学部案内
〒422-8526 静岡市駿河区谷田52-1

TEL 054-264-5102（代表）
054-264-5007（入試室）

静岡県立大学

https://www.u-shizuoka-ken.ac.jp（全学）
https://mi.u-shizuoka-ken.ac.jp（学部・研究科）

経営情報学部

■ ご案内（大学所在地・交通）

学部案内

静岡までのアクセス（いずれも「新幹線ひかり号」を使用した場合）

東
JR東海道新幹線

草薙

JR東海道線
7分
最寄り駅からのアクセス

●徒歩の場合： JR「草薙」駅、
または静岡鉄道「県立美術館前」駅、同「草薙」駅から 徒歩15分
●バスの場合： JR「草薙」駅前より、しずてつジャストライン 草薙団地行き
（三保草薙線）
で、
「県立大学入口」下車 約5分
＊平日の午前のみ、
「県立大学前」下車が可能

下車0分

京

岡

JR東海道新幹線

静

JR東海道新幹線

約 1 時間
約 2 時間
約 1 時間

名古屋

新大阪

●東京から ：東 京 → 静岡
●大阪から ：新大阪 → 静岡
●名古屋から：名古屋 → 静岡

CAMPUS GUIDE BOOK 2023

経営情報学部

経営情報学部

こ れ か ら の 社 会 を 切 り 拓 く 人 材 を育成
経営情報学部では、刻々と変化する現代組織、社会の要望や課題に対して、情報技
術を駆使しながら経営資源（人・物・金・情報）を適切に活用する能力を、経営、総合
政策、データサイエンス、観光マネジメントの視点から多面的に磨きます。

経営情報イノベーション研究科

イノベーションを喚起する
新たなプロフェッショナルの育成
経営情報イノベーション研究科では、社会変革へのニーズに応えるべく、地域に
立脚し知の創造とその活用により地域社会に貢献できる人材を育成します。

静岡県立大学の組織構成

多彩な学部構成で、地域に根ざす総合大学
薬学科

薬学部
●漢方薬研究施設

●薬草園

薬科学科
●薬学教育・研究センター
食品生命科学科

食品栄養科学部

栄養生命科学科

学

環境生命科学科

部

国際関係学科

国際関係学部

国際言語文化学科

経営情報学部

経営情報学科

看護学部

看護学科

薬学研究院

薬食生命科学総合学府

●創薬探索センター

薬学専攻
薬科学専攻
薬食生命科学専攻
食品栄養科学専攻

食品栄養環境科学研究院

環境科学専攻

大学院

国際関係学研究科

比較文化専攻

●現代韓国朝鮮研究センター ●広域ヨーロッパ研究センター ●グローバル・スタディーズ研究センター

経営情報イノベーション研究科

経営情報イノベーション専攻

●地域経営研究センター ●医療経営研究センター
●ツーリズム研究センター

看護学研究科

C o n te n ts

国際関係学専攻

●ICTイノベーション研究センター

看護学専攻

経営情報学部
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文系・理系の枠を超えて、経営、総合政策、データサイエンス、
観光マネジメントを融合した問題解決力を身につける

経営情報学部

1

経営情報学部

イノベーションを担う課題解決型人材を育成―
全国屈指の就職率

POINT

本学部の就職率は、毎年ほぼ100％を達成しており、社会から高い評価を得て
います。今後も、民間、公共の各分野においてイノベーションを担う課題解決型の
人材を育成することにより、
さらに社会に貢献していきます。

文系、理系を超えた幅広い基礎知識を取得

POINT

2

文系、理系の垣根を越えた経営・総合政策・情報・数理の基礎科目と多種多
様な全学共通科目により各分野の基本的知識と幅広い知識を身に着けること
ができます。

スタートアップ演習、基礎科目など、
初年次教育が充実

POINT

3

大学生活に戸惑ったり、苦手な科目があったりしても、スタートアップ演習、
基礎科目、基礎演習と、初年次教育が充実していて、安心して学ぶことができ
ます。

経営、総合政策、データサイエンス、
観光マネジメントの専門的知識を習得

POINT

4

知識社会化が進む現代社会では、企業や公的機関において専門的知識がま

現代社会でイノベーションを担う問題解決型の人材を育成

すます求められています。本学部では2年次から経営、総合政策、
データサイエ

現在、我が国は、経済・社会のグローバル化、少子高齢化など、国内外からの厳しい環境変化に見舞われ、多くの課題に直面しています。
そうした変化に対応して新たな

ンス、観光マネジメントのうち1つ以上の分野について、専門的な科目を重点的

発展をしていくために、
現代社会の各分野で、
イノベーション
（革新）
を起こすことが求められています。

に履修します。
また、習得した知識は、卒業時にメジャーとして認定されます。

本学部は、
「経営」
「総合政策」
「データサイエンス」
「観光マネジメント」
の4分野の融合と専門性により、
社会においてイノベーションを担う問題解決型の人材を育成します。
初年次において4分野の基本的知識を得た後で、
4つの分野の専門性を磨くことで、
1つ以上の専門性を持ちながらも関連分野に精通した人材となることができます。
本学部

ゼミによる少人数教育と卒業研究で、
理論と実践を学ぶ

から輩出される人材は、
高い就職率に見られるように社会から高く評価されていますが、
今後さらに各分野においてイノベーションを担い、
活躍することが期待されています。

POINT

5

Me s s a g e

3年次からゼミ
（1ゼミ当たり学生5〜7人程度）
に所属し、教員と密接なコミュ
ニケーションを図りながら理論と実践を学んでいきます。そして、学びの集大成
として4年次に卒業研究に取り組みます。

4分野の専門的な知識・能力と、融合して活用する能力を育成する

01

新型コロナウイルスの出現によって、われわれ

を有効に活用し、効率よく目的を達成するマネジ

の生活や社会は多くの問題をかかえ、
それに対応

メントです。経営分野と総合政策分野は、企業や

するために大きな変化を迎えています。
また、ICT

行政などにおけるマネジメントについて学びま

技術は大きな発展を遂げ、人工知能は理論的な

す。
データサイエンス分野は、現代のマネジメント

研究対象というだけではなく身近なツールになっ

を支えるICT技術や数理とデータサイエンスにつ

■ 経営情報学部
経営情報学部では、
「経営」
「総合政策」
「データサイエンス」
「観光マネジメント」
の4分野の融合と専門性により、現代社
経営情報学部長

武藤 伸明

てきています。われわれの生活が非常に便利に

いて、観光マネジメント分野は、マネジメントを観

なった半面、新たな社会的問題を生んでいます。

光に活用し地域の魅力を引き出すことについて

このような正解がなく解決することが困難な問題

学びます。本学部は、少人数で手厚いゼミ活動を

プロフィール

に対して、
よりよい方策を見つけるには、ひとつの

特色とし、教員や学生との交流によっても、視野を

専門的な能力をもつだけでは十分でなく、
さまざ

広げることができます。4分野の知識や考え方を

まな視点と知識、能力を身につける必要がありま

身につけ、融合して活用できる力を備えることが、

す。経営情報学部では、経営・総合政策・データサ

現在のさまざまな問題に対応し、新しい時代を開

イエンス・観光マネジメントという4分野につい

く力になると考えています。本学部の卒業生は、

て、専門的な知識や能力と、それらを融合して活

身につけた能力を生かして、社会のさまざまな分

用する力を身につけることができます。本学部で

野で活躍しています。特に県内の企業からの信頼

の学びの核心は、
ヒト・モノ・カネ・情報などの資源

は厚く、高い就職率を示しています。

横浜国立大学大学院工学研究科修了後
（1995）
、
静岡県立
大学経営情報学部に着任、
それ以来本学部での勤務を続け
ている。情報技術の急速な発展を体験しつつ、経営情報学
部で情報分野と数学の講義を担当してきた。数学分野の教
員と協力し、
数学の組合せ論とグラフ論の問題をコンピュー
タで解く研究と、
その応用としてのパズルやゲームの研究な
どに従事。長年の勤務の中で、経営情報学部の教員や学生
と交流し、
いろいろな視点や考え方に触れあえたことを幸運
に思っている。
講義や社会人講座などで、
情報技術や数学を
できるだけわかりやすく教えることが目標。
博士
（工学）

会の各分野でイノベーションを担う問題解決型の人材を育成するため、次のような学生を求めています。

■ 経 営 情 報 学 部 の 求 める学 生 像
1.「経営」
「総合政策」
「データサイエンス」
「観光マネジメント」のいずれかの分野に関心をもち、専門的な知識と能力を
身につけたい人
2. 一つの分野以外にも興味をもち、融合して活用する能力を身につけたい人
3. 与えられた問題を解くだけではなく、
自ら問題を発見し、
どう解決するか、
どのように役立てていくかを考える能力を
身につけたい人
4. 企業経営・公共経営・観光経営などに高い関心をもつ文系志向の人、
または、データサイエンスに興味をもち、数学や
自然科学などの学力のある理系志向の人
5.「経営」
「総合政策」
「データサイエンス」
「観光マネジメント」の4つの分野の基本的知識とコミュニケーション能力を身

DATA BOX （2022年度）
■入学定員125名
■入学者の構成（2022年度）
●県内91名 県外46名
●男子71名

女子66名

●県大生の5名に1名が経情生
■教員数
●教授15名

●准教授5名

●講師7名

●助教3名

●特任教授1名

●計31名

●教員1名当たり学生数4人

につけた社会人を目指す人

02

自らの資質や進路を段階的に明確化し、
将来につながる実力を身につける

経営情報学部概略チャート
1年次

本学部では、
１・２年次において「経営」
「総合政策」
「情報」
「数理」
の各

A

分野の基礎的な科目を幅広く履修します。
そして、
2年次から
「経営」
「総合

2年次

3年次

学部基礎科目

経営メジャー

ジャー認定を目指して科目を履修し、専門性を高めていきます。2年次末

B

次以降は各自の希望進路や卒業研究のテーマに合わせて専門性の高い

専門教育科目

（経営、
総合政策、
情報、
数理、
観光）

C

科目を履修します。4年次には、
ゼミにおける卒業研究の成果を論文とし

入学

総合政策メジャー

（総合政策科目を重点的に受講）

データサイエンスメジャー

ゼミ配属

基礎演習

CHECK

B

CHECK

C

CHECK

D

CHECK

E

1、2年次の必修科目で「経営」
「総合政策」
「情報」
「数理」
の
各分野の基礎的な科目を受講します。

専門的な科目を
「経営」
「総合政策」
「情報」
「数理」
「観光」
の
各分野から幅広く選択して受講します。

（情報科目、
数理科目を重点的に受講）
（観光科目を重点的に受講）

ゼミ

D

A

（経営科目を重点的に受講）

観光マネジメントメジャー

えます。

CHECK

カリキュラム

のゼミ配属を通じて、改めて自らの専門分野を明確にしていきます。3年

4年次

（スタートアップ演習、
経営基礎、
総合政策基礎、
情報基礎、
数理基礎、
英語）

政策」
「 データサイエンス」
「 観光マネジメント」の中から1つ以上のメ

てまとめます。卒業論文の執筆は、大学生活における学びの総決算とい

経営情報学部

カリキュラム

2年次以降、
1つ以上のメジャーについて、
専門的な科目を重
点的に受講することにより、
専門性を深めます。

演 習Ⅱ

研 究 導 入 演 習

卒 業 研 究

演 習Ⅰ

2年次末のゼミ配属時に研究として目指す方向を選択し、
よ
り専門性の高い演習・研究に取り組みます。

全学共通科目

E

教職科目

（教員免許状取得希望者に限る）

教職科目およびその他指定の科目を履修することにより、最大3種
類（数学・情報・商業）の高等学校教諭一種免許状が取得できます。

授業科目の一覧
学部基礎科目

専門教育科目
経営科目

1年次
2年次
3年次

基礎経営学 会計学総論
基礎統計学Ⅰ 経営工学
法律学概論 基礎経済学
総合政策概論Ⅰ 情報処理概論
情報処理演習 情報リテラシⅠ
情報リテラシⅡ 基礎英語Ⅰ,Ⅱ
英語会話Ⅰ,Ⅱ 簿記論
スタートアップ演習

企業論
経営史
マーケティングⅠ
国際経営論
会社会計
原価計算論

経営組織論
経営情報システム概論
総合政策概論Ⅱ
プログラミング
情報ネットワーク
英語講読Ⅰ,Ⅱ
検定英語Ⅰ,Ⅱ

人的資源管理論
国際人的資源管理論
ビジネス･コミュニケーション
商業論
組織行動論
経営戦略論 マーケティングⅡ
広告論
財務会計論
経営分析 消費者行動論

国際比較経営論 起業家論
コーポレイト・コミュニケーション
技術経営論 管理会計論
税務会計論 経営財務論
職業指導論
経営統計調査法Ⅰ 経営統計調査法Ⅱ
ビジネスロー
ベンチャービジネス論
多国籍企業論 監査論

総合政策科目

情報科目

数理科目

観光科目

情報科学概論

基礎数学Ⅰ
基礎数学Ⅱ
基礎統計学Ⅱ
離散数学

観光学概論

公共政策論 ミクロ経済学
地域産業論 財政学
保健医療システム論
社会保障政策論
日本国憲法 民法各論
マクロ経済学

アルゴリズムとデータ構造Ⅰ
データベース
情報理論
画像処理と認識
情報システム開発論
情報セキュリティ
人工知能

経営数学
確率論
時系列分析
情報数学
数理工学
基礎統計学演習

観光産業論
観光経営人材論
観光マネジメント
国際観光論 観光政策論
観光経済学
観光調査法
観光まちづくり論

応用経済学
計量経済学 地域経済学
行政経営管理論
公共ガバナンス論
地域マネジメント論
医療介護マネジメント論
政策過程論 公共経済学
地域福祉マネジメント論
現代金融論
医療介護政策論

オブジェクト指向プログラミング
アルゴリズムとデータ構造II
経営情報システム探求
Webシステム開発論
メディア処理論
シミュレーション
テキストマイニング
データサイエンス実習
情報社会と情報倫理
情報と職業
情報工学実習

数理統計学
多変量解析
代数学応用
幾何学応用
解析学応用
機械学習

地方創生論
異文化コミュニケーション
観光人類学
観光情報システム

複合科目

英語科目
海外英語研修A,B,C,D

経営情報総合
A,B,C,D,E,F

演習科目

自由選択科目

演習・卒業研究

基礎演習1,2

基礎演習3,4

経営情報特別講義
A,B,C,D,E,F,G,H.I.J.
K.N

他学部開講科目
（8単位以内）

教師論
教育原理A,B
教育心理学
教育方法
教育における情報
通信技術の活用

他大学等開講科目
12単位以内：静岡
大学人文社会科学部・
教育学部

アドバンスト・イングリッシュA,B
アドバンスト・ビジネス・イングリッシュA,B

教職科目

研究融合演習1,2

研究導入演習
演習Ⅰ

教育課程・特別活動論
数学科教育法Ⅰ,Ⅱ
情報科教育法Ⅰ,Ⅱ
商業科教育法Ⅰ,Ⅱ
教育社会学
生活指導・進路指導論
学校カウンセリング
特別支援教育
総合学習の指導法

演習Ⅱ
卒業研究

教育実習Ⅰ,Ⅱ
教職実践演習
（高）

全学共通科目
第1部門
情報処理実習
情報検索実習
ドイツ語入門
フランス語入門
スペイン語入門
中国語入門
日本語作文Ａ
日本語作文Ｂ
ヒューマン・ケア
ライティング基礎
ライティング実践
TOEFL留学英語Ⅰ,Ⅱ
TOEICビジネス英語Ⅰ,Ⅱ
TOEICビジネス基礎英語

4年次

第2部門

第3部門

総合科目

身体運動科学

自然科学概論
化学入門
生物学入門
薬剤発達史入門
物理学入門
環境科学入門
哲学入門
社会思想史入門
歴史学入門
宗教学入門
社会学入門
国際関係学入門
文化人類学入門
公共政策入門
心理学入門
生涯発達心理入門
知的財産管理入門

日本の歴史と文化
くらしと化学A,B
基礎生命科学Ⅰ,Ⅱ
現代日本文化入門A,B
経営分析入門A,B
英語で学ぶ日本語学
IA,IB,IIA,IIB
言語の学習・習得
IA,IB,IIA,IIB
静岡の健康長寿を支える
取り組みと人々
静岡の防災と医療
静岡地域食材学A,B
バイオ‐静岡から世界へA,B
茶学入門
ムセイオン静岡‐
MUSEUMと文化A,B
ムセイオン静岡‐
世界の文化遺産A,B
ムセイオン静岡‐
舞台芸術A,B
歴史から読み解くしずおか学A,B
国際安全保障入門I,II
ビジネスの視点で見る
静岡A,B
静岡の市民活動
新聞でもっと静岡を知ろう
企業経営者に学ぶ
静岡のビジネス最前線
社会を変える手法：
コミュニティ・オーガナイジング
実用科学英語基礎編
実用科学英語応用編
基礎生命科学Ⅰ,Ⅱ
財務会計入門A,B
SDGs概論

総合科目Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ
地域づくりの理論
ふじのくに学（富士山）
ふじのくに学（お茶）
ふじのくに学（観光学）
ふじのくに学（演劇論）
ふじのくに学（農林業）
ふじのくに学（森林生態系からの恵み）
ふじのくに学（南アルプスの自然）
ふじのくに学（静岡の
産業イノベーション）
人権が支える社会
グローバル政治経済事情
ジャーナリズム論
キャリアと社会
高野山で学ぶキャリアとわたし

身体運動科学A,B

（2022年度入学生実績）

03

04

経営、政策、情報、数理、観光にまたがる幅広い科目群
本学部では、伝統的な学問分野の壁に縛られない多様な科目群を

経営情報学部

授業内容の紹介

提供しています。授業の一部を覗いてみましょう。

Voice 先輩達のリアルな声を聞いてみよう！
Pick up

1

マーケティングⅠ・Ⅱ

渡辺 粒さん

ス、観光マネジメントといった理系・文系に絞られず

に学びたいことが学べる学部です。
科目履修では、
これらの４つの学問に関する

は、
数Ⅲに関しては勉強をしてこなかったので、
データサイエンスメジャーや数学
教員免許の習得に不安も覚えましたが、
この学部では数理科目に関するフォ

さらに、国と地方自治体の役割、行政への住民参加、
サードセクターなどについての基礎的な議論を行いま
す。
また、国、県、市町などの第一線で活躍する政策マン
に行政活動の実態について講義をしていただきます。
こ
れらの講義を通じて、
政策の概念について総合的に理解
することを目的とします。

ローアップの授業も用意されているので安心して数理系の学力を強化できてい
ます。
この学部ならではです。
文系も理系も関係なく、
広くも深くも学べるのはまさに静

3

情報リテラシⅠ・Ⅱ

坂井田 夢さん

1限

法律学概論

2限

英語会話
基礎演習1

ントからいくつでも自由に組み合わせ、専門性を高

められるカリキュラムはとっても魅力に感じる点です。
私は高校で文系選択をしていたことやコンピュータに馴染みがなかったことか
ら、
データサイエンスは自分には無縁の分野だと思っていました。
しかしこの学部
では、
一年次から多分野の基礎を学ぶため、
その中で次第にデータサイエンスに
も興味を持つことができ、
現在では専門として学びたい分野になりました。
取得
を目指すデータサイエンスメジャーや総合政策メジャーに関する講義だけでな
く、
経営や観光に関する講義も積極的に受講しています。
ここは幅広い分野の知識が得られ、ITパスポートや簿記などの資格も目指す
ことも可能な、
中身がぎゅーっと詰まった欲張りな学部です。
気になった講義・演
習を組み合わせて時間割を作ることができる点が、
ビュッフェみたいな感覚で、
他の大学にはない魅力です。明確な将来像がない方、
とにかく好奇心旺盛で一
つに学部決められない方、
気になる分野の専門性を高めたい方にとって、
この経

１年前期の時間割例
月

て経営、
総合政策、
データサイエンス、
観光マネジメ

営情報学部で学ぶ4年間はとても充実した大学生活になると思います。

岡県立大学経営情報学部の強みです。

3限

Pick up

身に着けることができます。
さらにメジャー制によっ

この学部では、経営、総合政策、データサイエン

自分の学んできたことを活かして、
弱みを克服し、
好きなことを深められるのは

グローバル化、
少子高齢化が進展する中で、
国家レベ
ルでも地方レベルでも政策の意義はますます重要になり
つつあります。
この講義では、政策の概念、政策課題の
設定、
企画・立案、
過程などの基礎知識を、
社会基盤整備
についての政策策定、地域産業政策、新経済・財政再生
計画、育児支援政策、介護保険制度などを取り上げなが
ら学びます。

タサイエンスや観光についても学べ、
幅広い知識を

学部でした。

３つの教員免許取得も目指した履修計画をし、
がんばっております。高校のとき

政策の基礎について具体的事例を見ながら学ぶ。

でした。
この学部では、
経営や経済だけでなく、
デー

学べる大学が無いかと、いろいろな大学のカリキュ

また、
数学・商業・情報の教員免許の取得ができる制度もあることから、
これら

2

です。そんな時に出会ったのがこの経営情報学部

ラムを調べ、出会ったのが静岡県立大学経営情報

に、
経営・総合政策・データサイエンスの３つのメジャー取得を目指しています。

総合政策概論Ⅰ・Ⅱ

つに定められず、
将来像も明確に持てなかったため

路選択を機に、
経済や経営についても学びたいと思
いました。
やりたいことを絞ることなく様々なことを

メジャーのどれかの習得を目指した計画を行います。
私は現在、
当初の目標通り

Pick up

るのに大変苦労していました。
興味のある分野を一

ピュータに触れることが好きでしたが、高校での進

授業内容の紹介

造の基礎力を身につけることを目標としています。授業
では、
マーケティング理論のみならず、応用事例や現実
の市場で生じているケースもとりあげ、理論と実践のバ
ランスに配慮した双方向型の講義を行います。理論を
単に覚えるだけではなく、理論を使って自ら考え、課題を
掘り下げ、マーケティングの実践力を高めていく。
これ
が本講義の醍醐味です。

私は高校生のとき、受験する大学や学部を決め

私は小さいころから説明書などを読みながらコン

マーケティングの理論と実践を学び、
顧客創造の基礎力を身に付ける。
マーケティングとは、一言でいうと
「顧客を生み出す
ための活動」
です。
お客様がいなければ、企業や組織は
生きていくことできません。では、企業などが顧客を生
み出すためのポイントは何でしょうか？
この講義では、多様化する現代のマーケティングを体
系的に理解し、
マーケティング分野で生じる問題発見や
戦略策定のために不可欠な知識と能力を高め、顧客創

まるでビュッフェのような美味しい学部！

やりたかったことができる

２年前期の時間割例
火

水

木

スタートアップ演習

基礎経営学

簿記論

月

火

地域産業論

検定英語

金

簿記論

基礎数学Ⅰ

基礎統計学Ⅰ

4限

情報リテラシⅠ

情報処理概論

身体運動化学A

5限

グローバル政治
経済事情

企業論

男女共同参画社会と
ジェンダー

知的財産入門

1限

基礎経済学

2限
3限

基礎英語

水

木

金

ミクロ経済学
経営情報
システム概論

マーケティングⅡ

基礎演習3

4限

経営組織論

公共健康政策論

5限

プログラミング

総合政策概論Ⅱ

経営数学
英語講読

情報理論

情報セキュリティ
情報ネットワーク

すべての分野に必要とされるリテラシの基礎を学ぶ。
情報リテラシI・IIの
「リテラシ（literacy）」
とは、
「読み
書き能力」
のことを意味します。
パソコンやインターネット
を自在に活用して必要な情報を効率的に収集し、
また自
ら発信する能力を様々な演習を通じて養います。
入学後
初めてのパソコンを使った講義ですが、
ただ単にパソコ

興味のある専門分野を学びながら、教職課程も履修できる！

ンの使い方を習得するためだけの内容ではありません。
レポートの書き方、効果的なWeb検索、電子メールの活
用、表計算によるデータの統計処理、
プレゼンテーショ
ン、Webによる情報発信などについて、
１年間を通じて
基礎的な力が身に付くカリキュラムを用意しています。

千葉 裕菜さん

Pick up

4

ス、観光マネジメントを広く学ぶことができ、それらを融合して

幅を広げるため、高校数学の教員免許の取得を目指しました。

新たな発想を生み出すことが出来る点が大きな強みです。3年

教職課程を履修することで、通常よりも履修する科目が増える

次から始まったゼミ活動では、マーケティングのゼミに所属し、

ことになりますが、その分、他では手に入らない多くの知識や経

理論の学びと実践の場を通しながら研究を行っています。

験を得ることが出来ます。例えば、人前で話すことや説明する

経営情報学部では、いろいろな分野を幅広く学ぶことも、興

機会が増えるため、論理性や指導力を着実に身に付けることが

味のある分野を集中して学ぶこともできます。様々な講義を受

出来ます。そのため、将来「教員」以外の道を選ぶことになった

けることで、多岐にわたって知識を身に付けることができます。

としても、教育分野に触れたことによって今後のビジネスライ

やりたいことが決まっている人はもちろん、何をしたいかまだ分

フにも活きてくると感じています。

からない人にとっても、
この学部で過ごす4年間は非常に充実
したものになると思います。

の知識が社会の潮流をつかむきっかけになったりする利点もあ

観光学の基礎を多面的に学び、
広く観光を担える人材を育成する。
基礎を多面的に習得することを目標としています。
あわ
せて自ら観光地に出向きフィールドワークを行ったうえ
で、
自ら課題を考え、
洗い出し、
ソリューションを検討した
うえで、それを全員の前で発表するというプロセスを学
び、
問題解決力やプレゼンテーション能力の向上を高め
ていくなど、
実践的な授業を展開していきます。

2年前期の時間割例
月

1限

教育方法

2限

マーケティングⅡ

3限

2年後期の時間割例
火

水

検定英語

教育原理A

情報数学

情報システム概論

経営数学

情報理論

4限

経営組織論

公共健康政策論

5限

プログラミング

総合政策概論Ⅱ

6限

05

ります。経営情報学部では、経営、総合政策、データサイエン

また、数学の知識が他分野の講義で役に立ったり、教職科目

観光学概論

人口減少、
少子高齢化が進むわが国において、
「観光」
は今後一段の成長が見込める分野です。
今の
「観光」
は、
外国人観光客の増加もあり、
「 いかに観光客を呼び込
み、
お金を落としてもらうか」
に向けた知恵比べが求めら
れています。
この授業は、観光学の入門編として位置づ
け
「データサイエンス」、
「経営」、
「総合政策」
といった理
系と文系を融合させた視点から
「観光」
を捉え、
観光学の

経営情報学部には「教職課程」があり、高等学校の数学・情
報・商業の教育免許を取得することが出来ます。私は、将来の

木

金

月

火

水

木

1限

教師論

2限

組織行動論

検定英語

広告論

社会保障政策論

日本国憲法

3限

確率論

データベース

情報システム開発論

基礎演習Ⅳ

英語購読

情報セキュリティ

4限

公共政策論

商業論

教育心理学A

情報ネットワーク

5限

原価計算論

財務会計論

金

アルゴリズムと
データ構造Ⅰ

英語購読
経営戦略論

6限

06

本学部では、第一線で活躍する教員による少人数教育を徹底しており、大人数・知識詰め

込み型の授業に終始することは決してありません。

ゼミナールでは、教員1名あたり学生4人（1学年125名に対して教員31名）
という贅沢な

環境で、充実した個別指導を受けることができます。

上原ゼミ

東野ゼミ
「働くヒト」に焦点を当てて研究に励んでいます！
私たち上原ゼミでは、人材マネジメントや労働経済学
など
「働くヒト」
に焦点を当て、
日々研究に励んでいます。
働き方改革や女性活躍推進など近年注目を集めていま
すが、学生の頃にはなかなか興味が湧かないかもしれま
せん。
しかし社会に出たあと役に立つ、
さらには自分や大
切な人を守るヒントを与えてくれる研究分野であると私
は思っています。
ゼミでは、
３年前期に人材マネジメントの本を輪読し知
識を深めます。
そして、3年後期にはそれを実践へと繋げ
ていきます。活動テーマはその年によって変わりますが、
働き方に関するものだけでなく、
さまざまな経営や地域の
課題解決に挑戦できます。今年度は、企業や自治体と連

医療介護政策について実証的に研究しています

携し、
県内企業の女性活躍推進の実態調査や女性に特化
した求人サイトの構築、
ふるさと納税の納税額向上、
地元
企業が栽培する水耕レタスの販路拡大などに取り組んで
います。
チームで活動することが多いため、
ゼミ生同士の
交流も盛んです。
自ら進んで考え主体的に動いていく仲
間に刺激を受けながら、
充実した日々を過ごしています。
私は、
大学2年生の時に人的資源管理論の講義を受講
し、
この分野に興味を持ちました。
学びを深めていくなかで
「働くヒトの環境を整えたい」
という思いが芽生え、
将来はそ
のようなことに関わる仕事をしていきたいと考えています。
ゼミ活動を通して皆さんが新たな人やものに出会い、
よ
り充実した学生生活が送れますことを心から願っています！

石井 利奈さん

東野ゼミでは、公共政策について、医療・介護の観点から研究を行っています。政策・制度の方向
性について考えるだけでなく、現場で働く方々の声を聞く事も重要だと考えています。
そのため、病
院や介護の現場で働く方へのヒアリング調査などを行っています。

上原 克仁 准教授

東野 定律 教授

八木ゼミ
観光を通じた地域貢献に取り組んでいます

皆さん、“ディープラーニング”をご存知ですか？
皆さん、
“ディープラーニング”をご存知ですか？

究をしています。
まだまだ知識不足ですが、非常にやりが

これは、
人工知能の急速な発展を支える技術で、
自動運

いを感じています。

転や農業、
医療など現在様々な分野で活用されています。
私たち六井ゼミは人工知能をテーマとし、
ディープラー
ニングなどの手法を用いて日々研究に励んでいます。
3年前期はデータサイエンスの本を輪読したり、英語

八木ゼミでは、
「 観光×データサイエンス×デジタル

多くの地域住民と知り合い、自然保護、後継者問題等

マーケティング」
をもとに分析した観光実態に基づき、地

様々な課題を教えて頂き、教室では得ることができない

域振興に繋がる提言を行うことに取り組んでいます。

貴重な
「学び」
を経験しました。3点目は、
「ゼミ生が主体と

ました。そして徐々にその楽しさに気づき、いつしかプロ

2020年度は静岡市清水区の三保半島をテーマとして

なって活動する」
ことです。研究結果をもとに授業の合間

グラミングを使って研究がしたい、そう思うようになりま

選定しました。活動の中で、重視したことは3点あります。

を縫って皆がオンライン上で積極的に意見を交わして

した。

1点目は
「地域を知る」
ことです。公表統計データをもとに

「全国大学生まちづくりコンテスト」応募作品をつくり、入

私は大学1年生の時に初めてプログラミングに出会い

高校生の頃は情報の授業が苦手だった私が、今では

地域の実情を把握するとともに、
ネットサイトに投稿され

賞することができました。
ゼミでの学びは研究だけに止ま

3年後期には卒業研究のテーマを決め、研究を始めま

プログラミングに夢中になっています。皆さんも大学で何

た口コミ情報等をデータサイエンスを活用し分析、観光

らず、
プレゼンテーション能力の向上や卒業後の社会人

す。
自分の興味のある分野から先生や先輩と十分に話し

でもいいので楽しみを見つけて、充実した大学生活を

客の満足度を確認しました。2点目は、
「地域と繋がる、人

生活に向けての人間形成など大きな収穫がありました。

合ってテーマを決定します。

送ってください。

と繋がる」
ことです。
フィールドワークやSDGs松原保全

演習によって結ばれたゼミ生同志の絆は私たちにとって

運動等を通じて、観光事業者の方、地元の農家の方など

一生の宝物になると思っています。

論文を読んだりして、基礎的な知識を身につけます。

私はディープラーニングを用いた時系列予測という研

岡田 真奈さん

六井ゼミでは、人工知能、機械学習、
マルチメディア処理を駆使し、人間が日常的に行なっている
情報処理能力を機械に与え、人間と対等につき合える人間に優しい機械を目指します。
まだどこに
もない価値を一緒に考えてみませんか？

八木ゼミでは、ポストコロナ時代の静岡県の観光戦略について、科学的なデータ分析やマーケ
ティングの知識を活かしつつ、学生が主体的かつ丹念に現地調査やヒアリングを行い、観光客の
ニーズや満足度を踏まえた観光戦略を取り纏め、地域振興に役立てて頂くため、行政や観光事業
者に提言しています。

六井 淳 教授

八木 健祥 教授

■ 先輩達の卒業論文（2021年度から一部抜粋）

ゼミにおける研究活動の成果を、
卒業論文として残すことができます。

【経営分野】
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調査結果の概要は、
S型デイサービスや静岡市の医療・介
護事業、
高齢者の就労や地域への関心など様々で、
個人
個人の関心のある分野で学びを深めることができます。
ゼミ生交流の機会としては、
ゼミ合宿や毎回のゼミなど
ゼミ生全体で関わることが多く、
話し合い等も活発に行わ
れるため、問題に対する理解と共にゼミ生同士の仲も深
まっています。
他にもゼミ生同士でお互いの研究について
考えることもあり、
加えて先生からの親身な助言と支援が
あるため、
充実した環境の中で研究に専念できています。
大学生活は長いようで短い、人生においてとても貴重
な期間です。今だからできることに全力で取り組んで、一
日一日を大切に過ごしましょう！

上原ゼミは、女性活躍推進や働き方改革、中小企業の人手不足や若者の人口流出問題など、働
く人たちをマネジメントする企業の人事制度や雇用に関する慣行、法律、施策について研究してい
ます。机上での学びだけでなく、静岡を元気にするため、県内の企業や自治体とともに経営や地域
の課題解決に向け活動する、楽しく実践的な学びを展開しています。

六井ゼミ

川島 優輝さん

東野ゼミでは、地域包括ケアや実際の介護・医療に関
する問題を主として、福祉政策から医療経営に渡り幅広
く研究を行っています。
具体的な活動としては、
自分の興味関心のある分野や
事柄について文献や事例等を調査し、
ゼミ生の前で発表
します。
その後の話し合いにより、全員でその話題につい
ての理解を深めます。加えて、静岡市や静岡県内の市が
行っている活動に参加したり、
静岡県内各所から得た調査
結果から考察したりすることで、
教科書のような完全な例
ではない、
より現実的な事例を取り扱っています。
活動には
産学連携事業の一環として参加しており、市役所の施設
設立関連会議やゼミ生出身市の政策会議等があります。

ゼミ紹介

田中 彩恵さん

経営情報学部

ゼミ紹介

徹底した少人数教育で、主体性を持って学べる環境

【総合政策分野】

【データサイエンス分野】

【観光分野】

◆ 職場における、向社会的モチベーションが自発的な行動に与える影響

◆ 静岡市における認知症ケア推進センターの在り方に関する研究

◆ GISを用いた浜松市の津波避難施設の有用性の分析

◆ ポストCOVID-19における伊豆地域でのMaaS戦略のあり方について

◆ ラジオに関するマーケティング研究 ̶若い世代にラジオを浸透させるには̶

◆ 少子化対策としての男性の家事育児促進策

◆ 四角に切れの量子アニーリングを用いた解法

◆ 地域学習による地域愛向上についての研究

◆ 中国マーケットにおける静岡茶の可能性に関する分析

◆ 現代の少年非行の特徴とその要因

◆ 食事バランスの意識変容を促す食事管理アプリの開発と評価

◆ 音楽フェスによる地方創生
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領

域

資格に強い経営情報学部

本学部では、科目を履修することで取得できる資格と、資格試験等を想定した科目が用意

資 格 名

学 部 の 取 り 組 み
中小企業診断士の試験では経営学、会計学、経済学、経営情報システムなどの幅広い知識が問
われます。本学部ではそれらの多くを講義で学ぶことができます。第二次試験（論文試験）
にも実践

経営

中小企業診断士、公認会計士、
ファイナンシャルプランナー 等

（ファイナンシャル・プランニング技能士）

的な講義と小人数の卒業論文指導が効果的です。
公認会計士の試験では会計学を中心として、経営学、経済学、法学、統計などの高度な知識が問
われます。本学部は簿記・会計学習をサポートするサークル活動に対して支援を行っています。
ファイナンシャル・プランニング技能士の試験では税金、社会保険、年金、投資などの幅広い知識

されています。その他にも学びを活かしてチャレンジできる、幅広い分野の資格を取得する道が開かれています。

簿記・公認会計士

総合 政 策

地方公務員、国税専門官、
労働基準監督官、警察 等

共健康政策論、社会保障政策論などの科目の履修を通じて学べるようになっています。
また、法律
学概論や経済学関連科目を提供しているので、公務員試験対策にもつながります。
さらに本学部で
は、公務員出身の実務家教員も複数在籍しており、公務員になった先輩の体験談を聞く会、公務員
希望者による勉強会などの活動も行われています。

公務員とは、国や地方自治体の公務に従事する職員です。公務員の職務は国民、住民
から負託されたものであり、政策に関する専門性を必要とします。公務員になるために
は、原則として公務員試験に合格しなければなりません。本学部では、地方公務員を中心
に毎年数名の公務員を輩出しています。

私は自分が興味関心のある分野を探

私は地元の浜松市に貢献したいという

すために経営情報学部に入りました。
こ

気持ちを強く持っており、
さまざまな分野

の学部では経営や社会に関する多様な

から地域に貢献できる公務員に興味を持

講義があるため学びたいと思う分野はす

ちました。
またゼミ活動を通して、市職員

ぐに見つかりましたが、今度は興味関心

や地域の方と関わり、魅力のあるまちづく

のある分野が広がりすぎてしまいました。

りの大切さに気づきました。
この経験を地

そこで活動の幅が広く働きながら様々な

元の活性化にも活かしたいと考え、公務

ことを学べる公認会計士を志しました。

員採用試験を受験しました。

資格取得

総合政策概論Ⅰ、
Ⅱにおいて政策論の基礎を学んだ後、具体的な政策論について公共政策論、公

公務員

組織の活動には多くの場合「お金」
の出入りが伴います。その記録方法・知識を簿記と
いい、
会計学の基礎となります。
この簿記・会計情報は経営における重要な情報の一つで
あり、本学部においても簿記は学部基礎科目
（必修科目）
に位置付けられています。本学
部生は入学後直ぐの日商簿記検定３級に挑戦し、
その多くが合格しています。
その他にも、
日商簿検定１・２級や公認会計士試験に挑戦し、
それらに合格する学生も輩出しています。

が問われます。本学部では税務会計論、経営財務論、社会保障論など通常の講義に加えて、損害保
険や地域金融機関の実務家による実践的な講義まで幅広く開講しています。

経営情報学部

資格取得

ITパスポート試験は、単にITシステムの開発者や利用者だけでなく、現代の職業人として備えておく

情報

ITパスポート試験、
基本情報技術者試験 等

べき基本的知識を問うものであり、経営、管理、情報技術の3分野を出題範囲とします。基本情報システ
ム技術者試験は、情報技術全般に関する基本的な知識を有し、将来プログラムの設計開発を行う者を
対象とし、情報技術全般に関する理解に加えて、
プログラムの設計開発に関する知識を問うものです。
どちらの試験に必要な知識も、経営情報学部の講義で多くを学ぶことができます。経営情報学部は合格
者に対して成績評価に反映する制度を行っており、
また、試験に向けての各種支援を実施しています。

教職

高等学校教諭一種免許状
「数学」
「情報」
「商業」

杉島 勇裕さん

所定の科目を履修することにより、3種類の高等学校教諭一種免許状が取得できます。本学部は
従来から
「経営」
「総合政策」
「データサイエンス」
「観光マネジメント」
の各分野を組み合わせた教育
を理念として掲げており、
これに対応して
「数学」
「情報」
「商業」
の免許状が取得できます。
この3種
類の免許状を一度に取得できるのは、全国でも極めてまれです。

資格取得までの軌跡

合格までの軌跡

1

1

本学部のすべての英語科目はTOEIC対策を想定しており、最終的には700点を目指します。

外国語

TOEIC、
その他英語関連資格

沖田 尚幸さん

TOEIC以外にも、
「外書購読」
では経営や経済、会計に関する洋書の輪読や関連資料のリスニング
を行うことにより、英語資料を理解する実践的な能力を身につけます。
また、
「海外英語研修A〜C」
では、実際にアメリカやイギリスの協定大学等において１ヶ月程度の研修を行う事により、英語圏
の文化の理解を深め、英語コミュニケーション能力の実質的な向上を図ります。実践的な英語能力

会計への興味のきっかけ
1年次では
「簿記論」
で日商簿記3級を取得するとともに会計分野に興味を
持ちました。
そして
「基礎演習1」
で監査法人へインターンシップに行くなど会
計分野への知見を深めるために様々なことへ挑戦しました。その後「会社会
計」で学んだ知識を活かして日商簿記2級を取得しました。
この頃、公認会計
士試験合格者の先輩や会計分野の先生のご助言もあり、公認会計士試験に
挑むことを決意しました。

幅広い分野の教養の習得と課外活動
1、2年次は、
自分の視野を広げようと多くの授業を受講しました。
自分が興味、
関心のある授業以外も積極的に受講することで、幅広い分野の知識を得ること
ができました。
また、授業だけではなく、学外の活動やアルバイトなどを経験する
ことも教養を深めることに繋がり、面接の際に話す内容としても役立ちました。

が身に付くこれらの科目により、各種の英語関連資格の取得も期待できます。

2
Pic up

1 ITパスポート

Pic up

TOEICは、
リスニングとリーディングで構成されている国際コミュニケーション

の開発者や利用者だけでなく、職業人として備えておくべき基本的知識を問うも

のための英語能力テストです。TOEICで高得点を取ることは、就職活動で有利に

のです。出題範囲はいわゆる情報技術であるテクノロジ系（基礎論理、
コンピュー

なるだけでなく、就職後のキャリアアップにも欠かせません。本学部は、静岡県立

タシステム、技術要素）
にとどまらず、
ストラテジ系 (企業と法務、経営戦略、
システ

大学言語コミュニケーション研究センターと協力して英語科目を実施しています。

ム戦略)、
マネジメント系 (ソフトウェア開発の流れ、
プロジェクトマネジメント)から

カリキュラムはTOEIC受験対策を想定しており、すべての英語授業はTOEICの

出題されます。出題内容は本学部で学ぶ内容の集大成であると言え、本学部の講

スコアを伸ばすことを目標としています。1年次の習熟度別クラス編成や、学年ご

義を受講すれば、ITパスポートの試験の出題範囲を広くカバーできます。
また、社

とのTOEICの団体受験（TOEIC IPテスト）
などにより、着実に得点の向上が果た

会的に認められている資格であり、就職の際に資格の有無を考慮する企業も数多

されます。最終的に、3年次に開講される上級検定英語では、
リスニングとリーディ

くあります。ITパスポート試験取得を成績評価に反映する制度や基礎演習での試

ングを総合的に強化しながら、英語を使う仕事で不自由しないレベルを目指し、

験対策やテキスト貸与などの支援を行っています。

TOEICスコアの目標を700に置いています。

2年次ではダブルスクールの形式で公認会計士試験の勉強を開始しまし

専門分野の知識習得

3

ゼミ活動で論理的思考力を鍛える

るとともに、
プログラミング等の自分が興味のある分野の講義も積極的に受
講していました。そのため飽きることなく勉強を続けられたと思います。
また
11月には日商簿記1級に合格しました。

3

公認会計士試験合格
3年次では大学の図書館を積極的に利用し、夜遅くまで勉強しました。
また「税務会
計論」や「管理会計論」、
「監査論」
といった試験科目に関わる講義を受講出来るように
なり、重要な基礎を固めることが出来ました。その甲斐あって8月の短答式試験では好
成績で合格することが出来ました。4年次では勉強しない日を作らないように努力しま
した。合格出来なかった場合の不安から精神的に辛い日々が続きましたが、ゼミの先生
や予備校の先生に助けられ、8月の論文式試験に好成績で合格することが出来ました。

資格試験

資格取得！
日商簿記1級
公認会計士
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2

た。大学では
「財務会計論」等、試験科目と内容の被る講義を積極的に受講す

2 TOEIC

ITパスポート試験は情報処理推進機構が実施する国家試験であり、ITシステム

試験勉強開始

2、3年次は、
マーケティング、社会福祉、
プログラミングなど、経営情報学部
特有の幅広い分野の、
より専門的な知識を習得しました。それぞれの分野に
ついて深く考えることで、
自分のやりたいことや得意なことが明確になり、
自
分の将来について考えるきっかけにもなりました。
また、各授業で他の分野の
知識を応用することができるため、
より高度な授業が行えることが、経営情報
学部の魅力の１つであると感じました。

3、4年次は、マーケティングを専攻するゼミに所属し、教授の指導のもと、個店、農業法
人へのコンサルティング事業や、プレゼン大会へ参加しました。
これまで学んできたことを
活かしながら、お店の現状や課題から改善策を考えることで問題解決能力が養われまし
た。また、社会人との関わりや、グループワークが多くコミュニケーション能力がついたこ
とや、意見を集約して事業を円滑に進めたり、簡潔で伝わりやすいプレゼンを作成したり
することは、公務員試験での個人面接やグループワーク試験に活かすことができました。

採用試験

合格！
静岡県職員
採用試験
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就職実績

本学部の卒業生は大学で学んだ専門性を活かし、幅広い分野で活躍しています。

◆業種別データ

2022年3月卒業者の就職状況

就職決定率

99%

卸・小売業

2人（2%）

不動産業・物品賃貸業
医療・福祉
2人（2%）

生活関連サービス業・
電気・ガス・
熱供給・水道業

1人（1%） 娯楽業
1人（1%）

サービス業
（他に分類されないもの）

3人（3%）

卒業生の主な就職先（過去5年間）

1人（1%）

業

教育・学術支援業

1人（1%）

建設業

3人（3%）

分野で幅広く活躍しています。2022年3月卒業生では、就職

種

就

製造業

就職者数が多いことが特徴です。
これは、経営・会計はもちろ

5人（5%）

ん情報処理にも強い本学部の特徴と言えます。
◆概況データ
分

卒業者数

人

㈱ＮＴＴファシリティーズ東海 ㈱Ｓｔａｎｄａｒｄ ㈱クラスト ㈱ハウスドゥ ＮＥＣファシリティーズ㈱ シズデングルー
プ セキスイハイム東海㈱ ヨシコン㈱ 山王スペース＆レンタル㈱ 静岡ガスリビング㈱ 静鉄プロパティマネジメン
ト㈱ 積水ハウス㈱ 前田建設工業㈱ 栃木ミサワホーム㈱ 日本コムシス㈱ 鈴与建設㈱ 他

製

業

㈱小糸製作所 ㈱アイエイアイ ㈱オリエンタルフーズ ㈱コーヨー化成 ㈱ベルソニカ ㈱ユニバンス ㈱小林製作
所 ㈱堀場製作所 ㈱鈴木楽器製作所 ＣＫＤ日機電装㈱ ＨＡＲ
ＩＯ㈱ ＳＵＳ㈱ アンリツ㈱ エンケイ㈱ コトブキ
シーティング㈱ ゴムノイナキ㈱ ゼンウェルオーダード㈱ トーソー㈱ パーパス㈱ フタムラ化学㈱ プライムアース
ＥＶエナジー㈱ ヤマハモーターエレクトロニクス㈱ ヨシコン㈱ リンナイテクニカ㈱ 臼井国際産業㈱ 丸善石油化
学㈱ 静岡瀝青工業㈱ 日本フィルター工業㈱ 日本プラスト㈱ 日本製鉄㈱ 富士化工㈱ 盟和産業㈱ 矢崎総業
㈱ 靜甲㈱ 他

12人（13%）

106
97

就職決定者数

96

大学院進学者数

5

その他

4

生の

売

ジェイアール東海ツアーズ ㈱ＳＣＲＥＥＮ ＧＰジャパン ㈱ＴＯＫＡＩ ㈱ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ ㈱ＷＥＧＯ ㈱エス・トラス
ト ㈱オリバー ㈱システナ ㈱スズキ自販静岡 ㈱バイセルテクノロジーズ ㈱ハニーズ ㈱ホンダカーズ静岡 ㈱
ローソン ㈱旭商工社 ㈱杏林堂薬局 ㈱良品計画 ＭＸモバイリング㈱ ササキ㈱ トヨタモビリティパーツ㈱ ネッ
ツトヨタ静浜㈱ ブリヂストンタイヤジャパン㈱ マックスバリュ東海㈱ リコージャパン㈱ リビエラ㈱ 愛知トヨタ自
動車㈱ 遠藤科学㈱ 静岡トヨタ自動車㈱ 静岡トヨペット㈱ 静岡酸素㈱ 総合メディカル㈱ 東海澱粉㈱ 東海溶
材㈱ 鈴与商事㈱ 鈴与レンタカー㈱ 他

卒業

声

私は現在、静岡県庁の知事直轄組織

私は現在、東京の東北新社という映像
プロダクションで働いています。会社で

に、人 事や服 務に関する業 務をしてお

は、映画からテレビ番組、CMまで幅広い

り、内容は多岐に渡りますが、組織が円

映像を制作しています。私はCM制作の

売 ・ 小

運

輸 ・ 物

流

㈱フジドリームエアラインズ 遠州鉄道㈱ 横浜高速鉄道㈱ 三井物産グローバルロジスティクス㈱ 清和海運㈱ 静
岡鉄道㈱ 中日本高速道路㈱ 東日本旅客鉄道㈱ 日通ＮＥＣロジスティックス㈱ 日本郵便㈱ 鈴与㈱ 鈴与自動車
運送㈱ 他

エ ネ ル ギ

ー

㈱ＴＯＫＡ
Ｉホールディングス エネジン㈱ サーラエナジー㈱ 中部ガス㈱ 他

広 告・放 送・出 版

㈱静岡新聞社・静岡放送 ㈱ＳＤＴエンタープライズ ㈱アイプラネット ㈱アルバイトタイムス ㈱ジェイアール東日本
企画 ㈱しずおかオンライン ㈱ソニー・ミュージックソリューションズ ㈱マイナビ ㈱モスキート ㈱東京企画（ＣＭ総
合研究所） 他

金 融・証 券・保 険

日本銀行 三井住友信託銀行株式会社 ㈱静岡銀行 ㈱清水銀行 ㈱大垣共立銀行 ㈱第三銀行 ㈱百五銀行 ㈱
福井銀行 ㈱山梨中央銀行 静岡県労働金庫 しずおか焼津信用金庫 静清信用金庫 島田掛川信用金庫 三島信
用金庫 沼津信用金庫 浜松いわた信用金庫 富士信用金庫 碧海信用金庫 豊橋信用金庫 ㈱名古屋証券取引
所 野村證券㈱ 丸三証券㈱ 静銀ティーエム証券㈱ 日本生命保険相互会社 第一生命保険㈱ あいおいニッセイ
同和損害保険㈱ 損害保険ジャパン日本興亜㈱ 明治安田生命保険相互会社 三井住友海上火災保険㈱ 東京海上
日動火災保険㈱ スズキファイナンス㈱ とぴあ浜松農業協同組合 静岡県信用保証協会 茨城県信用組合 静岡県
民共済生活協同組合 遠州中央農業協同組合 三島函南農業協同組合 静岡県共済農業協同組合連合会 静岡県信
用農業協同組合連合会 広島県信用農業協同組合連合会 全国共済農業協同組合連合会静岡県本部 富士市農業協
同組合 南駿農業協同組合 飛騨農業協同組合 静銀ビジネスクリエイト㈱ 静銀モーゲージサービス㈱ 静銀リース
㈱ 他

情

信

㈱Ｎｅｗデイシス ㈱ＳＢＳ情報システム ㈱アイズ ㈱アイティフォー ㈱アットウェア ㈱アミック ㈱インテック ㈱
オープンスマイル ㈱キーズファクトリー ㈱クロスキャット ㈱ケアコネクトジャパン ㈱コサウェル ㈱サイバーリンク
ス ㈱サンロフト ㈱しずおかオンライン ㈱システナ ㈱システムエグゼ ㈱シティ・コム ㈱シンクロ・フード ㈱ソフ
テス ㈱テクノサイト ㈱テクノモバイル ㈱トヨタシステムズ ㈱ネクサス ㈱ネクシィーズグループ ㈱プライオリ
ティ ㈱フレクト ㈱メディアシーク ㈱メディアフォース ㈱ユニックス ㈱建設システム ㈱静岡情報処理センター
㈱大塚商会 ㈱電翔 ㈱日立ソリューションズ ㈱日立社会情報サービス ㈱富士データシステム ＡＪＳ㈱ ㈱ＤＴＳイ
ンサイト ＮＥＣ静岡ビジネス㈱ ＮＳＳＬＣサービス㈱ ＮＴＴコミュニケーションズ㈱ Ｓｋｙ㈱ ＳＯＭＰＯシステムズ㈱ Ｔ
ＤＣソフト㈱ ＴＨＥＣＯＯ㈱ コムウェア㈱ ソニーネットワークコミュニケーションズ㈱ ソフトバンク㈱ チームラボ㈱
テクマトリックス㈱ ネクスト・コム㈱ ハマゴムエイコム㈱ ビッグローブ㈱ モノリズム合同会社 ヤマトシステム開発
㈱ ヤマハモーターソリューション㈱ 静銀Ｉ
Ｔソリューション㈱ 東北ディーシーエス㈱ 日本システム開発㈱ 日本ビジ
ネスシステムズ㈱ 明電システムソリューション㈱ 鈴与システムテクノロジー㈱ 他

そ の 他 の サ ービ ス

税理士法人トップ 野中会計事務所 税理士法人山田＆パートナーズ 有限責任監査法人トーマツ ㈱ＣＩＮ ＧＲＯＵＰ
㈱ＦＰＧ ㈱ＪＦＳ ㈱ＴＳ工建 ㈱アクタガワ ㈱アクティオ ㈱イワサキ経営 ㈱ウィンキューブホールディングス ㈱
キャスティングボード ㈱シード ㈱ジェイテック ㈱テクノプロ ㈱ビーウィズ ㈱ヒーローズホールディングス ㈱ブ
ラス ㈱リクルーティング・デザイン ㈱リスペクト ㈱ロフティー ㈱横浜八景島 ㈱秀英予備校 ㈱新大陸 ㈱船井
総合研究所 ㈱東京ドーム・リゾートオペレーションズ ㈱日本ケイテム ＮＤＳソリューション㈱ アデコ㈱ デジタル・
アドバタイジング・コンソーシアム㈱ ネクストステージアジア㈱ パクテラ・コンサルティング・ジャパン㈱ ヤマハ発動
機マネジメントサービス㈱ ライクケア㈱ レイスグループ 他

報 ・ 通

部署でPM（プロダクションマネージャー）

静岡県庁 勤務
小野田 菜都さん

としてCMの制作進行を担当しています。
某大手携帯キャリアのCMなど、様々な業
界のCMを担当しました。

株式会社東北新社

勤務

大久保 航太朗さん

治に関する学びを役立てることができるこの仕事にやりがいを感じて

仕事としては、予算管理からスケジュール進行、
スタッフィングなと、1

います。
これからも多くの分野に触れ、
自分自身の成長につなげていき

本のCMを企画し撮影、編集するまでに様々なことをしています。学生時

たいです。

代に渡邉研究室主体に活動していた県大TVでの活動が仕事で映像作

学業のみならず、部活動やボランティア、資格取得など、大学時代に
経験したことが今の自分を支えてくれていると思います。今はコロナ
で大変なことも多いですが、皆さんもいろいろな事に挑戦し、貴重な大
学生活を大切に過ごしてください。

卸

大学での活動が現在の
仕事に活かされています

滑に動くようサポートをしています。
さま

11

生の

総務課というところで働いています。主

たりにする上で、大学での財政や地方自

23人（24%）

16人（17%）

大学での経験が今の
自分を支えてくれています

た、静岡県の政策づくりの現場を目の当

造

情報通信業
学術研究・専門・
技術サービス業

声

ざまな分野の人と関わることができ、ま

26人（27%）

公務員

数

就職希望者数

卒業

金融・保険業

る上でもいい経験になりました。僕の場合は学部や研究室で、
メディアと
いう面で、学ぶものがたくさんありました。
経営情報学部は経営分野からITなどの情報分野まで幅広い知識に触
れることができます。皆さんもぜひそのチャンスをモノにしてください。

先

建 設 業・不 動 産

決定率99%を達成しています。本学部の就職状況を業種別に
見ると、2022年3月の実績では、金融関連と情報・通信業の

職

文化施設・各種団体

就職実績

経営情報学部の卒業生は、それぞれの専門性を生かし、各

区

経営情報学部

高い就職決定率

（医）厚生会 （学）常葉大学 （公財）静岡県産業振興財団 （独）地域医療機能推進機構 （福）恩賜財団済生会支部
静岡県済生会 （福）静和会 静岡県厚生農業協同組合連合会 静岡県商工会連合会 浜松商工会議所 他

公

務

静岡県 静岡市 浜松市 沼津市 三島市 磐田市 袋井市 掛川市 島田市 焼津市 御殿場市 豊川市 大府市
飯山市 さぬき市 目黒区 警視庁 静岡県警 法務省 国税庁東京国税局 国税庁名古屋国税局 陸上自衛隊 他

進

学

静岡県立大学大学院経営情報イノベーション研究科 千葉商科大学会計大学院会計ファイナンス研究科
大学経済学研究科経営学専攻 立教大学大学院 ビジネスデザイン研究科 他

名古屋市立
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教員紹介

教授

講師

教授

講師

落合 康裕

笠原 民子

岸 昭雄

木村 綾

Ochiai Yasuhiro

Kasahara Tamiko

Kishi Akio

Kimura Aya

主な科目： 経営戦略論、
ファミリービジネス特論

主な科目： 国際経営論、多国籍企業特論

主な科目： 公共政策論、社会システム分析特論

主な科目： 保健医療システム論、地域福祉マネジメント論

専門分野： 事業承継、競争戦略、
ビジネスシステム

専門分野： 国際経営、国際・グローバル人的資源管理

専門分野： 都市経済学、土木計画学

専門分野： 地域福祉、
コミュニティワーク

研究テーマ： 事業承継と経営革新、競争優位と事業戦

研究テーマ：グローバル人的資源管理、
グローバル・タ

研究テーマ： 公共政策の経済分析、

研究テーマ：コミュニティマネジメント、

略、後継者教育

教 員 紹 介

都市の集積構造の分析

在宅における看護と介護の連携

日々議論し合い、
教育と研究にチームワークを発揮する

本学部には、経営、総合政策、情報、数理、観光の各分野から多彩な教員が集まっています。言い換えれば、
それだけ多彩なゼミナールが開講
されているわけです。
きっと、
あなたの興味を引くゼミナールがあるはずです。教員は、学生への教育に関して日々議論し合い、研究に関しては
様々なプロジェクトを通じてチームワークを発揮しています。
また、積極的な社会活動を通じて地域社会に貢献すべく、努力しています。

FACULTY MEMBERS

教授

准教授

特任教授

教授

小西 敦

国保 祥子

北上 真一

竹下 誠二郎

Konishi Atsushi

Kokubo Akiko

Kitagami Shinichi

Takeshita Seijiro

主な科目： 財政学、地方自治特論

主な科目： 組織行動論、
ソーシャル・ビジネス特論

専門分野： 地方自治論、政策評価論

専門分野： 組織マネジメント、
ソーシャル・ビジネス

研究テーマ： 市の要件と効果、政策評価と予算

研究テーマ： 社会的インパクトを目的とするビジネスの
マネジメント、
人材育成のマネジメント

主な科目： 観光産業論、
レベニュー・マネジメント特論
専門分野： 観光ビジネス
研究テーマ：レベニュー・マネージメント、イールド・
マネージメント、需要予測モデルの研究

主な科目： 国際比較経営論、コーポレイト・コミュニケーション
専門分野： 比較ガバナンス論、
日本多国籍企業の戦略
研究テーマ：日米比較ガバナンス論、
多国籍企業の国際比較分析

助教

講師

准教授

講師

講師

助教

天野 政紀

天野 ゆかり

カウクルアムアン・アムナー

井本 智明

玉利 祐樹

野口 理子

東野 定律

藤本 健太郎

Amano Masanori

Amano Yukari

Khaokhrueamuang Amnaj

Imoto Tomoaki

Tamari Yuki

Noguchi Riko

Higashino Sadanori

Fujimoto Kentaro

教授

教授

主な科目： 離散数学、数理情報特論

主な科目： 医療介護政策論、医療介護政策特論

主な科目： 観光マネジメント、国際観光

主な科目： 経営工学、経営数学特論

主な科目： 消費者行動論特論、消費者行動特論

主な科目： 計量経済学

主な科目： 基礎統計学、医療介護マネジメント論

主な科目： 社会保障政策論、ソーシャルインクルージョン特論

専門分野： 函数論、複素解析学

専門分野： 介護福祉論、臨床倫理、医療介護人材

専門分野： 観光科学、観光発展、観光計画

専門分野： 数理統計学、確率分布論

専門分野： 行動意思決定論、経済心理学

専門分野： 行動経済学

専門分野： 医療介護政策、社会福祉学、公衆衛生学

専門分野： 社会保障政策論

研究テーマ：タイヒミュラー空間論

研究テーマ：アジアにおける高齢者ケア、外国人介護

研究テーマ： 農村観光発展、

研究テーマ： 幾何多様体上の確率分布の構成とその

研究テーマ： 意思決定の計量モデル

研究テーマ： 健康に関する意思決定、

研究テーマ： 医療介護におけるデータ分析、

研究テーマ： 持続可能な社会保障制度、

人材の育成、在宅医療と介護の倫理

教授

教授

観光における茶文化の商品化

推定

准教授

教授

労働者の受診行動

講師

医療介護サービスのイノベーション

准教授

教授

八木 健祥

岩崎 邦彦

上野 雄史

上原 克仁

内海 佐和子

松岡 清志

武藤 伸明

森 勇治

Ueno Takefumi

Uehara Katsuhito

Utsumi Sawako

Matsuoka Kiyoshi

Mutoh Nobuaki

Mori Yuji

専門分野：マーケティング
研究テーマ： 地域に関連するマーケティング課題の研究

Yagi Kensyo

主な科目： 会計学総論、企業評価特論

主な科目： 人的資源管理論、人的資源管理特論

主な科目： 観光まちづくり論、地域創生論

主な科目： 公共ガバナンス論、
サードセクター特論

主な科目： 情報ネットワーク、計算機科学特論

主な科目： 管理会計論、
マネジメントコントロール特論

主な科目： 観光政策論、観光政策特論

専門分野： 財務会計、経営分析、国際会計

専門分野： 人的資源管理論、人事経済学、労働経済学

専門分野： 建築計画、都市計画

専門分野： 行政学、政策学、地方自治

専門分野： 組合せ論、
グラフ論

専門分野： 管理会計論、公会計論

専門分野： 観光政策論、交通経済学、金融論

研究テーマ： 退職給付、保険契約、
リスクに関する財務

研究テーマ：内部労働市場の機能と人事制度の効果に

研究テーマ： 世界遺産に対する観光地化の影響、観光

研究テーマ： 公共交通政策、
デジタル・ガバメント政策

研究テーマ：グラフ論、パズル、ゲームなどにおける組合

研究テーマ： 公的領域におけるアカウンタビリティとガ

研究テーマ：Withコロナ時代の
「静岡県観光」
の方向性

情報およびその社会的な影響の分析

関する実証研究

地化に伴う景観変容

せ論的問題のコンピュータを用いた解決

バナンス

教授

准教授

講師

助教

教授

教授

教授

大久保 あかね

大久保 誠也

沖本 まどか

小田 紘久

湯瀬 裕昭

六井 淳

渡邉 貴之

Okubo Akane

地域の社会保障ネットワークの構築

教授

Iwasaki Kunihiko
主な科目：マーケティングⅠ, マーケティング特論

Okubo Seiya

Okimoto Madoka

Oda Hirohisa

主な科目： 観光調査法、観光情報システム

主な科目： 情報セキュリティ、情報セキュリティ特論

主な科目：ミクロ経済学、
ミクロ経済学特論

主な科目： 情報科学概論、情報理論

専門分野： 観光学

専門分野： 暗号、量子計算、
ゲーム情報学

専門分野： 国際貿易論（理論研究）

研究テーマ： 観光をキーワードとした地域振興

研究テーマ： 量子計算と暗号の安全性、

研究テーマ： 情報の非対称性の下での食品貿易、

不完全情報ゲームの解析とアルゴリズム
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レントマネジメント

経済成長と国際食料価格

Yuze Hiroaki

Rokui Jun

Watanabe Takayuki

主な科目： 情報処理概論、情報教育特論

主な科目：アルゴリズムとデータ構造II、ナレッジ工学特論

主な科目：シミュレーション、
シミュレーション特論

専門分野： 医用画像処理

専門分野： 情報教育、応用情報システム

専門分野： 人工知能、機械学習

専門分野： 計算機システム・ネットワーク、数値計算

研究テーマ： 心不全の治療支援およびメカニズム調査

研究テーマ： 情報技術の教育利用、

研究テーマ：ニューラルネットおよび深層学習、

研究テーマ： 経営情報システム、
シミュレーション、

防災情報システム、福祉情報工学

進化計算と自己組織化

最新の教員情報につきましては、
学部Webサイト
（https://mi.u-shizuoka-ken.ac.jp/）
をご覧ください。

観光情報学、
コンテンツデザイン
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経営情報学部棟

2

絶好のロケーションを誇る、静岡県文化教育ゾーンの中核拠点
静かな教育・研究環境、それでいて交通利便のロケーション。
富士山の勇姿を眺めながら学べるなんて贅沢の極みです。実は、

キャンパス紹介

草 薙 キ ャ ン パ ス

1

線なら１時間。首都圏での就職活動の際も楽々日帰りできます。
また、本学に来た人は、誰もが口をそろえて「綺麗なキャンパスで

静岡県立大学は、静岡県文化教育ゾーン（県立図書館、県立美

すね」
と言います。
レンガ造りの落ちついた雰囲気から、映画のロ

術館等の集積地域）の中にあります。
さらに、交通の便がとてもよ

ケ地にも選ばれるほど整ったキャンパスです。キレイなだけでな

いところに立地しています。例えば、最寄駅（JR草薙駅、静鉄草

く、雨に濡れずにほとんど全ての施設へ移動できる優れた建物

薙駅、静鉄県立美術館前駅。いずれも徒歩10〜15分程度）から

群に、充実した学習設備や、快適な大学生活を支える福利厚生

静岡市中心街へも清水区中心街へもJR東海道本線で約７分、

施設を用意しています。

3
4

静岡鉄道で約10分です。静岡からは、東京へも名古屋へも新幹

経営情報学部棟
ユニバーシティプラザの一番上の左手の棟が経営情報学部棟です。棟の中には、講義室、
コンピュータ実習
室、遠隔講義室などがあります。遠隔講義室に導入されている遠隔講義システムは、音声と最大４つの映像を双
方向で送受信できる優れたもので、本学部の教員がシステムの設計を行いました。浜松市の静岡文化芸術大学
にも同様な遠隔講義システムを設置しており、両拠点間で遠隔講義が行えます。
また、経営情報学部棟の天井
は自動開閉式になっていて、天気の良い日には、気持ちよい風が入ってきます。

1

学生ホール

2

附属図書館・講堂

1Fに食堂、2Fに購買と書店がありま

コミュニティプラザ右手には、大講堂

す。天気の良い日には富士山がきれい

（902席）、小講堂（230席）
と、38万冊

に見えます。購買では話題の？県大グッ

の蔵書を誇る附属図書館があります。

ズも販売しています。

OPEN
CAMPUS
オープンキャンパス

2022

8/

12

経営情報学部を
もっと知りたい！
体験したい！

申込受付期間

金

7月頃

毎年8月に経営情報学部のオープンキャンパスを開催
しています。例年、在学生によるプレゼンテーション（学
生生活、勉学の方法、ゼミの紹介、キャリア選択につい

3

アリーナ

4

ユニバーシティプラザ

バレー、バスケットなどに利

正門をくぐり、スロー

用できる多目的な運動スペー

プ 状になって いる細 長

スです。空から見ると、8つの頂

い 広 場がユニ バ ーシ

点を持つユニークな星型をして

ティプラザです。各学部

います 。アリーナの 隣には、
ト

棟は、
この両側に建って

ラック、サッカー、ラグビー、野

います。スロープを登り

球の施設を持つ多目的なグラ

きったところにモニュメ

ンドが整備されています。

ントがあり、その奥が食

て）、体験授業、キャンパスツアー、在学生との懇談会な
ど豊富なメニューで行っています。参加者に本学部の特
色と魅力を理解してもらう良い機会となっています。

詳しくはwebで！

過去のオープンキャンパスの様子も掲載

https://mi.u-shizuoka-ken.ac.jp/cont/kodai

堂や図書館のあるコミュ
ニティプラザです。
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