
������

経済学部 経済経営学科： 学修 教育目標 科目 プ カ キュ フ  培010 年度～培01基 年度入学生適用  

 �  

人材人材人材人材 養成 関養成 関養成 関養成 関 目的目的目的目的     

経済学 経営学を総合的 学び 現代社会 提起 多様 課題 対応 そ 解決 た  

必要 さ 高度 専門性 裏付 た企画運営能力を持ち 時代 相応 い知性 良識を兼 

備えた人材を養成 を目的  
 

� ププププ DPDPDPDP     

経済学部 カ ッ を設 学生 履修 適正 行わ 十 学力 養わ う

懇 指 支援を行 い 成績評価 あた 定期試験 く を含 た普段 学修状

況を考慮 総合的 厳正 行い 経済学部 卒業生 さわ い学力を確保 い  

経済学 経営学 学修を通 た 礎的理論及び国際的 地域的 多様性 理解 次 掲 う

本的 資質を身 社会 経済的諸現象を論理的 析 能力及び課題を発見 解決 能力を修得 た学生 学士 経

済学 学位を授与  

 経済経営 関 専門知識を 理論面 歴史面 制度面 観点 段階的 体系的 学修 を通 礎学力を身

い  

 現代 社会問題を接点 関連 た諸科目 科目 を系統的 学修 を通 課題 発見 そ 解決

た 考え方や実例 触 ， そ を応用 実践 能力を身 い  

 選抜制 情報 析プ 修了生 情報処理 た 高度 技能を学び 実践 を通 高度 情報

析 プ ン ン 能力を身 い た 選抜制 国際社会プ 修了生 英語 ュ

ン た 高度 技能を学び 実践 を通 言語 壁を越えた相互理解 ほ 深い国際知識

英語 表現力を身 い  

 
※ 教養科目 い 成蹊教養カ キュ ：学修 教育目標 科目 プ カ キュ フ を参照  

 

科科科科        目目目目    

ププププ    

 科目 プ科目 プ科目 プ科目 プ     

学修 教育目標学修 教育目標学修 教育目標学修 教育目標 

   年次年次年次年次    

配当科目 単位数配当科目 単位数配当科目 単位数配当科目 単位数    

   年次年次年次年次    

配当科目 単位数配当科目 単位数配当科目 単位数配当科目 単位数    

   年次年次年次年次    

配当科目 単位数配当科目 単位数配当科目 単位数配当科目 単位数    

   年次年次年次年次    

配当科目 単位数配当科目 単位数配当科目 単位数配当科目 単位数    

    

                 

                       

入門科目入門科目入門科目入門科目 

 年次以降 専門科目を学 上

必要 科目 学修を通

礎的 知識を身  

                    

   経済 く 制度   経済学入門   会社入門   統計入門   経済学入門  企業 市場   企業経営入門   企業会計入門      

               

     礎演習             

基基基基 
 

 
 

 
 

 
 

盤盤盤盤 
 

 
 

 
 

 
 

科科科科 
 

 
 

 
 

 
 

目目目目    

群群群群    

理理理理    論論論論    

上級理論上級理論上級理論上級理論    

 
盤科目 ～ 群  

経済経営 関 専門知識を 理

論面 歴史面 制度面 観点

段階的 体系的 学修 を

通 礎学力を身  

  
※ 礎演習 成蹊教養 

カ キュ 経済学部 

向 必修科目 

   理論                        

      経済学  経済学  経営科学  経営 析  理論  盤特殊講義       

      上級理論          

        応用 経済学  応用 経済学  国際 経済学  政府 市場  法 経済  情報 経済学  盤特殊講義      

                

群群群群    

    

情報 数理情報 数理情報 数理情報 数理    

    

上級上級上級上級    

情報 析情報 析情報 析情報 析    

 情報 数理  

礎解析   行列  

 

 

 情報 数理  

解析   確率   推測統計  プ ン  活用   回帰 析   多変 解析   経営情報 析  

エ   エ    ビ  盤特殊講義  

 

 

 

   

         

             

   上級情報 析  

情報処理 た 高度 技能

を学び 実践 を通 高

度 情報 析 プ ン

ン 能力を身  
※ 情報 析プ 選抜制

専用科目 

    上級情報 析      

        総合 析  総合 析  チ プ ン ン  チ プ ン ン  

情報 析特殊講義  

    

           
DPDPDPDP     

          情報 析特殊講義     

                

        情報 析演習Ⅰ  情報 析演習Ⅱ   情報 析演習ク  情報 析演習グ       

                 

                      
DPDPDPDP     

群群群群    

    

歴史 国際歴史 国際歴史 国際歴史 国際    

    

上級上級上級上級    

国際社会国際社会国際社会国際社会    

      歴史 国際  

海外研修  海外研修  海外研修  海外研修  海外研修  海外研修  

 

 

 

 

  

         

           近代日本経済史  現代日本経済史  現代日本経済  日本経営史  中世 ッ 経済  近現代 ッ 経済  比較経済史  

地域経済史    国際商業史    数 経済史   社会経済思想史  社会史   

 盤特殊講義  

   

              

              

   上級国際社会  

英語 ュ ン

た 高度 技能を学び 実践

を通 言語 壁を越え

た相互理解 ほ 深い国

際知識 英語 表現力を身

 
※ 国際社会プ 選抜制

専用科目 

    上級国際社会      

        

 

Composition   Composition   Current Topics   ョxploring ④edia ③iteracy  

Special ③ecture on ルnternational Studies  

    

           

               
DPDPDPDP     

        DebateⅠ   DebateⅡ   Debateク      

                

        国際社会演習Ⅰ   国際社会演習Ⅱ       
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経済学部 経済経営学科： 学修 教育目標 科目 プ カ キュ フ               培010 年度～培01基 年度入学生適用  
 

                                         

                                         

科科科科        目目目目    

ププププ    

 科目 プ科目 プ科目 プ科目 プ     

学修 教育目標学修 教育目標学修 教育目標学修 教育目標 

   年次年次年次年次    

配当科目 単位数配当科目 単位数配当科目 単位数配当科目 単位数    

   年次年次年次年次    

配当科目 単位数配当科目 単位数配当科目 単位数配当科目 単位数    

   年次年次年次年次    

配当科目 単位数配当科目 単位数配当科目 単位数配当科目 単位数    

   年次年次年次年次    

配当科目 単位数配当科目 単位数配当科目 単位数配当科目 単位数    

    

                 

                          

                          

ココココ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ーーーー 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

スススス 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

科科科科 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

目目目目    

社会 環境社会 環境社会 環境社会 環境    

 世紀 要 あ

環境問題を幅広い視 捉え

環境問題 対 自 自身 意見

や考え方を形成 を通

課題を発見 解決 能力

を身  

       環境社会学 礎  環境 社会  企業 社会的責任  環境経営 礎  環境経営  環境評価  

環境経営実践    日本 環境政策    環境経済学     資源 開発 経済学   自然環境 文明  

地球環境問題    食 農   環境 Ｓ    環境 関 法律    特殊講義  

      

        

卒 
 

 
 

業 
 

 
 

研 
 

 
 

究 
 

 
 

④ 

   

            

                  

         演習   上級演習Ⅰ    上級演習Ⅱ        

                  

                    

組織 人間組織 人間組織 人間組織 人間    

 組織 何 あ た そ 中

人間 う 考え

う 行動 考察

を通 課題を発見

解決 能力を身  

       人事政策  人間行動 組織   キャ 経済学  カウン ン 招待  チン 礎  対人関係 心理学  

意思決定科学   人間情報処理   人的資源管理  組織 管理  組織 社会  組織 経済学   日本 労働市場  

職業生活 法律  雇用者 労働法  特殊講義  

    

            

            

                  

         演習   上級演習Ⅰ    上級演習Ⅱ        

                   

                    

企業 戦略企業 戦略企業 戦略企業 戦略 

 企業 組 や企業 利益を追

求 た 戦略 を 時代感

覚や社会感覚を養い 多元

的 考察 を通 課題

を発見 解決 能力を身

 

       競争戦略  経営戦略  情報戦略  ン  流通  広告 市場  管理会計  戦略支援  

ン  国際経営  産業 立地    企業 産業 経済学  企業 産業 国際戦略  貿易 経済学  

企業を く法律   特殊講義  

    

            

           
DPDPDPDP  

                 

         演習   上級演習Ⅰ    上級演習Ⅱ        

                  

                    

融 会計融 会計融 会計融 会計 

 貨幣や 融を中心 経済社

会 カ 探究や会計 税

務 知識 修得を通 職業人

実践的 能力を身

 

       現代フ ン 入門  証券市場  フ ン   資産選択 意思決定  融 経済学  

日本 融政策   融制度    本簿記  上級簿記  財務会計  財務諸表 研究  国際会計  税務会計  

租税法   融 関 法律    特殊講義  

    

            

            

                  

         演習   上級演習Ⅰ    上級演習Ⅱ        

                   

                    

地域 政策地域 政策地域 政策地域 政策 

 持続可能 地域 日本経済

うあ 地域 福祉 現状

を見 公共政策 礎 応

用 学修 を通 課

題を発見 解決 能力を身

 

       経済地理  地域 観光  地域 交通政策  地域 析  土地 住宅 経済学  地域政策実践  福祉 経済学  

年 経済学   日本 療問題   財政政策   地方公共政策    経済発展  産業 政策   地域 行政  

現代 地方自治  特殊講義  

    

            

            

                  

         演習   上級演習Ⅰ    上級演習Ⅱ        

                    

                      

                       

上級演習科目上級演習科目上級演習科目上級演習科目 

 学生自 調査 析を行い

作成 発表 議論を通

批 的 論理的思考力や課題探

究 問題解決力 文章力 ュ

ン能力を身  

                   

           上級演習Ⅰ    上級演習Ⅱ    経済経営ワ ップ        

             卒業研究        

                    

            ※ 上級演習 及び 卒業研究 各 科目 掲載        

             経済経営ワ ップ 早期卒業候補者 履修 科目        

                       

自己設計科目自己設計科目自己設計科目自己設計科目 
 科目群 各学生 興味や将来 目標 応 各学生 広く あ い 深く 各自 学び 体系を主体的 特徴 う を目的 配置さ い  

具体的 表 科目 配置さ た諸科目 加え 成蹊教養カ キュ 科目 検定試験等 単位認定科目 学部科目 自由 選択 学修  

        

         

                       

                       

 


