
【政治・政策学科カリキュラムマップ 2022年入学者】
〔必修科目〕

DPI 広範な知識
と教養

DP2 深い専門性 DP3 社会に寄与
する能力

DP4 豊かな人間
性

4年次 卒業論文 キャリア‐ガイダンスw キャリア・ガイダンスw

卒業論文
3年次 キャリア‐ガイダンスm キャリア・ガイダンスm

卒業論文
2年次 英語皿 ・IV (政治コース)政治学虹

(政策 コース )

公共政策学 1

キャリア研究 n
キャリア・ガイダンス11

キャリア研究 n
キャリア・ガイダンス11

1年次 日本国憲法
情報処理 1 ・D
英語 1 ・1I
スポー ツ 1 ・江

政治学入門、法学概論、
国家論、政策学概論
日本国憲法特論
経済学概論
(政治コース)政治学 1
(政策コース)行政学 1

キャリア研究 1
キャリア‐ガイダンス1

キャリア研究 1
キャリア・ガイダンス1

〔DP1 ・選択科目〕

1年次 言葉と文学、くらしと芸術、心理学概論、哲学概論、生活文化概論、くらしと人
権・福祉、地理学、近現代史、地球環境論、国際コミュニケーション論、科学史、
基礎数学、A1 ・データサイエンス、英語基礎演習 1 ・n、健康科学概論、経済学、
マクロ経済学入門、経済史 1、経営学入門、マーケティング論 工、産業社会学、社
会心理学、簿記 1 ・11、

2 年次 ・TOEIC 英語 工・11、マクロ経済学、ゲーム理論、国際経済学、財政学、事業創
造・承継論 工、金融論、会計学基礎、中小企業論、社会調査論、会社法、労働法、
経済法、基礎統計学、ビジネス英語

3・4 年次 .発展途上国論、人的資源管理論、事業創造 ・承継論 n、リスクマネジメン ト
論、観光産業論、地域産業論、税法、ビジネス倫理、情報と法の倫理/ 情報セキュリ
ティ、知的財産権

〔DP 2 選択科目〕
2年次 政治学 11、政治体制論、政治過程論、比較政治学、政党政治論、政治思想史、日

本政治史、国際関係論、国際政治学、日本の政治と外交、議会政治論、行政学□、
地方自治論、政策評価論、都市・地域政策、社会保障論、公共政策学 1、公共政策
学 11、経済政策論、金融政策論、福祉行政と人権、行政法、地方自治法、民法、現
代社会学

3・4年次 政治哲学、欧米政治史、アジア政治史、平和安全保障論、国際機関論、NPO/NGO
論、国際法、マスメディア論 1 ・n、公務員論、自治体経営論、地方財政論、環境
政策論、社会政策、現代情報法

〔DP 3 選択科目〕
1年次 ,キャリア ・ボランティア実践 1
2年次 キャリア ・ボランティア実践 n
3年次 インターンシップ

〔DP4 選択科目〕
1年次 ,キャリア ・ボランティア実践 1
2年次 キャリア・ボランティア実践 u



【経済経営学科カリキュラムマップ 2022年入学者】
〔必修科目〕

DPI 広範な知識
と教養

DP2 深い専門性 DP3 社会に寄与
する能力

DP4 豊かな人間
性

4年次 卒業論文
〈経済 ・経済分析ゴー
ス)
経済分析n
〈国際経済コース)
アジア経済論
〈経営戦略コース〉
経営分析論
〈起業 ・事業承継コー
ス〉
事業創造・承継論□

キャリア‐ガイダンスw ねリア・ガイダンスw
卒業論文

3年次 キャリア‐ガイダンスm キャリア‐ガイダンスm

卒業論文

2年次 英語皿 ・IV 〈経済 ・経済分析ゴー
ス)
経済分析 1
〈国際経済コース)
国際経済学
〈経営戦略コース〉
経営戦略論
〈起業 ・事業承継コー
ス〉
事業創造・承継論 1
〈金融 ・会計コース〉

会計学基礎、金融論

キャリア研究□
キャリア‐ガイダンス虹

キャリア研究虹
むりア‐ガイダンス亘

1年次 日本国憲法
情報処理 1 ・亘
英語 1 ・□
ス ポoー ツ 1 ・ 1I

経済学入門
マクロ経済学
ミクロ経済学
経営学入門
簿記 1 ・1I

キャリア研究 1
ね,リア‐ガイダンス1

キャリア研究 1
キャリア‐力〕ダンス1

〔DP I 選択科目〕
1年次 .言葉と文学、くらしと芸術、心理学概論、哲学概論、生活文化概論、くらしと人

権・福祉、地理学、近現代史、地球環境論、国際コミュニケーション論、科学史、
基礎数学、A データサイエンス、英語基礎演習 1 ・ロ、健康科学概論、政治学入
門、政治学 1、政策学概論、行政学 1、産業社会学、社会心理学

2 年次 .TOE 工C 英語 1 ・n 、ビジネス英語、民法、会社法、行政法、地方自治法、労働
法、経済法、政治学 11、日本政治史、国際関係論、国際政治学、行政学 n、地方自
治論、都市・地域政策、福祉行政と人権、社会調査論、現代社会学

3・4年次 税法、国際法、現代情報法、公務員論、地方財政論、ビジネス倫理、情報と
法の倫理/ 情報セキュリティ、知的財産権、NPO/NGO 論、自治体経営論、社会政
策、マスメディア論 1

〔DP 2 ・選択科目〕

1年次 経済史 1、マーケティング論 1

2 年次 基礎統計学、計量経済学 1、ゲーム理論、経済統計学、経済史 11、経済分析 1、
財政学、経済政策論、産業組織論、国際経済学、経済地理学、労働経済学、社会保
障論、経営戦略論、経営情報論、マーケティング論 n、流通経済論、事業創造・承
継論 1、経営組織論、経営管理論、企業統治論、中小企業論、金融論、金融政策論、
ファイナンス、会計学基礎、財務会計論、原価計算論



3・4年次 計量経済学 11、経済分析 n、公共経済学、アジア経済論、欧米経済論、発展
途上国論、国際貿易・流通論、国際機関論、環境経済学、農業経済学、経営分析論、
市場調査論、商品企画論、生産管理論、人的資源管理論、事業創造・承継論 11、リ
スクマネジメント論、観光産業論、地域産業論、国際金融論、証券市場論、銀行論、
管理会計論、会計監査論、税務会計論

〔DP 3 選択科目〕
1年次 キャリア・ボランティア実践 1
2年次 .キャリア ・ボランティア実践 n
3年次 インターンシップ

〔DP4 選択科目〕
1年次 キャリア・ボランティア実践工

2年次 .キャリア ・ボランティア実践江


