


















就職を徹底支援

就職支援部課長
梅田 英範

人間健康学部 
スポーツ健康学科4年
照屋 和人さん
沖縄県立豊見城高校出身

経営情報学部
経営ビジネス学科4年
中村 桃子さん
富山県立桜井高校出身

キャリア教育（P19）
ＫＧＣ講座（P21）
就職支援部（P25）
教職センター（P27）

やる気を後押し
ＦＳＰ講座（P31）
KGフロントランナープログラム（P33）
KG都市研究所（P35）
入学前教育（P37）
国際交流センター（P39）

一人一人と向き合う
基礎教育機構（P41）
学修支援センター（P43）

面倒見のいい大学 でありたい。
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■受講生の主な内定先（過去3年間）

◎石川県教育委員会
◎富山県教育委員会
◎加賀市役所
◎珠洲市役所
◎輪島市役所
◎高岡市役所
◎燕市役所
◎中能登町役場
◎上市町役場
◎自衛隊一般幹部候補生
◎石川県警察本部
◎富山県警察本部
◎新潟県警察本部
◎警視庁
◎広島県警察本部
◎新潟市消防局
◎大垣消防組合
◎鯖江丹生消防本部

◎㈱北國銀行
◎㈱北陸銀行
◎㈱富山第一銀行
◎金沢信用金庫
◎興能信用金庫
◎岡三証券㈱
◎日本郵便㈱
◎㈱ＮＴＴマーケティングアクト
◎コマニー㈱
◎㈱小松製作所
◎音頭金属㈱
◎キタムラ機械㈱
◎㈱リンタツ
◎積和不動産中部㈱
◎㈱エイチ・アイ・エス
◎㈱プレステージインターナショナル
◎各ＪＡ
◎私立高校教員

公務員 民間企業

KGC講座（金沢学院キャリア講座） KGCで                　 卒業生の声夢をかなえた

長特

02「面倒見の 
いい大学」
  でありたい。

1 公務員試験合格、人気企業就職を目指す学生を支援
2 地方上級・国家一般職、警察官・消防官、民間企業総合の3コース
3 講師陣は学内外の専門スタッフで構成

勉強法を教えてもらい、復習の習慣も付く
谷口　綾さん  （文学部・石川県立鹿西高校出身） ■中能登町役場

学したときから生まれ育った地元で働きたいという思いがありま
した。１年次の時は公務員になりたいと漠然と思い、３年次の時に

中能登町役場のインターンシップに参加して絶対ここで働きたい、と思い、
試験合格に向けた勉強のスイッチが入りました。この講座では、先生のわ
かりやすい解説が私にピッタリで、試験の勉強法も教えてもらいました。お
陰で講座の後には自分で復習する習慣が付きました。４年生になると直前
対策講座、模擬面接などがあり、最後までサポートしていただいた結果、中
能登町役場に入ることができました。ＫＧＣ講座に１年次からコツコツと学
んできたことが実を結び本当にうれしいです。

入

　公務員や教員になる、人気企業に就職する場合、採用・
入社試験という“狭き門”をくぐり抜けるためにはそれなり
の準備が必要となります。
　ＫＧＣ講座は、学生の希望進路の実現を全面的にサポ
ートする本学独自の課外講座です。
　基礎力養成（1年次）⇒実力養成（2年次）⇒実力完成・志
望分野別コース（3年次）と段階的にそれぞれの目的に応
じた教養力・専門能力を養成していくことができます。一
般の資格試験対策講座に比べ、受講料を大幅に低く設定
し、より多くの意欲ある学生が受講できるように配慮して
います。また、講師陣は学内外の専門スタッフで構成され
ており、指導範囲は数的処理、判断推移、時事問題をはじ
め、人文科学、自然科学の分野にまで及びます。
　2年次からは公務員コースと民間企業総合コースに分か
れ、3年次からは公務員コースも行政、公安に分かれて、よ
り具体的に学ぶことができます。

不可欠の知識、スキルを幅広く指導

「
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公務員・行政コース

夢実現の近道と受講、１日５時間の自学も
川合 純平さん  （人間健康学部・新潟県立新発田高校出身） ■新潟市消防局

学生の時から消防士になりたいと思っていた夢を大学に入ると同
時に目標に切り替え、本気で目指そうと思いました。ただ、体力に

は自信があったものの筆記試験は非常に不安で、入学式後のガイダンス
でＫＧＣ講座を知り、消防士になるにはこの講座が近道と思い、すぐに門を
たたきました。１年生、２年生の時は講座でポイントを押さえていき、３年生
になると講座とは別に平均して１日５時間は自学するようになりました。解
らない問題や疑問が出た時には先生に聞きに行くというルーティンができ
ました。そして、消防局の選考には万全の体制で挑み、夢を何とか実現させ
ることができました。

中

公務員・公安コース

苦手から逃げずに取り組む姿勢も学ぶ
河村 亮佑さん  （文学部・富山県立水橋高校出身） ■㈱富山第一銀行

融業界で働きたい、と思い、そのためには苦手の非言語分野（数
学）を克服しなくていけない、とＫＧＣ講座を受講しました。この講

座では問題が解けるまで丁寧に教えてもらうことができました。また、一人
で勉強をしていると、途中で集中力が切れることがありましたが、この講座
では同じ目標を持った人と励まし合い、そして競い合うことで緊張感を持
続させることができました。その結果、筆記試験の点数がぐんぐん上がって
いき、課題だった非言語分野についても最終的には問題を解くのが楽しみ
と思うほど得意になりました。苦手なものから逃げずに取り組む姿勢の大
切さも学ぶことができました。

金

民間コース
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就職支援部

長特

03「面倒見の 
いい大学」
  でありたい。

1 本人の意思を尊重し、一人一人を徹底支援
2 学部ごとに担当就職支援部職員を配置
3 30名のアドバイザー教員が資格・検定をサポート

　「なりたい自分になるにはどうすれば良いのだろう？」
「自分のやりたいことってなんだろう？」「目標とする仕事
にこのままの学生生活を送っていて大丈夫だろうか？」将
来に対する不安、就職に関する悩みは誰もが持っていま
す。その不安や悩みを解消するために就職支援部があり
ます。不安や悩みは人それぞれ違うもの。4年間の学びや
大学生活で挑戦した可能性を生かして「なりたい自分」
「就きたい仕事」に近づくために本学では一人一人の学
生と真剣に向き合いサポートしています。また、就職のた
めに有利になる「資格・検定」についてもサポートをしてい
ます。本学では、就職に関して一人で悩む必要はありませ
ん。困ったあなたの横には必ず教員と就職支援部の存在
があります。支援は就職先を決めることをゴールとはして
いません。5年後、10年後に企業から必要とされる、輝ける
人材になってもらうことを目標に支援しています。

希望進路の実現を徹底サポート

「
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学
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学生本人とゼミ担当教員、就職支援部職員が三位一体となって、学生
の就職活動をサポートしています。3年次から「三者面談」を実施し、学
生の希望や適性に応じた職業を探していきます。就職活動の現状や不
安を整理し、就職先が決まるまで何度も面談を重ねて行います。

1 三者面談就職支援

全学年を対象にＯＢ・ＯＧを学内に招いて、社会人としての心得や学生
時代にしておけば良かったことなどのアドバイスをもらいます。普段聞
けない裏話も聞くことができ、働く仕事に対する心構えを養うことがで
きます。

3 ＯＢ・ＯＧ交流会就職支援

3年生になると社会人としての必要な能力・実務的な能力を身に付ける
ため、年間30回の就職教育講座が開講されます。就職に必要といわれ
る「自己分析」「企業研究」のやり方、スーツの着こなし方など就職に関
する重要なことを講座内で全て学ぶことができます。

5 就職教育講座就職支援

就職支援部内には資格支援コーナーがあります。資格・検定の取得を
目指す学生を対象に、それぞれの要望や適性に合わせた資格・検定の
種類などを紹介しています。希望者にはその分野に強いアドバイザー
教員を紹介し、学生の夢の実現をサポートしています。

6 資格支援就職支援

大学の白山麓研修センター（白山市）で就職合宿を実施しています。ビ
ジネスマナーやグループトークのトレーニングを行います。また、就職
先が決定した4年生がサポーターとして参加し、後輩に就職活動のやり
方を伝授します。同時に就職戦線を勝ち抜く決意を互いに高めます。

2 就職合宿就職支援

北陸を中心に企業の採用担当者を招いて学内で企業説明会、業界研
究セミナーを行います。大学5号館の食堂１・２階を会場として、就職活
動を控える学生はスーツ姿で熱心に企業担当者からの説明にメモを取
りながら耳を傾け、企業研究を行います。

4 学内企業説明会・業界研究セミナー就職支援

◎日本漢字能力検定
◎文章読解・作成能力検定
　 （旧名称：日本語文章能力検定）
◎日本語検定
◎実用英語技能検定
◎TOEIC

〈
語
学
〉

〈
デ
ザ
イ
ン
〉
〈
販
売
〉
〈
事
務・実
務
〉
〈
ス
ポ
ー
ツ
〉
〈
そ
の
他
〉

〈
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ・情
報
〉

〈
経
理・経
営
〉

◎DTP検定
◎ITパスポート試験
◎基本情報技術者試験
◎コンピュータサービス技能評価試験
◎ICTプロフィシエンシー検定（Ｐ検）
◎CGクリエイター検定
◎Ｗｅｂデザイナー検定
◎マルチメディア検定

◎日商簿記検定
◎税理士
◎公認会計士
◎中小企業診断士
◎ファイナンシャル・プランニング技能士
◎経営学検定

◎色彩検定
◎カラーコディネーター検定
◎インテリアコーディネーター検定

◎ファッション販売能力検定
◎ファッションビジネス能力検定

◎秘書技能検定
◎ビジネス文書技能検定
◎サービス接遇検定

◎ＮＳＣＡ認定パーソナルトレーナー
◎健康運動指導士
◎トレーニング指導士

◎宅地建物取引士
◎フォトマスター検定

■主なサポート資格・検定一覧 （2018年度）
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M E S S A G E
先輩からの

　日本語をさまざまな角度から分析し、その特質を明らかにしてい
きます。授業では、文章の数値的分析、意味の正確な記述、修辞技
法の習得などを課題として扱ってきました。これらの課題を通じて、
日本語を客観的にとらえる目を養っていきたいと思っています。

ピックアップ研究室
寺田研究室

PIC
K UP

文学部 文学科

日本文学専攻

文学の町で学ぶ日本語と日本文学
　金沢三文豪をはじめ、数多くの文学者や研究者を輩出してきた文学と研究の町・金沢は、日本文学を学ぶのに最適な環
境です。日本文学専攻では、この環境を生かした教養教育に加え、地域社会と連携した実践的な学びを積極的に実施して
います。地方文学賞「島清恋愛文学賞」の運営サポート、泉鏡花研究を通じた地域活性化プロジェクト、地元文学館・図書
館の支援活動などはその一例です。金沢の文化・文学的土壌を最大限に活用し、教養と実践が融合した本専攻ならでは
のカリキュラムを展開しています。

教員や学芸員、マスコミ業など幅広い将来の選択肢
　日本語を中心とした教養と技能、またそれを社会で生かすための実践力の習得が、幅広い業種・職種への就職につな
がっており、例年高い就職実績を収めています。中学校教諭一種免許状（国語）・高等学校教諭一種免許状（国語）の取得
が可能で、これまでに数多くの卒業生を教壇へと送り出しています。
　その他にも学芸員や日本語教員、司書など多様な資格・免許を取得することができ、本学全体としての就職支援講座や
教員および公務員採用試験対策講座などと合わせ、将来の選択肢の幅広さ、夢に着実に近づける環境が、本専攻の特徴
のひとつとなっています。

古典から近現代の日本文学と日本語を学ぶ
　日本語学分野では、私たちがふだん何気なく使っている日本語のさ
まざまな表現や特徴について広く学びます。その上で、日本語史、社
会言語学、日本語教育学などを通じて日本語に関する知見を深め、さ
らに最新の日本語研究の実際に触れて専門的な力を伸ばします。
　日本文学分野では、まず、文学の基礎的な知識を身に付け、さらに
古典から近現代におよぶ日本文学、児童文学、金沢の文学を学び、そ
の上で日本文学研究に必要な力を養い高い専門的知識を習得します。

創作を通じて、伝える力を伸ばす
　「創作入門」「創作実践」の授業を設けていることも特色
の一つです。小説や詩など文学作品の創作や編集につ
いて学ぶとともに、日本語を用いて伝える力を育みます。
　著述業やマスコミ業界はもちろん、あらゆる職種で求
められる日本語を読む・書く・話す・聞く能力を総合的に
高めながら、日本語の知識と技法、高いコミュニケーショ
ン能力を備え、多方面で活躍できる人材を育成します。

文
学
部

文
学
科 

｜ 

日
本
文
学
専
攻

日本語日本文学専攻3年

田中 祐衣さん 
［石川県立金沢錦丘高校出身］

やりたいことが見つかる
魅力あふれる学び
　この専攻では日本語や文学に関する
基本的な学びのほか、方言から言葉を
とらえる、自分で小説を執筆する、文学
作品と映画を比較するなど多様な授業
も受けられます。また、金沢は多くの文
豪と関わりが深く、文学を身近に感じら
れる課外授業もあります。多くの魅力あ
る授業により、私は自分の興味を見つ
け、今は児童文学の翻訳作品の比較研
究に日々励んでいます。

た なか　 ゆ　 い

日本語を分析し、その特質を知る

日本語と日本文学を学び
　　　　　　　　社会で生きる能力を育む

日本語日本文学専攻３年
今寺 茉理さん
石川県立大聖寺高校出身

日本文学専攻２年
篠原 葉奈さん
富山県立富山西高校出身

日本語日本文学専攻３年
彼谷 実咲さん
富山県立高岡西高校出身

卒業研究テーマ例

●『古今和歌集』における「月」
●『百人一首』恋の歌の分類についての研究
●文学作品の中の安倍晴明 ―平安から現代まで―
●北原白秋『邪宗門』の「天草雅歌」について

●芥川龍之介『六の宮の姫君』における解釈の相違点
●内田百閒『冥途』論 ―心象風景をさまよう私―
●三島由紀夫『潮騒』論 ―藍本との比較―
●連載小説としての『花物語』論

●広告キャッチコピーの格助詞「に」「へ」の使い分け
●本谷有希子作品の女性語について

【取得可能な資格・検定】
●中学校教諭一種免許状（国語） ●高等学校教諭一種免許状（国語） ●学芸員 ●日本語教員 ●司書
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M E S S A G E
先輩からの

　母語や第二言語がどのように獲得されるのかを、科学的に研究
します。実験などで子どもや英語学習者からデータを集めながら、
どうして母語はこんなに簡単に獲得できるのか、どうして第二言語
を獲得することはこんなに難しいのか、といった問題を考えます。

ピックアップ研究室
大滝研究室

PIC
K UP

文学部 文学科

英米文学専攻

実践的な環境で学ぶ英語と英米文学
　毎年数多くの外国人観光客が訪れ、また観光産業が大きく発展した国際的観光都市・金沢は、英語や英会話、英米文学
と英米文化を実践的に学ぶことができる環境にあります。英米文学専攻では、この優れた環境を生かして、責任のある立
場で活躍できるビジネスパーソンにふさわしい英語力・プレゼンテーション力を育みます。
　さらに、英語を使いこなせるだけではなく、言語習得、異文化交流、文学という複数の視点から英語を立体的に学ぶこと
のできるカリキュラムを用意し、グローバルに活躍する人材を国際的観光都市・金沢で育成します。

地域社会のグローバル化に対応  英語を武器にした就職
　企業の海外進出、観光関連業界やホスピタリティ産業の発展が著しい金沢においても、高い英語運用能力と教養を備
えた人材への期待はますます高まっています。英米文学専攻では、地域社会で進むグローバル化を背景に、例年高い就職
実績を達成しており、その業種・職種も多岐にわたります。
　また、中学校教諭一種免許状（英語）、高等学校教諭一種免許状（英語）をはじめ、学芸員、日本語教員、司書など多彩な
資格・免許取得を目指すことができます。特に、この4年間では、現役・卒業生を合わせて10人が英語科の教員採用試験に
合格しています。

単に英語を学ぶのではなく、英語で学ぶ
　英米文学専攻の特徴の一つは、英語で開講している授業があるこ
とです。英語でプレゼンテーションやディスカッションをするためには、
まず自分の考えを持つことが必要になります。そのために、英語で行
われる授業を通して、英語で学び、英語で考える力を身に付けていき
ます。単に英語を学ぶことにとどまらず、これからのグローバル社会
で必要とされる、自らの考えを国際的に発信する力を養成する。それ
が英米文学専攻の学びです。

文
学
部

文
学
科 

｜ 

英
米
文
学
専
攻

英語英米文学専攻3年

清水 友輝さん 
［石川県立大聖寺高校出身］

高校までとは違う
真の学びの面白さを大学で！
　私は英米文学専攻なので英語につい
て学んでいますが、テストで良い点数を
取ることが目的となっていた高校までの
英語とはかなり違います。例えば一般動
詞の疑問文や否定文にはdo(does , 
did)が必要となるのはなぜでしょうか？
大学ではこの理由を筋道を立てて考え
ることによって学ぶことができます。ここ
に私は大学で学ぶ面白さを感じていま
す。あなたの学び面白さを大学で見つ
けてください。

し みず　 ゆう き

言語獲得メカニズムの科学的研究

グローバル社会で生かされる
　　　　　　　 英語力と教養を身に付ける

英米文学専攻２年
児玉 真依さん
石川県立小松明峰高校出身

英米文学専攻２年
尾崎 真理さん
富山県立高岡南高校出身

英米文学専攻２年
小野寺 泉さん
新潟県立長岡商業高校出身

卒業研究テーマ例

●A Comparison of Five Japanese Gardens and Five English Gardens
●Arts and Crafts of Kaga and Noto Region: A Portfolio of Writing Styles
●Issues in Education in Japan and the US
●『高慢と偏見』(Pride and Prejudice) から学ぶジェイン・オースティンの主張
●The Great GatsbyにおけるDaisyの人物像

●HeathcliffとCatherine Earnshawの相違点から読み解く『嵐が丘』の異質性
●コーパスを用いた類義語研究：「恐れ」を意味する形容詞
●日本語母語話者の英語学習者が引き起こす項脱落の原因
●L2読解におけるチャンキング単位の大きさとワーキングメモリの容量の関係
●時制・話題の観点から見たBeの過剰生成

【取得可能な資格・検定】
●中学校教諭一種免許状（英語） ●高等学校教諭一種免許状（英語） ●学芸員 ●日本語教員 ●司書

グローバル社会を生き抜くための英語力の養成
グローバル化の進んだ社会の中では、「ただ何となく通じればいい」という英語力ではなく、相手の言っていることを正確に理解した上で、自身の
意見を的確に伝えられる英語力が必要とされます。そのような力を４年間で身に付けるために、プレゼンテーションやディスカッションなどの実践
的な授業でのトレーニングを通じて、英語の規則とそれを使ったコミュニケーションの方法をバランスよく学びます。

■英米文学専攻の学び
❶英語運用能力を鍛える

イギリス・アメリカの文化・歴史を読み解く
イギリスやアメリカで生み出された文学作品を読み解くことによって、
それらの国における時代ごとの文化的な背景や歴史、人々の考え方を
深く学びます。

❷英米文学を学ぶ
「英語」という言語を科学する
英語という言語はどのような特徴を持った言語なのか、我々の母語で
ある日本語とどのように異なるのかといった問題を、文法・意味・音・習
得などの観点から科学的に考えます。

❸英語学を学ぶ
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文
学
部

文
学
科 

｜ 

島
清
恋
愛
文
学
賞

１８９９―１９３０年。現在の石川県
白山市（旧美川町）で、回漕業の
父常吉と母みつの長男として生ま
れ、５歳で金沢へ移住。２０歳で刊
行した「地上」など４部作がベスト
セラーになる。３０年に都内の保養
院で死去。９４年に旧美川町が島
清恋愛文学賞を制定。直木賞作
家、渡辺淳一氏（2014年死去）が
第20回まで選考委員長を務め、主
な受賞作家には高樹のぶ子さん
や林真理子さんらがいる。

島田清次郎
（しまだ・せいじろう）

最前線体験のユニークなゼミ
　「島清恋愛文学賞」は、大正期に活
躍したベストセラー作家である島田清
次郎を顕彰するとともに、恋愛文学を
盛り上げるため、島田の出身地である 
旧美川町が１９９４（平成６）年に創設
し、２０１４（平成２６）年度からは、本学
がその運営を行っています。 　
　これまで、文壇で活躍しているそうそ
うたる作家たちが、この賞を受賞してき
ました。今年は、3月10日、石川県政記
念しいのき迎賓館で、第24回の贈呈式
が行われました。 　
　大学が文学賞の運営を行うというの
は、他に例がありませんが、何よりもユ 
ニークなのは、学生も作品の推薦委員
に加われるということです。文芸の創

作に興味がある人はもとより、編集、出
版の道に進みたいという学生は、「島
清恋愛文学賞ゼミ」に参加することで、 
作家や大手出版社の編集者から直接、
現代日本文学の最前線の話を聞くこと
ができます。

〈読解力〉と〈表現力〉
　参加学生は推薦委員として、候補作
品の中から、選考委員会（林真理子・藤
田宜永・村山由佳・秋山稔の各氏）に
あげる3作品を選ぶ作業をすることで、
文学作品を〈読む力〉・自分の考えを
〈表現する力〉が格段にアップします。
自分たちの選んだ作品の中から、 授賞
作が決定されるので、作品を読む 真剣
さが、普段の何気ない読書と違うのです。 

　推薦委員会では教員や学外の委員
との議論が待っています。その作品が
良い理由、悪い理由を他の委員にもわ
かる言葉で説明しなければなりませ
ん。ディベートは、今日、さまざまな授業
で取り入れられていますが、推薦委員
会は架空のゲームではなく、世代も経
験も自分たちを上回る委員たちとのリ
アルな真剣勝負の場なのです。 　
　自分の中での〈読み〉はそれを〈表
現〉することで明確になり、〈表現〉の中
身は、真剣な〈読み〉に支えられます。こ
の〈読み〉と〈表現〉の好循環が、読解
力・表現力をともに高めてくれます。さ
らに、候補として推薦されたさまざまな 
作品を読むことで、今まで読む機会が 
なかった作家の作品に触れることがで

き、読書の世界が広がります。

人気の〈創作ワークショップ〉
　本学が運営を行い、学生が推薦委員 
に加わるようになってから、「島清恋愛
文学賞に新しい風が吹いて来た」と、 
文学関係者から注目されています。若
い人の新鮮な視点が加わったことによ
って、恋愛小説のイメージが変わりつ
つあるようです。贈呈式に合わせて創
作ワークショップも開催されます。学生
が書いた小説を取り上げ、大手出版社
で長年文芸誌の編集者として活躍した
講師から、実践的なアドバイスがもらえ
ます。創作に興味のある高校生や社会
人も加わって毎年、会場は熱く盛り上
がります。

第24回
第23回
　　　
第22回
第21回
第20回
　　　
第19回
第18回
第17回
第16回
第15回
第14回
第13回
第12回
第11回
第10回
第 9 回　
第 8 回
第 7 回
第 6 回
第 5 回
第 4 回
第 3 回　
第 2 回
第 1 回

朝倉宏景
乙川優三郎
山崎ナオコーラ
吉村萬壱
島本理生
林 真理子
千早　茜
桜木紫乃
あさのあつこ
桐野夏生
村山由佳
阿川佐和子
江國香織
石田衣良
小手鞠るい
井上荒野
谷村志穂
岩井志麻子　
藤堂志津子
阿久　悠
藤田宜永
小池真理子
野沢　尚
坂東眞砂子　
山本道子
高樹のぶ子

『風が吹いたり、花が散ったり』
『ロゴスの市』
『美しい距離』
『臣女』
『Red』
『アスクレピオスの愛人』
『あとかた』（同時受賞）
『ラブレス』
『たまゆら』
『ナニカアル』
『ダブル・ファンタジー』
『婚約のあとで』
『がらくた』
『眠れぬ真珠』
『欲しいのは、あなただけ』
『潤一』
『海猫』
『自由戀愛』　
『ソング・オブ・サンデー』
『詩小説』
『求愛』
『欲望』
『恋愛時代』
『桜雨』　
『瑠璃唐草』
『蔦燃』

歴代受賞者・受賞作品

郷土ゆかりの「島清恋愛文学賞」を継承
文学部ゼミ学生が選考、候補を３作に絞る

❶ ❷

❸ ❹ ❺

❶学内の選考委員会で意見を交わす学生たち＝2017年12月、金沢学院大学 ❷贈呈式に先立ち開催された「創
作ワークショップ」＝2018年3月、しいのき迎賓館 ❸選考委員会で意見を述べる（左から）藤田宜永さん、林真理
子さん、秋山稔学長＝2018年2月、東京都内のホテル ❹第23回島清恋愛文学賞を贈呈される山崎ナオコーラさ
ん=2017年3月、しいのき迎賓館 ❺第24回島清恋愛文学賞贈呈式後のパーティーで、受賞者の朝倉宏景さんと
選考委員の村山由佳さんから創作秘話を聞く学生たち＝2018年3月、金沢市のしいのき迎賓館
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　スポーツ選手のケアやメディカルサポートをするトレー
ナーを養成します。
　２０１６年度からは、第２体育館内に設けられているトレ
ーニングセンターがリニューアルされ、専属のスポーツト
レーナーから、より専門性の高い具体的な指導を受けら
れるようになりました。北信越地区で唯一スポーツメンタ
ルトレーニング上級指導士の資格を持ち、スポーツ心理
学・メンタルトレーニングを専門とする教授も新たに加わ
り、将来、メンタルトレーナーなどの分野を目指す人には
最適といえます。
　高齢化社会の進展に伴い、地域の人々の健康づくりに
貢献するスペシャリストとして、需要が高まっている「健康
運動指導士」の養成校にも認定されています。健康運動
指導士の資格取得に必要な現場実習を行う施設も拡充し
ています。

人
間
健
康
学
部

■学校法人金沢学院大学勤務

岸　彩乃さん 
2014年度 スポーツ健康学部スポーツ健康学科
（現・人間健康学部スポーツ健康学科）卒業

きし　　　あや　の

専属トレーナーから専門性の高い指導
「健康運動指導士」の養成校にも認定

スポーツ心理学が競技に生きる
世界選手権、五輪で活躍へ精進
　大学では生徒や選手への指導方法を
学び、中学・高校教諭一種免許状(保健
体育)を取得しました。スポーツ心理学
や栄養学などで学んだことが現在の競
技生活に生かされています。特に試合
前の気持ちのコントロールがうまく出来
るようになり、程よい緊張感も持って、良
い心理状態で演技できるようになりまし
た。母校に就職し、学生時代と同じ環境
で、2018年、19年世界選手権大会と
2020年東京オリンピックで活躍するこ
とを目標に、毎日競技に精進しています。

OB/OG MESSAGE

■滑川市立早月中学校勤務

山村 芽生さん 
2016年度 人間健康学部スポーツ健康学科卒業

大学で多様な分野に触れ広い視野
生徒と一緒に新しい発見や知識
　大学時代は、とにかく多様な分野の
知識に触れ、広い視野を持つことを目
標に、楽しみながら取り組んできました。
在職中の今、教える側が教科・単元の
楽しさ・魅力を知っていることは、とても
大切なことだと強く感じています。教師
という仕事は大変なことも多いですが、
それ以上に多くのやりがいを感じるこ
とができます。毎日を生徒たちと過ごす
なかで、新しい発見や新しい知識との
出会いを生徒たちと同じ感覚で味わう
ことができるのがとても楽しいです。

やま むら     め    い

人間健康学部 スポーツ健康学科

指導者養成専攻 アスリート、教員、指導者 活躍する卒業生

■公益財団法人スポーツ振興事業団勤務

眞部 翔太さん 
2014年度 スポーツ健康学部スポーツ健康学科
（現・人間健康学部スポーツ健康学科）卒業

まな   べ     しょう   た

学生時代に勉強への姿勢学ぶ
仕事にやりがい、楽しく充実
　事業団では幼稚園児から高齢者まで、
幅広い年齢層にトレーニング、スタジオ
レッスン、水泳などを指導しており、現
在勤務する「スポーツクラブWOODY」
は大人が対象です。身体づくりの指導
には大学で学んだスポーツの知識が活
かされています。勉強に対する姿勢を
学生時代に学べたおかげで、会社での
試験にも合格し、年々責任ある仕事を
任されるようになりました。プレッシャー
もありますが、やりがいを感じて日々楽
しみながら仕事しています。

M E S S A G E
先輩からの

スポーツ健康学科4年

西野 朱音さん 
［福井県立福井商業高校出身］

将来に役立つスポーツイベントの
企画運営で力を付ける
　専門的な授業が多く、身体構造や栄
養バランス、トレーニング方法などの知
識が増え、部活動に生かすことで、けが
の防止などに役立てています。オリンピ
ックに出場経験のある先生方から、コー
チング論など指導者の視点に立った勉
強もできます。学生が企画・運営する運
動会や、スポーツボランティアを通じた
地域交流も経験でき、将来に役立つイ
ベントの企画運営能力も身に付きます。

にし　の　 あか　ね

2017年度卒業生 主な就職先

●教員8名●公務員（警察、消防）７名●大
学院進学3名●団体職員（JA、JICA、研究所、
郵政、スポーツ事業団）７名●スポーツ・健
康関連企業１０名●一部上場企業（小松製
作所、綜合警備保障など）１７名●一般企業
（自動車、運送、金融、建築、薬局、不動産、電
器産業など）50名

スポーツ健康学科2年
湯本 大介さん
新潟県立高田高校出身

スポーツ健康学科2年
橋村 駿汰さん
石川・金沢高校出身

スポーツ健康学科2年
松田　健さん
富山県立滑川高校出身

ウォーキング測定

ジョギングの3次元計測
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※上記学納金以外に、後援会費や学友会費、同窓会費、教職・学芸員・司書課程履修費などが必要になります。
　詳細は「2019年度学生募集要項」でご確認ください。

納期
入学手続時（前期）

入学金 授業料 教育充実費 合計

■学納金

750,000円

570,000円
1,320,000円

▶奨学生に選抜された場合の給付金額と学納金額

１年次の
学納金

ＳＡランク

■文学部 教育学科

ＫＧスカラシップ金沢学院大学独自の奨学金

給付
375,000円

945,000円

ＳBランク

給付
200,000円

1,120,000円

Ａランク

給付

3,000,000円

1,680,000円
4,680,000円

▶４年間奨学生が継続になった場合の給付金額と学納金額

４年間の
学納金

ＳＡランク

給付
1,500,000円

3,180,000円

ＳBランク

給付
800,000円

3,880,000円

Ａランク

給付

730,000円

480,000円
1,210,000円

▶奨学生に選抜された場合の給付金額と学納金額

１年次の
学納金

ＳＡランク

■文学部 文学科 日本文学専攻 ▶文学部 教育学科

給付
365,000円

845,000円

ＳBランク

給付
200,000円

200,000円 375,000円 185,000円 760,000円

初年度年額 200,000円 750,000円 370,000円 1,320,000円
後期

２～４年次（年額） 750,000円 370,000円 1,120,000円

375,000円 185,000円 560,000円

1,010,000円

Ａランク

給付

2,920,000円

1,260,000円
4,180,000円

▶４年間奨学生が継続になった場合の給付金額と学納金額

４年間の
学納金

ＳＡランク

給付
1,460,000円

2,720,000円

ＳBランク

給付
800,000円

3,380,000円

Ａランク

給付

730,000円

480,000円
1,210,000円

▶奨学生に選抜された場合の給付金額と学納金額

１年次の
学納金

ＳＡランク

■文学部 文学科 英米文学専攻・心理学専攻

給付
365,000円

845,000円

ＳBランク

給付
200,000円

1,010,000円

Ａランク

給付

2,920,000円

1,350,000円
4,270,000円

▶４年間奨学生が継続になった場合の給付金額と学納金額

４年間の
学納金

ＳＡランク

給付
1,460,000円

2,810,000円

ＳBランク

給付
800,000円

3,470,000円

Ａランク

給付

730,000円

480,000円
1,210,000円

▶奨学生に選抜された場合の給付金額と学納金額

１年次の
学納金

ＳＡランク

■文学部 文学科 歴史学専攻

給付
365,000円

845,000円

ＳBランク

給付
200,000円

1,010,000円

Ａランク

給付

2,920,000円

1,410,000円
4,330,000円

▶４年間奨学生が継続になった場合の給付金額と学納金額

４年間の
学納金

ＳＡランク

給付
1,460,000円

2,870,000円

ＳBランク

給付
800,000円

3,530,000円

Ａランク

給付

850,000円

630,000円
1,480,000円

▶奨学生に選抜された場合の給付金額と学納金額

１年次の
学納金

ＳＡランク

■人間健康学部 健康栄養学科

給付
425,000円

1,055,000円

ＳBランク

給付
200,000円

1,280,000円

Ａランク

給付

3,400,000円

1,920,000円
5,320,000円

▶４年間奨学生が継続になった場合の給付金額と学納金額

４年間の
学納金

ＳＡランク

給付
1,700,000円

3,620,000円

ＳBランク

給付
800,000円

4,520,000円

Ａランク

給付

770,000円

540,000円
1,310,000円

▶奨学生に選抜された場合の給付金額と学納金額

１年次の
学納金

ＳＡランク

■人間健康学部 スポーツ健康学科

給付
385,000円

925,000円

ＳBランク

給付
200,000円

1,110,000円

Ａランク

給付

3,080,000円

1,560,000円
4,640,000円

▶４年間奨学生が継続になった場合の給付金額と学納金額

４年間の
学納金

ＳＡランク

給付
1,540,000円

3,100,000円

ＳBランク

給付
800,000円

3,840,000円

Ａランク

給付

730,000円

470,000円
1,200,000円

▶奨学生に選抜された場合の給付金額と学納金額

１年次の
学納金

ＳＡランク

■経営情報学部 経営情報学科

給付
365,000円

835,000円

ＳBランク

給付
200,000円

1,000,000円

Ａランク

給付

2,920,000円

1,460,000円
4,380,000円

▶４年間奨学生が継続になった場合の給付金額と学納金額

４年間の
学納金

ＳＡランク

給付
1,460,000円

2,920,000円

ＳBランク

給付
800,000円

3,580,000円

Ａランク

給付

850,000円

630,000円
1,480,000円

▶奨学生に選抜された場合の給付金額と学納金額

１年次の
学納金

ＳＡランク

■芸術学部 芸術学科

給付
425,000円

1,055,000円

ＳBランク

給付
200,000円

1,280,000円

Ａランク

給付

3,400,000円

1,920,000円
5,320,000円

▶４年間奨学生が継続になった場合の給付金額と学納金額

４年間の
学納金

ＳＡランク

給付
1,700,000円

3,620,000円

ＳBランク

給付
800,000円

4,520,000円

Ａランク

給付

納期
入学手続時（前期）

入学金 授業料 教育充実費 合計
▶文学部 文学科 日本文学専攻

200,000円 365,000円 140,000円 705,000円

初年度年額 200,000円 730,000円 280,000円 1,210,000円
後期

２～４年次（年額） 730,000円 260,000円 990,000円

365,000円 140,000円 505,000円

納期
入学手続時（前期）

入学金 授業料 教育充実費 合計
▶文学部 文学科 英米文学専攻・心理学専攻

200,000円 365,000円 140,000円 705,000円

初年度年額 200,000円 730,000円 280,000円 1,210,000円
後期

２～４年次（年額） 730,000円 290,000円 1,020,000円

365,000円 140,000円 505,000円

納期
入学手続時（前期）

入学金 授業料 教育充実費 合計
▶文学部 文学科 歴史学専攻

200,000円 365,000円 140,000円 705,000円

初年度年額 200,000円 730,000円 280,000円 1,210,000円
後期

２～４年次（年額） 730,000円 310,000円 1,040,000円

365,000円 140,000円 505,000円

納期
入学手続時（前期）

入学金 授業料 教育充実費 合計
▶人間健康学部 健康栄養学科

200,000円 425,000円 215,000円 840,000円

初年度年額 200,000円 850,000円 430,000円 1,480,000円
後期

２～４年次（年額） 850,000円 430,000円 1,280,000円

425,000円 215,000円 640,000円

納期
入学手続時（前期）

入学金 授業料 教育充実費 合計
▶人間健康学部 スポーツ健康学科

200,000円 385,000円 170,000円 755,000円

初年度年額 200,000円 770,000円 340,000円 1,310,000円
後期

２～４年次（年額） 770,000円 340,000円 1,110,000円

385,000円 170,000円 555,000円

納期
入学手続時（前期）

入学金 授業料 教育充実費 合計
▶経営情報学部 経営情報学科

200,000円 365,000円 135,000円 700,000円

初年度年額 200,000円 730,000円 270,000円 1,200,000円
後期

２～４年次（年額） 730,000円 330,000円 1,060,000円

365,000円 135,000円 500,000円

納期
入学手続時（前期）

入学金 授業料 教育充実費 合計
▶芸術学部 芸術学科

200,000円 425,000円 215,000円 840,000円

初年度年額 200,000円 850,000円 430,000円 1,480,000円
後期

２～４年次（年額） 850,000円 430,000円 1,280,000円

425,000円 215,000円 640,000円
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	ol_kg2019第一版_133-136_大学院
	kg2019第一版_133-134_大学院_ol
	kg2019第一版_135-136_大学院_ol

	kg2019第二版_137-138_地域連携_ol
	kg2019第二版_139-140_キャンパスライフ（スナップ）1_ol
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	kg2019第二版_149-150_キャンパスライフ（学生寮）_ol
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