ITパスポートの取得をベースに、
経営戦略に基づいたIT戦略の構築をめざす。

経営学部 経営学科
石井 成美教授

NECソフトウェア中部、中京短
期大学教授を経て、2010年より
現職。専門は、経営情報システ
ム、技術情報マネジメント、情報
システム監査。就職活動も視野
に入れた指導を実践している。

マーケティング戦略研究室
小林 富雄教授ゼミ

例えばバンドサークルへの入部者を増やすためには何をすればいいか、
例えば被災地を支援する際、どうすれば人が助け合うしくみをつくること
ができるのか、など実社会に目を向けたマーケティング戦略を研究してい
ます。根底にあるのは、キャリアアップ。企業の一員になる日を早い時期
から意識し、自分からアクションを起こせる人材を育成します。同時に、
キャリアを“人生を豊かにするマーケティング・プラン”と位置づけ、人と仕
事、人とパートナーのマッチングにも目を向けます。学びは実践が大切。
研究対象となる現場にもどんどん出かけます。

キャリアを意識し、
人生にマーケティング戦略を活かすために。

経営学部 経営学科
小林 富雄教授

名古屋大学で食料経済学
を学んだ後、商社、シンクタ
ンクを経て、2015年愛知
工業大学准教授、2017年
同教授。専門は流通・マー
ケティング。

2018年3月

経営学部卒業生の

就職に強い愛工大！

経営学、情報通信技術、コ
ミュニケーション能力。これら
の学びを実行する実践力。
これらの融合により、グロー
バル化・IT化に順応し、活躍
できる人材として、愛工大生
は製造業をはじめ、商社や
流通関連など、幅広い分野
で活躍しています。

TOPICS

経営学部業種別就職状況
（2018年3月卒業生）

※2018年3月末現在、
　就職率＝就職決定者数÷就職希望者数

知識や技術だけでなく、社会で役立つスキルとノウハウを身につけよう。 自分の生活に身近なテーマが基本。経営のしくみについて、「経営」と「技術」の文理双方からアプローチできるのが愛工大経営学部の魅力！
少人数制で先生との距離感が近いのも特長です。

98.3％※
就職率

全国トップクラス！

スポーツ用品論

コンピュータ概論Ⅰ・Ⅱ

卒業研究

行動科学Ⅰ・Ⅱ

経営情報セキュリティ論

スポーツ運営論

スポーツ用品ブランドを分析し、ス
ポーツ用品産業の全体像を捉える。

必要性が高まるシステム監査人
の知識を修得する授業。

教員の指導のもと、1年間で一つ
の研究を完成させる。

メーカー 
17.4％

サービス
16.9％

商社
16.3％

情報通信
14％

流通
12.2％

建設
7％  

輸送
7％

金融 
4.1％

公務
2.3％

不動産
1.2％
その他
1.6％



10～15人収容のゼミ室では、研究室や
ゼミなどが行われ、より専門的な学びが
身につきます。

共通：
エレベーター、トイレ、
無線ルータ、Wi-Fiルータ

学生自ら取り組む活動で、
自主性やコミュニケーション、
チームワークが身につく！
経営学部では学業以外の活動も活発。学生たちが自ら取り組むさまざまなイベントや活動。
これらを通して、授業だけでは学べない自立心や行動力を育みます。

地域イベントを盛り上げるためには？
大きな課題に真正面から取り組む

バンド演奏だけでなく、運営も学生たちで
これは“経営の縮図”である！

地域貢献 学内イベント

経営学部が推進する「地域連携協働プログラム」の一環として、
自由ヶ丘学区のまちづくりイベントを開催。少子高齢化の問題や
地域活性化のため、学生たちが立ち上がりました。当日は商店街
店舗とのコラボメニューを初披露。この運営も学生たち自らが企
画し、計画しました。「地域イベントを活性化するためにはどうすれ
ばいいか？」。大きな課題に対し、さまざまな意見を出し合い、実行
していく自主性が身につく活動です。

「愛工大自由ヶ丘キャンパス祭」は、都市型の立地を活かし「地域
密着」をテーマに開催されるイベント。その中で目玉ともいえるのが
バンド演奏です。ある学生の「バンドがやりたいっ！」という一言で始
まりました。この活動、バンド演奏はもちろん、ステージの運営すべ
てが学生に任されています。予算、人員、集客、スケジュール管理
などを分業で行い、いかにステージをマネジメントするかが試されま
す。イベントのバンド演奏と侮るなかれ！これは経営においての組織
運営、プロジェクト遂行と過程は同じなのです。

INITIATIVES OF AIT
経営学

部の

取り組
み

自分で考え、行動することで、自主性を養う

経営学部の学生で8年前に発足した「就職活動支援サークル」。
学生視点で企画、提案、調査、依頼、告知、運営などを行うサークル
です。「業界勉強会」をはじめ、中小企業の社長を招いて業界を学
ぶ「社長との交流会」など、ユニークなイベントを多数開催。企業の
方から「学生自ら企画・立案し、就職支援を行う活動は初めて」と
驚かれることもあるとか。イベントスケジュールはFacebookで随時
更新しています。要チェック！

就職活動支援サー
クル

スタディホール

マルチメディア情報ライブラリー、書庫、紀伊國屋書店、自由ヶ丘食堂

130人程度が収容できる講義室では、
主に座学を中心に大勢の学生が受講
します。

マルチメディア情報ライブラリー

地下1Fの書庫には、学生や院生が必要
とする書籍が揃い、経営に関する書籍は
充実しています。

マルチメディア
情報ライブラリー

応接室

保健室

キャリアセンター

講師控室
自由に使えるパソコンが並んだ情報ス
ペースは、いつも学生で賑わっています。


