
 

 

経済学科の教育課程体系図 
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全学共通科目 キャリア選択科目 

 

 

 

 

心と体の健康管理の教育 

 

<人間を考える> 

・健康・スポーツ科学論 

・哲学 

・心理学  他 

 

 

 

 

 

幅広い教養を身につけた 

自立する市民の育成 

 

<歴史と文化を知り、創る> 

・日本の文学 

・考古学 

・文化人類学  他 

 

 

 

<社会の営みを理解する> 

・国際関係論 

・２１世紀経済への視点 

・ボランティア論  他 

 

 

 

<自然と科学を理解する> 

・地球惑星学 

・人類と環境 

・統計学  他 

 

 

 

 

 

現代社会に生きるものとし

て必要不可欠な基本知識と

技能の習得 

 

<言葉とコミュニケーション> 

・情報リテラシー 

・外国語  他 
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専門演習１a～２b 
 

（少人数制による主体的な学修

を実施するための演習科目） 

基礎的知識・スキル 
 

 

 

専門的領域及び大学での学修についての導入科目 

専門的な学習への導入 

 

 

専門領域に関する基礎的科目



 

 

経済学科のカリキュラムマップ 

学
位
授
与
方
針 

知識・理解 思考・判断 

（ＤＰ１） 

経済学の基礎知識を修得し

ている。                  

（ＤＰ２） 

法学・商学・会計学の基礎知

識及びビジネスの実践的な

知識を修得している。 

（ＤＰ３） 

多様な人とコミュニケーシ

ョンを測るための歴史的・文

化的教養を有している。 

（ＤＰ４） 

経済社会の諸問題に対して、

経済学的な視点で分析する

ことができる。 

（ＤＰ５） 

経済学の知識とスキルを用

いて経済社会の諸問題に対

する解決策を提案すること

ができる。 

（ＤＰ６） 

経済社会の諸問題を世界的

視野で捉えることができる。

４
年 

  E1E3023 ○卒業研究 E1E3023 ○卒業研究 E1E3023 ○卒業研究 E1E3023 ○卒業研究   

        E1E3012 ○専門演習２ｂ   

        E1E3011 ○専門演習２a   

            

３
年 

  E1E3913 インターンシップ   E1E3550 経済特講５ E1E3762 社会政策２ E1E3512 国際金融論２ 

  E1E3832 国際法２   E1E3540 経済特講４ E1E3761 社会政策１ E1E3511 国際金融論１ 

  E1E3831 国際法１   E1E3532 金融システム論２ E1E3752 経済政策２ E1E3442 国際経済学２ 

  E1E3822 行政法２   E1E3531 金融システム論１ E1E3751 経済政策１ E1E3441 国際経済学１ 

  E1E3821 行政法１   E1E3522 ファイナンス２ E1E3742 地方財政論２ E1E3430 食糧資源論 

  E1E3812 会社法２   E1E3521 ファイナンス１ E1E3741 地方財政論１ E1E3420 エネルギー資源論

  E1E3811 会社法１   E1E3512 国際金融論２ E1E3732 財政学２ E1E3412 アジア経済論２

  E1E3802 租税法２   E1E3511 国際金融論１ E1E3731 財政学１ E1E3411 アジア経済論１

  E1E3801 租税法１   E1E3442 国際経済学２ E1E3722 労働経済学２ E1E3402 開発経済学２ 

  E1E3602 国際会計論２   E1E3441 国際経済学１ E1E3721 労働経済学１ E1E3401 開発経済学１ 

  E1E3601 国際会計論１   E1E3430 食糧資源論 E1E3712 環境経済学２ E1E3002 ○専門演習１ｂ

  E1E3360 経済特講３   E1E3420 エネルギー資源論 E1E3711 環境経済学１ E1E3001 ○専門演習１a

  E1E3350 経済特講２   E1E3342 都市経済学２ E1E3702 公共経済学２   

  E1E3322 流通経済論２   E1E3341 都市経済学１ E1E3701 公共経済学１   

  E1E3321 流通経済論１   E1E3332 産業組織の経済学２ E1E3532 金融システム論２   

  E1E3312 中小商業論２   E1E3331 産業組織の経済学１ E1E3531 金融システム論１   

  E1E3311 中小商業論１   E1E3102 計量経済学２ E1E3512 国際金融論２   

  E1E3302 マーケティング２   E1E3101 計量経済学１ E1E3511 国際金融論１   

  E1E3301 マーケティング１   E1E3002 ○専門演習１ｂ E1E3442 国際経済学２   

  E1E3002 ○専門演習１ｂ   E1E3001 ○専門演習１a E1E3441 国際経済学１   

  E1E3001 ○専門演習１a     E1E3430 食糧資源論   

  E1E2910 キャリア講義３   E1E3802 租税法２ E1E3420 エネルギー資源論   

      E1E3801 租税法１ E1E3412 アジア経済論２   

      E1E3762 社会政策２ E1E3411 アジア経済論１   

      E1E3761 社会政策１ E1E3402 開発経済学２   

      E1E3752 経済政策２ E1E3401 開発経済学１   

      E1E3751 経済政策１ E1E3002 ○専門演習１ｂ   

      E1E3742 地方財政論２ E1E3001 ○専門演習１a   

      E1E3741 地方財政論１     

      E1E3732 財政学２ E1E3802 租税法２   

      E1E3731 財政学１ E1E3801 租税法１   

      E1E3722 労働経済学２ E1E3550 経済特講５ E1E3832 国際法２ 

      E1E3721 労働経済学１ E1E3540 経済特講４ E1E3831 国際法１ 

      E1E3712 環境経済学２ E1E3522 ファイナンス２ E1E3752 経済政策２ 

      E1E3711 環境経済学１ E1E3521 ファイナンス１ E1E3751 経済政策１ 

      E1E3702 公共経済学２ E1E3360 経済特講３ E1E3732 財政学２ 

      E1E3701 公共経済学１ E1E3350 経済特講２ E1E3731 財政学１ 

      E1E3412 アジア経済論２ E1E3342 都市経済学２ E1E3712 環境経済学２ 

      E1E3411 アジア経済論１ E1E3341 都市経済学１ E1E3711 環境経済学１ 

      E1E3402 開発経済学２ E1E3332 産業組織の経済学２ E1E3702 公共経済学２ 

    E1E3913 インターンシップ E1E3401 開発経済学１ E1E3331 産業組織の経済学１ E1E3701 公共経済学１ 

    E1E3832 国際法２ E1E3360 経済特講３ E1E3322 流通経済論２ E1E3602 国際会計論２ 

    E1E3831 国際法１ E1E3350 経済特講２ E1E3321 流通経済論１ E1E3601 国際会計論１ 

  E1E3550 経済特講５ E1E3822 行政法２ E1E3322 流通経済論２ E1E3312 中小商業論２ E1E3532 金融システム論２

  E1E3540 経済特講４ E1E3821 行政法１ E1E3321 流通経済論１ E1E3311 中小商業論１ E1E3531 金融システム論１

  E1E3522 ファイナンス２ E1E3812 会社法２ E1E3312 中小商業論２ E1E3102 計量経済学２ E1E3360 経済特講３ 

  E1E3521 ファイナンス１ E1E3811 会社法１ E1E3311 中小商業論１ E1E3101 計量経済学１ E1E3350 経済特講２ 

２
年 

E1E2112 マクロ経済学２ E1E3903 キャリア特講４ E1E3222 経済学史２ E1E3502 金融論２   E1E2402 経済事情２ 

E1E2111 マクロ経済学１ E1E2963 キャリア特講６ E1E3221 経済学史１ E1E3501 金融論１   E1E2401 経済事情１ 

E1E2102 ミクロ経済学２ E1E2953 キャリア特講５ E1E3212 日本経済史２ E1E2302 企業経済学２     

E1E2101 ミクロ経済学１ E1E2943 キャリア特講３ E1E3211 日本経済史１ E1E2301 企業経済学１     

  E1E2900 キャリア講義２ E1E3202 西洋経済史２       

  E1E2812 民法２ E1E3201 西洋経済史１       

  E1E2811 民法１         

  E1E2802 憲法２         

  E1E2801 憲法１   E1E3222 経済学史２     

  E1E2612 工業簿記２   E1E3221 経済学史１ E1E3502 金融論２   

  E1E2611 工業簿記１   E1E2412 地域経済論２ E1E3501 金融論１   

  E1E2602 財務会計論２   E1E2411 地域経済論１ E1E2412 地域経済論２   

  E1E2601 財務会計論１   E1E2402 経済事情２ E1E2411 地域経済論１   

  E1E2212 実践情報処理２   E1E2401 経済事情１ E1E2402 経済事情２   

  E1E2211 実践情報処理１   E1E2112 マクロ経済学２ E1E2401 経済事情１   

  E1E1312 商学入門２   E1E2111 マクロ経済学１ E1E2302 企業経済学２ E1E3903 キャリア特講４

  E1E1311 商学入門１   E1E2102 ミクロ経済学２ E1E2301 企業経済学１ E1E3212 日本経済史２ 

    E1E2943 キャリア特講３ E1E2101 ミクロ経済学１ E1E2003 ワークショップ E1E3211 日本経済史１ 

  E1E2302 企業経済学２ E1E2802 憲法２ E1E1122 統計学入門２ E1E1122 統計学入門２ E1E3202 西洋経済史２ 

  E1E2301 企業経済学１ E1E2801 憲法１ E1E1121 統計学入門１ E1E1121 統計学入門１ E1E3201 西洋経済史１ 

１
年 

E1E1102 ○経済学入門２ E1E2933 キャリア特講２ E1E1222 経済史入門２ E1E2200 日本経済論   E1E1212 世界経済入門２

E1E1101 ○経済学入門１ E1E2923 キャリア特講１ E1E1221 経済史入門１ E1E1200 日本経済入門   E1E1211 世界経済入門１

E1E1002 ○基礎演習１ｂ E1E1602 簿記入門２         

E1E1001 ○基礎演習１a E1E1601 簿記入門１   E1E1212 世界経済入門２     

  E1E1302 経営学入門２   E1E1211 世界経済入門１     

  E1E1301 経営学入門１ E1E1212 世界経済入門２ E1E1110 経済特講１   E1E2200 日本経済論 

    E1E1211 世界経済入門１ E1E1102 ○経済学入門２   E1E1222 経済史入門２ 

E1E1110 経済特講１ E1E1900 キャリア講義１ E1E1200 日本経済入門 E1E1101 ○経済学入門１   E1E1221 経済史入門１ 

  



 

 

 
 

学
位
授
与
方
針 

関心・意欲 態度 技能・表現 

（ＤＰ７） 

チームにおける自分の役割と任

務を認識し、主体的にチームに貢

献することができる。 

（ＤＰ８） 

異なる意見を受け止め、理解する

ことができる。 

（ＤＰ９） 

経済社会の動向を経済学に必要

な数量的手法を用いて説明する

ことができる。 

（ＤＰ１０） 

文書又は口頭により、自らの考え

を論理的かつ正確に伝えること

ができる。 

（ＤＰ１１） 

地域の経済社会的課題を解決す

るために必要な制度上の知識と

実践的手法を身に付けている。 

４
年 

E1E3012 ○専門演習２ｂ E1E3012 ○専門演習２b E1E3023 ○卒業研究 E1E3023 ○卒業研究   

E1E3011 ○専門演習２a E1E3011 ○専門演習２a   E1E3012 ○専門演習２b   

      E1E3011 ○専門演習２a   

          

  E1E3023 ○卒業研究       

３
年 

  E1E3002 ○専門演習１ｂ E1E3102 計量経済学２   E1E3742 地方財政論２ 

  E1E3001 ○専門演習１a E1E3101 計量経済学１   E1E3741 地方財政論１ 

    E1E3002 ○専門演習１b   E1E3342 都市経済学２ 

    E1E3001 ○専門演習１a   E1E3341 都市経済学１ 

        E1E3002 ○専門演習１ｂ 

        E1E3001 ○専門演習１a 

          

        E1E3822 行政法２ 

        E1E3821 行政法１ 

        E1E3762 社会政策２ 

        E1E3761 社会政策１ 

        E1E3752 経済政策２ 

        E1E3751 経済政策１ 

        E1E3722 労働経済学２ 

        E1E3721 労働経済学１ 

        E1E3712 環境経済学２ 

        E1E3711 環境経済学１ 

        E1E3702 公共経済学２ 

        E1E3701 公共経済学１ 

        E1E3442 国際経済学２ 

        E1E3441 国際経済学１ 

        E1E3412 アジア経済論２ 

        E1E3411 アジア経済論１ 

        E1E3402 開発経済学２ 

        E1E3401 開発経済学１ 

      E1E3913 インターンシップ E1E3360 経済特講３ 

      E1E3002 ○専門演習１ｂ E1E3350 経済特講２ 

E1E3002 ○専門演習１b E1E3913 インターンシップ   E1E3001 ○専門演習１a E1E3332 産業組織の経済学２

E1E3001 ○専門演習１a E1E2910 キャリア講義３   E1E2910 キャリア講義３ E1E3331 産業組織の経済学１

２
年 

E1E2003 ワークショップ E1E2003 ワークショップ E1E1122 統計学入門２ E1E2003 ワークショップ E1E2412 地域経済論２ 

E1E1910 ○自立と体験２   E1E1121 統計学入門１   E1E2411 地域経済論１ 

          

          

          

          

          

          

    E1E2212 実践情報処理２     

    E1E2211 実践情報処理１     

    E1E2112 マクロ経済学２     

    E1E2111 マクロ経済学１   E1E2963 キャリア特講６ 

    E1E2102 ミクロ経済学２   E1E2402 経済事情２ 

    E1E2101 ミクロ経済学１ E1E1910 ○自立と体験２ E1E2401 経済事情１ 

１
年 

    E1E1110 経済特講１   E1E1900 キャリア講義１ 

          

          

          

          

          

E1E1002 ○基礎演習１ｂ E1E1002 ○基礎演習１ｂ   E1E1002 ○基礎演習１ｂ   

E1E1001 ○基礎演習１a E1E1001 ○基礎演習１a   E1E1001 ○基礎演習１a   

 

■カリキュラムマップの見方 
この表は学科ごとに観点別に定めている学位授与方針【ディプロマポリシー（DP）】が卒業までに全て達成でき

るよう、バランスよく履修するツールとなるものです。学位授与方針とは卒業時点での到達目標を表します。この

表の上欄には所属する学科の学位授与方針が記載されており、各教育目標を達成する為に設置される科目が、下に

向かって同じ列に記載されています。 

科目名の左側にあるアルファベットと数字は、ナンバリング(※)といって、履修順序の目安となっています。 

また、○のついている科目は必修科目です。更に網掛けのしてある科目については、各列の最上欄の教育目標に

深く関連するものです。皆さんの履修計画の参考にしてください。 

※ 【E1E1001 ○基礎演習１a】 の例  

① E1E ② 1001 ③ ○ 基礎演習１a → ①：学部・学科を表す ②：学修の段階や順序を表す  

③：必修科目の場合「○」 

 

 



経済学部 経済学科の主要科目 

 

主要科目 特徴 

基礎演習１ａ・１ｂ 経済学科で学ぶための基礎となる科目。社会を分析す

る手法や思考力、論理的表現方法など、必要な基礎的

能力を高める。 

経済学入門１・２ 経済学の考え方に対する理解やキャリア形成の核と

なる、数量的手法の基礎を習得。さらに、数量的手法

を用いてミクロ経済学の基礎的な考え方を理解する。 

自立と体験２ 社会人から提示される事業課題について、その解決策

を個人あるいはチームで考えることを通して、基礎力

を強化する。 

ワークショップ 少人数クラスで授業のテーマに沿ったグループ研究、

または個人研究を行い、大学祭（星友祭）や大学コン

ソーシアム学生報告会などでその成果を発表する。 

 


