
総合政策学部が変わる
社会が変わる、学びが変わる

［課題解決力］
世 界 に い ま 不 足 す る

未来は間違いなく
「公私協力型大学＝四日市大学」

に期待している

Y O K K A I C H I  U N I V E R S I T Y



企業
NPO自治体

四日市大学

進化する総合政策学部 進化する総合政策学部

四日市大学では、地域貢献を目指し地域のさまざまな課
題に取り組んでいます。学生はリアルな課題と向き合い、
解決へのプロセスを体験することで、「課題解決力」につな
がるさまざまな力を培います。また、大規模大学とは異な
る少人数教育により、密度の濃い学びが可能です。

地域密着の四日市大学には、企業、自治体、NPOなどと緊
密なネットワークがあります。これにより、さまざまな分野
の第一線で活躍する社会人の生の声から学ぶことも多く、
実際のプロジェクトに参加し、共に解決策を考え、取り組
む機会も豊富にあります。

課題解決力

課題解決力＝さまざまな力を結集した「人間力」

さまざまな課題を抱える地域が、四日市大学に期待する理由とは！？

公私協力型大学だからできる、
リアルな課題への取り組みを実践。

地域との緊密な連携により、
現場で活躍する社会人から学ぶ。

社会人に必要とされる多様な力の総合力が「課題解決力」です。
机上の学びだけでは修得が難しい課題解決力を、あなたはどのように修得しますか？

従来の学びの専門性を高めた「経営戦略専攻」と「公共政策専攻」、
「人文社会専攻」の３専攻で、日本の未来、地域の期待に応えます。

社会が変わる、総合政策学部が変わる。 進化する総合政策学部

Key word
［ Problem-solving Skil ls ］ 新たに「               」が加わり３つの専攻へ！人文社会専攻

経営戦略専攻
ビジネスの課題を知り解決する力を養成

公 共 政 策 専 攻
地域の課題を知り解決する力を養成

地域企業から学ぶ演習や、企業人の生の声を聴くセミ
ナーなど実践的なカリキュラムが充実。簿記資格の取
得、企業組織の在り方やマーケティング理論・実践、企
業会計・経営分析など専門的な学びを通して、ビジネス
の課題発見・解決力を養成します。

工業、農業、サービス業など多様な産
業集積がある四日市の特色を生か
し、これら地域を支える企業と連携し
て、四日市のさらなる発展にはどんな
仕組みや政策が必要かを考えます。

経営やビジネスを実践的に学び、
課題発見・解決力を養成。

地方自治や地域経済について学び、持続可能な成長を
考えたまちづくりへの課題発見・解決力を養成し、地域
に貢献できる人材を育成します。地域の課題に取り組
む体験学習やインターンシップの機会もあり、公務員
試験のサポートも充実しています。

地域の課題を解決し、
地域に貢献できる人材を育成。

地域産業研究室
地域を元気にする方法を住民参加や市
民協働などの視点で検討。子育て、地
場産業など自分たちでテーマを設定
し、先行研究の読込みだけでなくフィー
ルドワークなども企画実践します。

地方自治研究室

「環境と法律」のキーワードで、メディ
アに取り上げられる社会問題につい
て、深く幅広い視野で分析する力を
養い、法律的視点を得て、社会生活
に役立てることを目指します。

法学研究室
人生を良い方向に導く手がかりとな
る経営学を学び、好きな商品のプレ
ゼンテーションを通して、物事の本
質を伝える抽象化の力を養うことで
問題解決に役立つ力につなげます。

経営学研究室

幅広い教養を身につけ、文化や社会現象から社会
問題をとらえ、対話を通した課題解決を考えます。
社会調査士など各種資格取得もサポートします。

専攻必修：現代社会論・表象文化論・社会史
国際社会：文化人類学・比較文化論
歴史と社会：都市の祭り・日本文化の歴史
交流と創発：スポーツ文化・コミュニケーション

サブカルチャー（アニメや映画）

人文社会専攻

文化・歴史・社会学、サブカルチャーまで
幅広い教養を身につけ、社会問題を考察。

文化社会の側面から問題を捉え解決する力を養成
NEW

人文社会専攻の主な学び

［課題解決力］

企業・組織では、「課題解決力」のある人材が求められています！

解決策実行
解決策の行動計画を策定し、チー
ムの役割分担を決めて実行。その
後、結果の評価、検討・分析、改善
策実行へ。

目指す資格
■社会調査士
■国内旅行業務取扱管理者
■実用英語技能検定
■ TOEIC®
■ TOEFL® ほか

コミュニケーション力

情報分析力 論理的思考力 プレゼン力・共創力 論理的思考力・行動力

解決策立案
チームで互いの考えを正しく伝
え、理解し合い、意見をまとめな
がら最適な解決策の立案につな
げる。

課題発見
現状から問題の本質を見極め、
目標達成のための課題を抽出
し、解決に向けた方向性を考え
る。

現状の把握
現状把握のために必要な情報を
チームで調査・収集のうえ、多角
的に分析。現状の正確な把握に
つなげる。



合格

公務員養成プログラム

理論と実践を兼ね備えた充実のカリキュラム ― 総合政策学部 ― 

四日市大学の試験対策科目

正規のカリキュラムで公務員試験対策ができます。
大手予備校に匹敵する受講時間で、１年次から段階
的に実力をつけて、合格を目指します。

受験生サイト

〒512-8512 三重県四日市市萱生町1200
TEL 059-365-6711 / E-mail nyushi@yokkaichi-u.ac.jp入試広報室

https://www.yokkaichi-u.ac.jp/
このパンフレットは2022年4月現在に確認できる内容に基づいて作成しています。

1年前期 1年後期 2年前期 2年後期 3年前期 3年後期 4年前期・後期

政策科学入門Ⅰ 政策科学入門Ⅱ 総合政策学部の基礎を学ぶ
地方自治論 地域経済論
法学入門

公共政策専攻の3本柱の授業　公共政策の基礎を学ぶ

入門演習a 入門演習b 基礎演習a 基礎演習b 専門演習a 専門演習b 卒業研究a
卒業研究b学びたい専攻の研究室に所属し、少人数教育で専門の教員から学ぶ

防災とまちづくり 行政学 警察行政と安全
都市環境と法

消防行政と安心 法とまちづくり

地域福祉論 社会保障論 地方議会とまちづくり市民とまちづくり
市民社会論

産業とまちづくり 地域開発論
地方財政論

ダイバーシティ社会論

環境とまちづくり

都市計画論 交通政策論

経営管理論 アントレプレナーシップ論 企業論 経営ケーススタディ
経営組織論
流通論 マーケティング論 メディア情報産業
新興市場論 農業経営論

マーケティング実践論

金融論 管理会計論会計学総論 財務諸表論
多国籍企業論

商業簿記
経営分析論

総合政策概論 社会思想史
公共哲学 近現代史概論

ミクロ経済学入門マクロ経済学入門
ジェンダー論

総合政策概論 社会思想史
公共哲学 近現代史概論

ミクロ経済学入門マクロ経済学入門
ジェンダー論

総合政策概論 社会思想史
公共哲学 近現代史概論

ミクロ経済学入門マクロ経済学入門
ジェンダー論

文化人類学 比較文化論 文化表現論
現代文化論

国際社会学

地域社会学 日本文化論 環境社会学
都市祭礼論

グローバルイシューズ

文化史 ツーリズム論

コミュニケーション論
生涯スポーツ論スポーツ文化論

サブカルチャー論
健康スポーツ実技 リーダーシップ論

政策科学入門Ⅰ 政策科学入門Ⅱ 総合政策学部の基礎を学ぶ
現代社会論 社会史
表象文化論

人文社会専攻の3本柱の授業　人文社会の基礎を学ぶ

入門演習a 入門演習b 基礎演習a 基礎演習b 専門演習a 専門演習b 卒業研究a
卒業研究b学びたい専攻の研究室に所属し、少人数教育で専門の教員から学ぶ

政策科学入門Ⅰ 政策科学入門Ⅱ 総合政策学部の基礎を学ぶ
経営学入門 経営戦略論
簿記入門

経営戦略専攻の3本柱の授業　経営戦略の基礎を学ぶ

入門演習a 入門演習b 基礎演習a 基礎演習b 専門演習a 専門演習b 卒業研究a
卒業研究b学びたい専攻の研究室に所属し、少人数教育で専門の教員から学ぶ
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学部必修

専攻共通科目

専攻必修

演習科目（ゼミ）

学部必修
専攻必修

演習科目（ゼミ）

学部必修
専攻必修

演習科目（ゼミ）

専攻共通科目

国際社会

専攻共通科目

歴史と社会選
択
科
目

選
択
科
目

選
択
科
目 都市と経済

市民と政治

法律・行政と危機管理

交流と創発

市場戦略

組織管理

会計ファイナンス

１年 ２年 ３年 ４年

論文・面接

直前対策

現代文・資料解釈

英文理解
自然科学

人文科学

法学

経済学

判断推理 数的推理

政治学


