
経済学科国際コース　教育カリキュラムの体系

必修科目	 ■ 選択必修科目	 ▲ 選択科目	 ●

学　年　別　科　目　配　当 卒業に必要な構成要件

総
合
教
育
科
目

人文科学教養
哲学Ａ	 ❷	 哲学Ｂ	 ❷	 倫理学Ａ	 ❷	 倫理学Ｂ	 ❷	 日本史Ａ	 ❷	 日本史Ｂ	 ❷	 外国史Ａ	 ❷	 外国史Ｂ	 ❷	
現代思想論	 ❷	 古典文学Ａ	 ❷	 古典文学Ｂ	 ❷	 近現代文学Ａ	 ❷	 近現代文学Ｂ	 ❷	 日本語表現Ⅰ	 ❷	 日本語表現Ⅱ	 ❷	 日本語表記	 ❷	
メディア文化論	 ❷	 地域と文化Ａ	 ❷	 地域と文化Ｂ	 ❷	

選択 20単位

社会科学教養 法学Ａ	 ❷	 法学Ｂ	 ❷	 社会学Ａ	 ❷	 社会学Ｂ	 ❷	 政治学Ａ	 ❷	 政治学Ｂ	 ❷	 地理学Ａ	 ❷	 地理学Ｂ	 ❷	
日本国憲法	 ❷	 心理学Ａ	 ❷	 心理学Ｂ	 ❷	 文化人類学Ａ	 ❷	 文化人類学Ｂ	 ❷	 ジェンダー論	 ❷	 国際関係論	 ❷	 スポーツ科学論	 ❷

自然科学教養 物理学Ａ	 ❷	 物理学Ｂ	 ❷	 生物学Ａ	 ❷	 生物学Ｂ	 ❷	 科学史Ａ	 ❷	 科学史Ｂ	 ❷	 地球科学Ａ	 ❷	 地球科学Ｂ	 ❷	
生命科学	 ❷	

研究科目 教養研究（一）	 教養研究（二）	 ❹ 研究論文	 ❹

その他 特論Ａ	 ❷	 特論Ｂ	 ❷ キャリア形成論	 ❷

コース科目 日本の文化Ａ	 	 日本の文化Ｂ	 	 日本の社会Ａ	 	 日本の社会Ｂ	 	

留学認定科目 海外特研Ａ	 	 海外特研Ｂ	 	 海外特研Ｃ	 	 海外特研Ｄ	 	 海外特研Ｅ	 	

総合教育科目から修得する単位数 20単位

外
国
語
科
目

基盤英語 英語リーディング・ライティング	2	 英語コミュニケーション	2 英語ワークショップＡ	1	 英語ワークショップＢ	1

必修10単位

キャリア形成英語
TOEIC ワークショップＡ	2 TOEIC ワークショップＢ	1	 TOEIC ワークショップＣ	1	

ビジネス英語Ａ	 ❶	 ビジネス英語Ｂ	 ❶	 メディア英語Ａ	 ❶	 メディア英語Ｂ	 ❶

自由な選択科目アカデミック英語 英語特殊研究Ａ	 ❶	 英語特殊研究Ｂ	 ❶

資格試験英語 TOEFLＡ	 ❷	 TOEFL Ｂ	 ❷ TOEIC	Advanced Ａ	❶	 TOEIC	Advanced Ｂ	❶

第二外国語科目
入門ドイツ語	 	 基礎ドイツ語	 	
入門フランス語	 	 基礎フランス語	 	
入門中国語	 	 基礎中国語	 	
入門スペイン語	 	 基礎スペイン語	

総合ドイツ語	 	 コミュニケーションドイツ語	❷	 メディアドイツ語	 ❷
総合フランス語	 	 コミュニケーションフランス語	❷	 メディアフランス語	❷
総合中国語	 	 コミュニケーション中国語	❷	 メディア中国語	 ❷
総合スペイン語	 	 コミュニケーションスペイン語	❷	 メディアスペイン語	❷

第二外国語から
選択した言語の

「入門〇〇」，「基礎〇〇」，「総合〇〇」
の選択必修6単位

留学認定科目 海外語学研究Ⅰ	 ❷	 海外語学研究Ⅱ	 ❷	 海外語学研究Ⅲ	 ❷	 海外語学研究Ⅳ	 ❷	 自由な選択科目

外国語科目から修得する単位数 16単位

保
健
体
育
科
目

保健体育科目
健康・スポーツの基礎	2	 必修2単位

スポーツＡ	 ❶	 スポーツＢ	 ❶ 自由な選択科目

保健体育科目から修得する単位数 2単位

全学共通教育科目 自主創造の基礎	 ❷	 日本を考える	 ❷ 自由な選択科目

１年次 ２年次 ３年次 ４年次

小計1 総合教育科目・外国語科目・保健体育科目から修得する単位数 38単位

注１

そのうち，コース選択必修科目
として，コース科目「日本の文
化Ａ /Ｂ」，「日本の社会Ａ /Ｂ」，
留学認定科目「海外特研Ａ～Ｅ」
から４単位



経済学科国際コース　教育カリキュラムの体系

必修科目	 ■ 選択必修科目	 ▲ 選択科目	 ●

導入科目
（1年次から履修可能）

基幹科目
（2年次から履修可能）

展開科目
（3年次から履修可能）

専
門
教
育
科
目

学科共通
科目

基礎ミクロ経済学	 4
基礎マクロ経済学	 4 必修8単位

コ
ー
ス
専
門
英
語
科
目

英語セミナーＡ	 1	 英語セミナーＢ	 1	 英語セミナーＣ	 1	 英語セミナーＤ	 1 必修4単位

Overseas	Study	
英語インテンシブ・リーディングＡ	 	
英語インテンシブ・リーディングＢ	 	
英語インテンシブ・リスニングＡ	 	
英語インテンシブ・リスニングＢ	 	
留学のための英語ＬＲ	Ａ	 	
留学のための英語ＬＲ	Ｂ	 	
留学のための英語ＳＷ	Ａ	 	
留学のための英語ＳＷ	Ｂ	

英語エッセイ・ライティングＡ	 	 英語エッセイ・ライティングＢ	 	 英語ビジネス・コミュニケーションＡ	 	 英語ビジネス・コミュニケーションＢ	 	
英語特殊演習Ａ	 	 英語特殊演習Ｂ	

英語実践演習Ａ	 	 英語実践演習Ｂ	

選択必修12単位

コ
ー
ス
専
門
科
目

Microeconomics	
Macroeconomics	

Japanese	Economy	Ａ	 	 Japanese	Economy	Ｂ	 	 International	Economics	Ａ	 	 International	Economics	Ｂ	 	
Global	Economy	Ａ	 	 Global	Economy	Ｂ	 	 Global	Economy	Ｃ	 	 Global	Economy	Ｄ	 	
Japanese	Business	Ａ	 	 Japanese	Business	Ｂ	 	 Special	Topics	in	Economics	Ａ	 	 Special	Topics	in	Economics	Ｂ	 	
Special	Topics	in	Economics	Ｃ	 	 Special	Topics	in	Economics	Ｄ	 	 Special	Topics	in	Economics	Ｅ	 	 Special	Topics	in	Economics	Ｆ	

Economic	Development	Ａ	 	 Economic	Development	Ｂ	

選択必修20単位
留
学
認
定
科
目

留学専門講義Ⅰ	 	 留学専門講義Ⅱ	 	 留学専門講義Ⅲ	 	 留学専門講義Ⅳ	 	
留学専門講義Ⅴ	 	 留学専門講義Ⅵ	 	 留学専門講義Ⅶ	 	 留学専門講義Ⅷ	

学科共通
科目

経済学入門	 ❷	
基礎数理	 ❷	
経済分析入門	 ❷	
経済特殊講義Ａ	 ❷	
経済特殊講義Ｂ	 ❷

社会保障法Ａ	 ❷	 社会保障法Ｂ	 ❷

選択
36単位

研究科目 専門研究（一）	 専門研究（二）	 ❹	 卒業論文（4年次）	 ❻

学部共通 総合講座Ａ	 ❷
総合講座Ｂ	 ❷

民法Ａ	 ❷	 民法Ｂ	 ❷	 商法（総則等）Ａ	 ❷	 商法（総則等）Ｂ	 ❷	
会社法Ａ	 ❷	 会社法Ｂ	 ❷	

労働法Ａ	 ❷	 労働法Ｂ	 ❷	
租税法Ⅰ	 ❷	 租税法Ⅱ	 ❷

他
プ
ロ
グ
ラ
ム
科
目

ＩＣＴリテラシーＡ	 ❷	
ＩＣＴリテラシーＢ	 ❷	
基礎統計Ⅰ	 ❷	
基礎統計Ⅱ	 ❷	
経済史Ａ	 ❷	
経済史Ｂ	 ❷	
経済数学Ⅰ	 ❷	
経済数学Ⅱ	 ❷	
日本経済論Ⅰ	 ❷	
日本経済論Ⅱ	 ❷

アジア経済史Ａ	 ❷	 アジア経済史Ｂ	 ❷	 アジア経済論Ａ	 ❷	 アジア経済論Ｂ	 ❷	
アメリカ経済論Ⅰ	 ❷	 アメリカ経済論Ⅱ	 ❷	 ヨーロッパ経済論Ⅰ	 ❷	 ヨーロッパ経済論Ⅱ	 ❷	
地域環境論Ａ	 ❷	 地域環境論Ｂ	 ❷	 マクロ経済学Ａ	 ❷	 マクロ経済学Ｂ	 ❷	
ミクロ経済学Ａ	 ❷	 ミクロ経済学Ｂ	 ❷	 欧米経済史Ａ	 ❷	 欧米経済史Ｂ	 ❷	
環境経済論Ⅰ	 ❷	 環境経済論Ⅱ	 ❷	 金融論Ａ	 ❷	 金融論Ｂ	 ❷	
経済学史Ⅰ	 ❷	 経済学史Ⅱ	 ❷	 経済思想史Ⅰ	 ❷	 経済思想史Ⅱ	 ❷	
経済政策論Ⅰ	 ❷	 経済政策論Ⅱ	 ❷	 経済地理学Ａ	 ❷	 経済地理学Ｂ	 ❷	
経済統計学Ⅰ	 ❷	 経済統計学Ⅱ	 ❷	 計量経済学Ⅰ	 ❷	 計量経済学Ⅱ	 ❷	
公共経済学Ａ	 ❷	 公共経済学Ｂ	 ❷	 行動経済学Ⅰ	 ❷	 行動経済学Ⅱ	 ❷	
国際金融論Ａ	 ❷	 国際金融論Ｂ	 ❷	 国際経済論Ａ	 ❷	 国際経済論Ｂ	 ❷	
国際貿易論Ⅰ	 ❷	 国際貿易論Ⅱ	 ❷	 財政学Ａ	 ❷	 財政学Ｂ	 ❷	
産業組織論Ａ	 ❷	 産業組織論Ｂ	 ❷	 社会データ科学Ａ	 ❷	 社会データ科学Ｂ	 ❷	
社会保障論Ａ	 ❷	 社会保障論Ｂ	 ❷	 人口経済論Ａ	 ❷	 人口経済論Ｂ	 ❷	
地域システム論Ａ	 ❷	 地域システム論Ｂ	 ❷	 中級経済数学Ⅰ	 ❷	 中級経済数学Ⅱ	 ❷	
中国経済論Ａ	 ❷	 中国経済論Ｂ	 ❷	 都市問題論Ａ	 ❷	 都市問題論Ｂ	 ❷	
統計学Ⅰ	 ❷	 統計学Ⅱ	 ❷	 日本経済史Ａ	 ❷	 日本経済史Ｂ	 ❷	
農業経済論Ａ	 ❷	 農業経済論Ｂ	 ❷	 労働経済論Ⅰ	 ❷	 労働経済論Ⅱ	 ❷	
ゲーム理論Ⅰ	 ❷	 ゲーム理論Ⅱ	 ❷

法と経済学Ａ	 ❷	 法と経済学Ｂ	 ❷	
システム管理論Ａ	 ❷	 システム管理論Ｂ	 ❷	
応用計量経済学Ⅰ	 ❷	 応用計量経済学Ⅱ	 ❷	
家族社会学	 ❷	 企業経済学Ⅰ	 ❷	
企業経済学Ⅱ	 ❷	 近代経済学史Ａ	 ❷	
近代経済学史Ｂ	 ❷	 金融政策論Ａ	 ❷	
金融政策論Ｂ	 ❷	 経済開発論Ａ	 ❷	
経済開発論Ｂ	 ❷	 経済学方法論Ａ	 ❷	
経済学方法論Ｂ	 ❷	 現代マクロ経済学Ａ	 ❷	
現代マクロ経済学Ｂ	 ❷	 交通経済論Ａ	 ❷	
交通経済論Ｂ	 ❷	 公共経営論	 ❷	
社会政策論Ａ	 ❷	 社会政策論Ｂ	 ❷	
新興経済論Ａ	 ❷	 新興経済論Ｂ	 ❷	
租税論Ａ	 ❷	 租税論Ｂ	 ❷	
組織と情報の経済学Ａ	 ❷	 組織と情報の経済学Ｂ	 ❷	
地域経済論Ａ	 ❷	 地域経済論Ｂ	 ❷	
地域社会論Ａ	 ❷	 地域社会論Ｂ	 ❷	
地方財政論Ａ	 ❷	 地方財政論Ｂ	 ❷	
中級マクロ経済学Ⅰ	 ❷	 中級マクロ経済学Ⅱ	 ❷	
中級ミクロ経済学Ⅰ	 ❷	 中級ミクロ経済学Ⅱ	 ❷	
中小企業論Ａ	 ❷	 中小企業論Ｂ	 ❷	
比較経済体制論Ａ	 ❷	 比較経済体制論Ｂ	 ❷

他
学
科
科
目

会計学Ⅰ	 ❷	
会計学Ⅱ	 ❷	
基礎簿記Ⅰ	 ❷	
基礎簿記Ⅱ	 ❷	
金融公共分析手法入門Ⅰ	 ❷	
経営学	 ❹	
経営史Ａ	 ❷	
経営史Ｂ	 ❷	
経営時事問題Ａ	 ❷	
経営時事問題Ｂ	 ❷	
現代企業論Ａ	 ❷	
現代企業論Ｂ	 ❷	
産業経営特殊講義Ａ	 ❷	
産業経営特殊講義Ｂ	 ❷

マーケティング論Ⅰ	 ❷	 マーケティング論Ⅱ	 ❷	 マルチメディア論Ａ	 ❷	 マルチメディア論Ｂ	 ❷	
管理会計論Ａ	 ❷	 管理会計論Ｂ	 ❷	 企業金融論Ⅰ	 ❷	 企業金融論Ⅱ	 ❷	
金融システム論Ⅰ	 ❷	 金融システム論Ⅱ	 ❷	 金融公共分析手法入門Ⅱ	 ❷	 金融市場論Ⅰ	 ❷	
金融市場論Ⅱ	 ❷	 経営管理論Ａ	 ❷	 経営管理論Ｂ	 ❷	 経営財務論Ａ	 ❷	
経営財務論Ｂ	 ❷	 経営情報論Ⅰ	 ❷	 経営情報論Ⅱ	 ❷	 経営戦略論Ａ	 ❷	
経営戦略論Ｂ	 ❷	 経営組織論Ａ	 ❷	 経営組織論Ｂ	 ❷	 経済データ分析Ⅰ	 ❷	
原価計算論Ａ	 ❷	 原価計算論Ｂ	 ❷	 国際経営論Ａ	 ❷	 国際経営論Ｂ	 ❷	
財務会計論Ａ	 ❷	 財務会計論Ｂ	 ❷	 消費者行動論Ａ	 ❷	 消費者行動論Ｂ	 ❷	
証券市場論Ａ	 ❷	 証券市場論Ｂ	 ❷	 生産管理論Ａ	 ❷	 生産管理論Ｂ	 ❷	
中級簿記Ａ	 ❷	 中級簿記Ｂ	 ❷	 流通経済論Ａ	 ❷	 流通経済論Ｂ	 ❷

クレジットリスクマネジメントⅠ	❷	 クレジットリスクマネジメントⅡ	❷	
フィナンシャルエコノミクス	Ⅰ	 ❷	 フィナンシャルエコノミクス	Ⅱ	 ❷	
ブランド論Ａ	 ❷	 ブランド論Ｂ	 ❷	
リスクマネジメント論Ａ	 ❷	 リスクマネジメント論Ｂ	 ❷	
ロジスティクス論Ａ	 ❷	 ロジスティクス論Ｂ	 ❷	
監査論Ａ	 ❷	 監査論Ｂ	 ❷	
企業分析論Ａ	 ❷	 企業分析論Ｂ	 ❷	
金融工学Ⅰ	 ❷	 金融工学Ⅱ	 ❷	
経済データ分析Ⅱ	 ❷	 現代産業論Ａ	 ❷	
現代産業論Ｂ	 ❷	 公会計論	 ❷	
公共政策企画論	 ❷	 広告コミュニケーション論Ａ	 ❷	
広告コミュニケーション論Ｂ	 ❷	 国際マーケティング論Ａ	 ❷	
国際マーケティング論Ｂ	 ❷	 国際会計論Ａ	 ❷	
国際会計論Ｂ	 ❷	 産業・組織心理学Ａ	 ❷	
産業・組織心理学Ｂ	 ❷	 人的資源管理論Ⅰ	 ❷	
人的資源管理論Ⅱ	 ❷	 多国籍企業論Ａ	 ❷	
多国籍企業論Ｂ	 ❷	

注１

卒業に必要な構成要件

自由な選択科目 6単位

小計2 専門教育科目から修得する単位数 80単位

総計 卒業に必要な単位数 124単位

　　　研究科目の「専門研究（一）」または「教養研究（一）」を選択必修とする。
　　　Overseas	Study は留学認定科目である。
　　　他学科科目は，相互履修で修得した科目の単位を含めて，30単位を超えない範囲内で卒業要件に算入される。
　　　全学共通教育科目及び総合教育科目，外国語科目，保健体育科目，専門教育科目のうち，卒業に必要となる単位数を越えた科目は自由な選択科目に算入される。

注1

注2

注3

注4

注４

注
３

注2


