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高崎市は本州の中央に位置し、首都圏、北関東、上信越、北

陸を結ぶ内陸交通のハブ都市です。新幹線を利用すれば

東京まで50分という高い交通利便性は、皆さんが大学生

活を送る上でも、大きなアドバンテージとなるでしょう。

また、主要国際空港へのアクセスも2時間を切るので、海

外渡航も身近です。

高い交通利便性を背景とした都市機能の集積は、高崎市

の発展に寄与しています。たとえば、全国規模の大手企業

が支店や営業所を高崎市内に配置するなど、高崎市は北

関東から信越を管轄するビジネスの拠点に選ばれていま

す。その結果、高崎市の商業売上額は全国15位、中核市で

は1位を誇っています*。

*経済センサス

首都圏と上信越、

そして世界を結ぶハブ都市 高崎

高崎市は、全国でも有数の優れた交通拠点性を背景に、まちなか

に賑わいや回遊性を持たせることにより、「人」「もの」「情報」が交

流、集積し、その活力が市全域に大きな波及効果を生み出すまち

づくりを進めています*。2019年9月には高崎芸術劇場が開館され

るなど、都市集客施設の整備が進められています。実生活の中で

地域の発展を身近に感じながら、4年間の貴重な大学生活を通じ

て、地域とともに成長していきましょう。

高崎芸術劇場

高崎駅

*高崎市緊急創生プラン（高崎市まち・ひと・しごと創生総合戦略）

　高崎市は人口約37.2万人*を有する中核市で、榛名山を望む関東

平野の北端に位置しています。季節風（からっ風）の影響を受け

て、冬は比較的降水量が少なく、全国的に見ても大規模な災害リ

スクの低い自治体で知られています。平穏な自然環境を背景に、

古来、関東と上信越をつなぐ交通の要衝として発展しました。新

幹線や高速自動車道が開通した今日、人々や物資が集まる商都高

崎は、持ち前の交通利便性を活かして、新たなビジネスや観光の

誘致に取り組んでいます。

　同市は2006年以降の合併によって、たいへん広い市域を持つ自

治体となりました。オフィスビルや商業施設が建ち並ぶ高崎駅周

辺の都心部をはじめ、閑静な住宅地が広がる本学周辺の郊外部、

四季折々の風情を見せる自然豊かな縁辺部は、いずれも同じ市内

にあります。各エリアの長所を融合すれば、他に類を見ない新し

い地域の創造に結びつくことでしょう。少子高齢化、人口減少、地

域活性化、地方創生…。日本には地域を巡る様々な問題が山積し

ています。都市と農山村が共生する高崎市にこそ、これらの問題

を解決へと導くヒントが隠されているのです。

*2020年3月31日現在

都市と農山村が共生する高崎市
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鉄道利用の場合
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高速道路利用の場合
東京都心から …………………約60分
羽田空港から…………………約120分
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※高速道路、新幹線を利用の場合の目安です。
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主な都市から高崎までの所用時間

東京まで
新幹線で 約50分
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本学は、教育と研究を通じて社会に貢献してきました。特に、学生の約7割が群馬県外から集まる全国型の公立大学として、60年以

上にわたり有為な人材を全国に送り出してきました。同時に、地域に根を張る大学として、高崎市をはじめとする地域社会ときわ

めて多様な関係を結んでいます。そこに、数字には表れない大学の価値が生まれます。

絶やしてしまうには惜しすぎる絶品グルメ「絶メシ」

を紹介する高崎市ローカルグルメサイト

農業初心者のとみー＆みゆうが

ゼロから農業に取り組んでいく農業系チャンネルです。

群馬県高崎市の野菜の魅力をどんどん発信していきます。

数字では測れない大学の価値

絶メシリスト

農Tube 高崎

　地域との関わりが深いことが、本学の特徴のひとつです。例え

ば、地域をフィールドにしたゼミがいくつもあります。地域に強

い教員だからこそできる少人数教育の場です。また、地域貢献に

取り組む学生主体のサークルもあります。高崎市と協力して復活

した昭和の時代の喫茶店「cafe あすなろ」では、学生たちが経営に

あたっています。

　2018年には学生ボランティア活動支援室を設置し、ボランティ

アを求める近隣からの要請と、ボランティアをしたい学生との橋

渡しを担ってきました。こうした多面的な活動を通じて学生が地

域と関わっています。若い力の供給源になることで、きっと地域

の助けになっていると信じています。同時に学生も、教室だけで

は得られない経験を手にします。現場感覚は現場に出てみないと

得られませんし、実際に行動してみなければ、行動力は身につき

ません。本学は、様々な経験のチャンスにあふれています。ぜひそ

のチャンスを活かしてください。

得られるのは現場感覚と行動力

知の拠点化推進室長  

水口 剛教授 （経済学部 経営学科）

クラブ、サークル、ボランティア活動など、勉強のほかにも学生た

ちの活動は盛んです。雄大な上毛三山（赤城山・榛名山・妙義山）に

囲まれた豊かな自然環境と、交通アクセスにも優れている高崎市

には、学生たちの興味・関心を引くテーマやチャンスがたくさん

あります。自主性を重んじる校風のもと、様々な活動にチャレン

ジしてみましょう。

高崎市は歴史・文化・自然が

融合する魅力あふれる街

Field

群馬交響楽団と高崎第九合唱団

榛名山ヒルクライム

学生ボランティア活動支援室を中心

に学生のボランティア活動を推進し

ています。2019年には延べ80人以上

の学生・教職員が協力して台風19号

の被災地支援を行いました。

■ 被災地支援の取組み

都市から農山村まで多面的なエリア

に恵まれた高崎では、身近に実践的

な研究の場がたくさんあります。写

真は群馬県事業「やま・さと応縁隊」

の活動に取り組む片岡ゼミの皆さん

です。

■ 地域とつながる
　ゼミナール活動

学生の自主的な活動であるクラブや

サークルでも様々な地域活動をして

います。写真は、高崎市環境フェアで

活動する学生環境団体の皆さんで

す。

■ 地域で活躍する学生たち

地域貢献の拠点として、地域の方々

向けに公開講座や講演会などで情報

の発信をしています。地元学講座は

高崎を学ぶ人気の講座です。

■ 高崎をもっと知る
　ー地元学講座

高崎市立高崎経済大学附属高校の文

系オナークラスと本学の学部ゼミと

で合同ゼミを行っています。ここで

は学生が先輩であり、指導役です。

■ 高校生と共に成長する
　ー高大コラボゼミ

模擬面接

最新情報の提供

インターンシップ

筆記試験対策

合同企業説明会

対策講座

就職相談

エントリーシート添削

入学時からの継続したサポートで、希望する未来にぐっと近づく

キャリア形成年次ピラミッド
（キャリア支援指針）

職業意識の啓発（働くことの意味を知る）
視野拡大の機会を提供（社会を知る）

1年

2年

3年

4年

社会人

職業選択への意識向上の支援

就職力向上の支援

自己実現の支援

社会
での活躍

本学では、学生が社会に向けて確かな一歩を踏み出せる

よう「高崎経済大学 キャリア形成年次ピラミッド（キャ

リア支援指針）」を策定しました。入学時からの体系的な

支援の積み上げで、希望する未来にぐっと近づけるよ

う、各学年に応じた様々な支援を展開しています。

幅広い交友関係で視野が広がる

試験会場は全国10か所

スケジュール

1957年の開学以来、北海道から沖縄まで、全国各地域出

身の学生が集まる数少ない公立大学です。地方都市に

いながら様々な慣習に触れることができ、視野を広げ

たり社会性を養ったりする機会がたくさんあります。

出身地域別学生の割合
（2020年5月1日現在）

合計：4,131人
（男子：2,756人 / 女子：1,375人）

全体（人数）

東北
14.6％

群馬
28.3％

甲信越
12.8％北陸

4.5％

東海
6.3％近畿

1.7％四国
0.9％

中国
0.5％

九州・沖縄
1.7％

海外
2.6％

北海道
5.6％

関東
（群馬以外）

20.5％

高崎／札幌／仙台／東京／

金沢／名古屋／大阪／岡山／

高松／福岡★

99.3%

経済学部

地域政策学部

学校推薦型選抜 公立大学中期日程

学校推薦型選抜Ⅰ
学校推薦型選抜Ⅱ
大学入学共通テスト利用 後期日程

大学入学
共通テスト

前期日程

多様な就職活動サポート

確かな就職実績

就職活動をサポートするキャリア支援センターでは、1年

をとおして様々なキャリア形成支援を行い、学生へ情報

を提供しています。具体的には各種ガイダンスやセミ

ナーといった就職支援事業のほか、求人受付・掲示、進路

調査、就職指導・相談、推薦状発行、就職資料の収集等、就

職に関する様々な業務に加え、卒業後の進路全般につい

ても助言や指導を行っています。さらに、全国で活躍する

卒業生も就職活動に協力し、あなたの心強い味方になっ

てくれます。

Career

友達は国内・国外から 

出身は様々

各国、各地域から集まった仲間達と広がる友達の輪。

様々な文化に触れ合い交流を深めるチャンスがありま

す。

Friendship

最大5回のチャンスを

活かして受験が可能

一般選抜は、前期日程に加えて、経済学部は公立大学

中期日程、地域政策学部は後期日程でも実施します。

得意科目を選択して受験してください。学校推薦型選

抜は、経済学部は面接型、地域政策学部は面接型・大学

入学共通テスト利用型を実施します。学部を問わない

場合、受験のチャンスは最大5回。一般選抜は全国主要

都市10か所に試験会場を設置しますので、お近くの会

場をお選びください。

Admissions

就職率

民間等 大企業 52.9%　中企業 24.1%
小企業 13.6%

公務員 国　家　0.7%　地　方 8.3%

教　員 公立・私立  0.5%

就職活動 主なサポート

★地域政策学部後期日程を除きます。

真のグローバル・エキスパートへ

英語教育は、eラーニングを積極的に活用し、TOEIC（国際コミュニケーション英語能力テスト）受験に力を入れています。日常か

ら英語に親しめるよう、少人数でネイティブ講師と会話ができる「English Café」も開設しています。世界14ヵ国16大学と提携して

おり、留学希望者には渡航費や授業料などを助成する制度（海外研修支援事業）を用意し、交換留学や短期語学研修を活発に行って

います。

経済学部国際学科では、英語や国際系科目をはじめとしたグローバル教育と経済・経営のエキスパート教育が融合したカリキュラ

ムにより、グローバル化する社会の課題に主体的に取り組むことができるグローバル・エキスパートの育成を目指します。また、交

換留学などのサポートも充実しており、世界を視野に入れた教育環境で学ぶことができます。

多彩な英語教育でグローバルな人材を育てる

考え方のコア・高度な専門的知識
経済学・経営学

コミュニケーション能力語学力

多様性、客観的視点国際感覚・教養

◆ English Café
◆ eラーニング
◆ 世界14ヵ国 16大学の提携校

本学のゼミナール活動は教室内にとどまらず、各種コンテストやシンポジウムに参加しています。また、地域や民間企業、官公庁と

連携した活動も行っています。

ディスカッション プレゼンテーション

ディベート フィールドワーク

卒業論文

両学部で90を超える

高崎経済大学のゼミナール

高崎経済大学では、経済学部・地域政策学部ともに「ゼミナー

ル（演習）」が必修となっています。指導教員のもとで、問題意

識・関心の近い仲間とともに専門書の輪読、フィールドワー

ク、合宿、ディベート、論文・レポート執筆などを行います。

様々なゼミナール活動を通じ、専門分野の研究が深められる

だけではなく、社会に出て必須となる「コミュニケーション能

力」「プレゼンテーション能力」を養うことができます。

ゼミナールは高崎経済大学の「学びの柱」です。若者を育む「学

びの場」が学生全員に用意されています。

2019年度ゼミナール活動の一例

▶佐藤 敏久 ゼミ
　民間企業とのコラボ商品が発売（Student Innovation College 2017受賞）

▶藻利 衣恵 ゼミ 　佐藤 公俊 ゼミ
　第59回インナー大会中央大学大会への参加

▶飯島 明宏 ゼミ
　日本環境教育学会第30回大会への参加INSECTA2019大会への参加／大気環境学会第60回年会への参加／
　10th World Environmental Education Congressへの参加／eco-Master Grand Prix 2019 学生部門で1位、2位、3位入賞／
　地域の子供たちへの環境学習支援（水生生物調査学習会）の実施

▶片岡 美喜 ゼミ
　群馬県農村整備課「やま・さと応縁隊」事業への参加

▶増田 正 ゼミ
　TCUE投票ファクトリー／G-VOTE 18への参加／
　ぐんまシチズンシップアカデミーへの参加

▶石井 清輝 ゼミ
　桐生祇園祭へのサポートスタッフとして参加

▶米本 清 ゼミ
　子育て家族応援イベント 榛東村「しんとうママフェス」での支援

必修のゼミナールで課題解決能力アップ

英語教育と留学サポートを

充実させ世界を視野に

Seminar

Global

》 詳しくはこちらから

》 詳しくはこちらから

https://www.youtube.com/channel/UCKKk2ZvfTJqFyCChKtSugFQ
https://zetsumeshi-takasaki.jp/

