
  2018年度　経済学部　授業科目読替表
（2010～2013年度入学生用）

2010年度～2013年度入学生適用科目名 2014年度以降入学生適用科目名
経済のしくみと制度／＜1＞ マクロ経済学入門Ⅰ／＜１＞
経済のしくみと制度／＜2＞ マクロ経済学入門Ⅰ／＜２＞
経済のしくみと制度／＜3＞ マクロ経済学入門Ⅰ／＜３＞
経済のしくみと制度／＜4＞ マクロ経済学入門Ⅰ／＜４＞
ミクロ経済学入門／＜1＞ ミクロ経済学入門Ⅰ／＜１＞
ミクロ経済学入門／＜2＞ ミクロ経済学入門Ⅰ／＜２＞
ミクロ経済学入門／＜3＞ ミクロ経済学入門Ⅰ／＜３＞
ミクロ経済学入門／＜4＞ ミクロ経済学入門Ⅰ／＜４＞
会社入門／＜1＞ 会社入門／＜１＞
会社入門／＜2＞ 会社入門／＜２＞
会社入門／＜3＞ 会社入門／＜３＞
会社入門／＜4＞ 会社入門／＜４＞
統計入門／＜1＞ 統計入門／＜１＞
統計入門／＜2＞ 統計入門／＜２＞
統計入門／＜3＞ 統計入門／＜３＞
統計入門／＜4＞ 統計入門／＜４＞
マクロ経済学入門／＜1＞ マクロ経済学入門Ⅱ／＜１＞
マクロ経済学入門／＜2＞ マクロ経済学入門Ⅱ／＜２＞
マクロ経済学入門／＜3＞ マクロ経済学入門Ⅱ／＜３＞
マクロ経済学入門／＜4＞ マクロ経済学入門Ⅱ／＜４＞
企業と市場／＜1＞ ミクロ経済学入門Ⅱ／＜１＞
企業と市場／＜2＞ ミクロ経済学入門Ⅱ／＜２＞
企業と市場／＜3＞ ミクロ経済学入門Ⅱ／＜３＞
企業と市場／＜4＞ ミクロ経済学入門Ⅱ／＜４＞
企業経営入門／＜1＞ 企業経営入門／＜１＞
企業経営入門／＜2＞ 企業経営入門／＜２＞
企業経営入門／＜3＞ 企業経営入門／＜３＞
企業経営入門／＜4＞ 企業経営入門／＜４＞
企業会計入門／＜1＞ 企業会計入門／＜１＞
企業会計入門／＜2＞ 企業会計入門／＜２＞
企業会計入門／＜3＞ 企業会計入門／＜３＞
企業会計入門／＜4＞ 企業会計入門／＜４＞
マクロ経済学／＜１＞ マクロ経済学／＜１＞
マクロ経済学／＜２＞ マクロ経済学／＜２＞
ミクロ経済学／＜1＞ ミクロ経済学／＜１＞
ミクロ経済学／＜2＞ ミクロ経済学／＜２＞
経営科学／＜１＞ 経営科学／＜１＞
経営科学／＜２＞ 経営科学／＜２＞
経営分析／＜1＞ 経営分析／＜１＞
経営分析／＜2＞ 経営分析／＜２＞
ゲーム理論／＜１＞ ゲーム理論／＜１＞
ゲーム理論／＜２＞ ゲーム理論／＜２＞
基盤特殊講義A 休講
応用マクロ経済学 上級マクロ経済学
応用ミクロ経済学 上級ミクロ経済学
国際マクロ経済学 国際マクロ経済学
政府と市場 公共経済学
法と経済 法と経済
情報の経済学 情報の経済学
基盤特殊講義Ｂ／（経済動学と力学系理論） 経済学特殊講義／（経済動学と力学系理論）
基盤特殊講義Ｂ／（独占禁止法の基礎） 経済学特殊講義／（独占禁止法の基礎）
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2010年度～2013年度入学生適用科目名 2014年度以降入学生適用科目名科目区分

基礎解析／＜1＞ 基礎解析／＜１＞
基礎解析／＜2＞ 基礎解析／＜２＞
基礎解析／＜3＞ 基礎解析／＜３＞
基礎解析／＜4＞ 基礎解析／＜４＞
行列／＜1＞ 行列／＜１＞
行列／＜2＞ 行列／＜２＞
行列／＜3＞ 行列／＜３＞
行列／＜4＞ 行列／＜４＞
解析 解析
確率 確率
推測統計 統計学
プログラミング プログラミングの基礎
データの活用 データの活用
回帰分析 学際分野特殊講義／（回帰分析）※

多変量解析 多変量解析
経営情報分析 経営情報分析
エコノメトリクスＡ エコノメトリクス入門
エコノメトリクスＢ 上級エコノメトリクス
ビジネスゲーム ビジネスゲーム
基盤特殊講義Ｃ 休講
情報分析演習Ⅰ 情報分析演習Ⅰ
情報分析演習Ⅱ 情報分析演習Ⅱ
総合分析Ａ 総合分析Ａ
総合分析Ｂ 総合分析Ｂ
マルチメディアプレゼンテーションＡ マルチメディアプレゼンテーションＡ
マルチメディアプレゼンテーションＢ マルチメディアプレゼンテーションＢ
情報分析特殊講義Ａ／（ExcelとSPSSで始める多変量解析） 情報分析特殊講義Ａ／（ExcelとSPSSで始める多変量解析）
情報分析特殊講義Ａ／（アントレプレナーシップの理論と実践） 情報分析特殊講義Ａ／（アントレプレナーシップの理論と実践）
情報分析特殊講義Ａ／（データの可視化） 情報分析特殊講義Ａ／（データの可視化）
情報分析特殊講義Ａ／（画像処理基礎） 情報分析特殊講義Ａ／（画像処理基礎）
情報分析演習Ⅲ／＜１＞ 情報分析演習Ⅲ／＜１＞
情報分析演習Ⅲ／＜２＞ 情報分析演習Ⅲ／＜２＞
情報分析演習Ⅳ／＜１＞ 情報分析演習Ⅳ／＜１＞
情報分析演習Ⅳ／＜２＞ 情報分析演習Ⅳ／＜２＞
情報分析特殊講義Ｂ 休講
近代日本経済史 日本経済史Ａ
現代日本経済史 日本経済史Ｂ
現代日本経済 現代日本経済
日本経営史 経営学特殊講義／（日本経営史）
中世ヨーロッパ経済 西洋経済史Ａ
近現代ヨーロッパ経済 西洋経済史Ｂ
比較経済史 比較経済史
地域経済史 地域経済史
国際商業史 経済史の基礎
数量経済史 数量経済史
社会経済思想史 社会経済思想史
社会史 社会史
グローバルスタディーズ 欧米地域研究
リージョナルスタディーズ アジア地域研究
基盤特殊講義Ｄ／（英語映像資料を用いたリスニングのトレーニング） 学際分野特殊講義／（英語映像資料を用いたリスニングのトレーニング）

基盤特殊講義Ｄ／（基礎から応用へ成長する英語ライティング技能の獲得） 学際分野特殊講義／（基礎から応用へ成長する英語ライティング技能の獲得）

基盤特殊講義Ｄ／（Global　Views） 学際分野特殊講義／（Global　Views）
基盤特殊講義Ｄ／（経済ニュースを英語で読む） 学際分野特殊講義／（経済ニュースを英語で読む）
基盤特殊講義Ｄ／（Music and Identity in ～） 学際分野特殊講義／（Music and Identity in ～）
基盤特殊講義Ｄ／（日本における経営形態の歴史） 経営学特殊講義／（日本における経営形態の歴史）
基盤特殊講義Ｄ／（ブランド戦略）／＜１＞ ブランド戦略／＜１＞
基盤特殊講義Ｄ／（ブランド戦略）／＜２＞ ブランド戦略／＜２＞
基盤特殊講義Ｄ／（生産管理） 生産管理
基盤特殊講義Ｄ／（分断化するヨーロッパ） 学際分野特殊講義／（分断化するヨーロッパ）
基盤特殊講義Ｄ／（メディチ家、メディチ銀行、イタリア・ルネサンス） 学際分野特殊講義／（メディチ家、メディチ銀行、イタリア・ルネサンス）

基盤特殊講義Ｄ／（OB・OGが語るビジネス最前線） 社会理解実践講義／（OB・OGが語るビジネス最前線）
基盤特殊講義Ｄ／（国際税務） 経営学特殊講義／（国際税務）
基盤特殊講義Ｄ／（信託の理論と実際） 社会理解実践演習／（信託の理論と実際）
基盤特殊講義Ｄ／（異文化理解） 学際分野特殊講義／（異文化理解）
基盤特殊講義Ｄ／（租税法基礎） 基盤特殊講義／（租税法基礎）
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2010年度～2013年度入学生適用科目名 2014年度以降入学生適用科目名科目区分

ＤｅｂａｔｅⅠ 休講
ＤｅｂａｔｅⅡ 休講
国際社会演習Ⅰ 休講
Ｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎ Ａ 休講
Ｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎ Ｂ 休講
Current Topics Current Topics
Exploring Media Literacy Exploring Media Literacy
Ｓｐｅｃｉａｌ　Ｌｅｃｔｕｒｅ／（Ｗｏｒｌｄ　Ｅｎｇｌｉｓｈｅｓ　１） Ｓｐｅｃｉａｌ　Ｌｅｃｔｕｒｅ／（Ｗｏｒｌｄ　Ｅｎｇｌｉｓｈｅｓ　１）
Ｓｐｅｃｉａｌ　Ｌｅｃｔｕｒｅ／（Global Peace Studies） Ｓｐｅｃｉａｌ　Ｌｅｃｔｕｒｅ／（Global Peace Studies）
ＤｅｂａｔｅⅢ 休講
国際社会演習Ⅱ 休講
コース演習Ａ 休講
環境社会学の基礎 環境社会学の基礎
環境と社会システム 環境と社会システム
企業の社会的責任 企業の社会的責任
環境経営の基礎 経営学特殊講義／（環境経営の基礎）
環境経営 環境と経営戦略
環境評価 経営学特殊講義／（環境評価）※

環境経営実践 環境経営実践
日本の環境政策 日本の環境政策
環境経済学 環境経済学
資源と開発の経済学 開発経済学
自然環境と文明 学際分野特殊講義／（自然環境と文明）
地球環境問題 地球環境問題
食と農のシステム 休講
環境とGIS 環境とＧＩＳ
環境に関する法律 休講
コース特殊講義Ａ／（非営利法人の事業と会計） 経営学特殊講義／（非営利法人の事業と会計）
コース演習Ｂ／＜１＞ コア演習／＜３＞
コース演習Ｂ／＜２＞ コア演習／＜８＞
人事政策 人事政策
人間行動と組織／＜1＞ 人間行動と組織／＜１＞
人間行動と組織／＜2＞ 人間行動と組織／＜２＞
キャリアの経済学／＜１＞ 労働経済学／＜１＞
キャリアの経済学／＜２＞ 労働経済学／＜２＞
カウンセリングへの招待 カウンセリングの基礎
コーチングの基礎 コーチングの基礎
対人関係の心理学 対人関係の心理学
意思決定科学 意思決定科学
人間情報処理 人間情報処理
人的資源管理 人的資源管理
組織と管理 組織と管理
組織と社会 組織と社会
組織の経済学 組織の経済学
日本の労働市場 労働市場のしくみと制度
職業生活の法律 職業生活の法律
雇用者と労働法 雇用と労働法
コース特殊講義Ｂ／（教育の経済学） 教育経済学
コース特殊講義Ｂ／（実践人事管理） 経営学特殊講義／（実践人事管理）
コース特殊講義Ｂ／（職場の心理学） 職場の心理学

基
盤
科
目
　
３
群

上
級
国
際
社
会

コ
ー
ス
科
目

社
会
と
環
境

組
織
と
人
間



  2018年度　経済学部　授業科目読替表
（2010～2013年度入学生用）

2010年度～2013年度入学生適用科目名 2014年度以降入学生適用科目名科目区分

コース演習Ｃ／＜１＞ コア演習／＜７＞
コース演習Ｃ／＜２＞ コア演習／＜９＞
競争戦略／＜１＞ 競争戦略／＜１＞
競争戦略／＜２＞ 競争戦略／＜２＞
経営戦略 経営戦略
情報戦略 情報戦略
マーケティング／＜1＞ マーケティング／＜１＞
マーケティング／＜2＞ マーケティング／＜２＞
流通システム 休講
広告と市場／＜１＞ 広告と市場／＜１＞
広告と市場／＜２＞ 広告と市場／＜２＞
管理会計 管理会計
戦略支援システム 戦略支援システム
コスト･マネジメント コストマネジメント
国際経営 国際経営
産業と立地 産業と立地
企業と産業の経済学 産業の経済学
企業と産業の国際戦略 企業の国際戦略
貿易の経済学／＜１＞ 国際経済学／＜１＞
貿易の経済学／＜２＞ 国際経済学／＜２＞
企業をとりまく法律 企業をとりまく法律
コース特殊講義Ｃ／（企業経営史） 経営学特殊講義／（企業経営史）
コース特殊講義Ｃ／（イノベーションと製品開発） イノベーションと製品開発
コース特殊講義Ｃ／（消費者行動） 消費者行動
コース演習Ｄ／＜１＞ コア演習／＜１＞
コース演習Ｄ／＜２＞ コア演習／＜４＞
現代ファイナンス入門／＜１＞ ファイナンスの基礎／＜１＞
現代ファイナンス入門／＜２＞ ファイナンスの基礎／＜２＞
証券市場 証券市場
コーポレート･ファイナンス コーポレート・ファイナンス
資産選択の意思決定 資産選択の意思決定
金融の経済学／＜１＞ 金融経済学／＜１＞
金融の経済学／＜２＞ 金融経済学／＜２＞
日本の金融政策 日本の金融制度
金融制度 休講
基本簿記 基本簿記
上級簿記 経営学特殊講義／（上級簿記）
財務会計 財務会計
財務諸表の研究 財務諸表論
国際会計 国際会計
税務会計 経営学特殊講義／（税務会計）
租税法 経営学特殊講義／（租税法）
金融に関する法律 金融に関する法律
コース特殊講義Ｄ／（リスクマネジメントの基礎） 経営学特殊講義／（リスクマネジメント）
コース特殊講義Ｄ／（資本市場の役割と証券投資） 社会理解実践講義／（資本市場の役割と証券投資）
コース特殊講義Ｄ／（租税法特論） 経営学特殊講義／（租税法特論）
コース特殊講義Ｄ／（損害保険論） 社会理解実践講義／（損害保険の理論と実際）※

コース特殊講義Ｄ／（生命保険論） 社会理解実践講義／（生命保険の理論と実際）
コース特殊講義Ｄ／（行動ファイナンスの基礎と応用） 経営学特殊講義／（行動ファイナンスの基礎と応用）
コース特殊講義Ｄ／（国際金融） 国際金融
コース特殊講義Ｄ／（最近の税務訴訟事例） 経営学特殊講義／（最近の税務訴訟事例）
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コース演習Ｅ コア演習／＜６＞
経済地理 経済地理
地域と観光／＜１＞ 観光の経済学／＜１＞
地域と観光／＜２＞ 観光の経済学／＜２＞
地域と交通政策 地域と交通政策
地域データ分析 経済学特殊講義／（地域データ分析）
土地と住宅の経済学 土地と住宅の経済学
地域政策実践 地域振興の実践
福祉の経済学 福祉の経済学
年金の経済学 年金の経済学
日本の医療問題 医療と健康の経済学
財政政策／＜１＞ 財政学／＜１＞
財政政策／＜２＞ 財政学／＜２＞
地方公共政策 地方公共政策
経済発展 経済発展論
産業と政策 産業と政策
地域と行政 経済学特殊講義／（地域と行政）
現代の地方自治 経済学特殊講義／（現代の地方自治）
コース特殊講義Ｅ／（行政学） 経済学特殊講義／（行政学）
上級演習Ⅰ／＜１＞～＜２９＞ 上級演習Ⅰ／＜１＞
上級演習Ⅱ／＜１＞～＜２９＞ 上級演習Ⅱ／＜１＞
経済経営ワークショップ 経済経営ワークショップ
卒業研究／＜１＞～＜２８＞ 卒業研究／＜１＞
日本史概論Ⅰ 日本史概論Ⅰ
日本史概論Ⅱ 日本史概論Ⅱ
世界史概論Ⅰ 世界史概論Ⅰ
世界史概論Ⅱ 世界史概論Ⅱ
人文地理学 人文地理学
自然地理学／＜1＞ 自然地理学／a
自然地理学／＜2＞ 自然地理学／＜2＞
地誌学 地誌学
現代の政治学 現代の政治学
学校経営と学校図書館 学校経営と学校図書館
学校図書館メディアの構成 学校図書館メディアの構成
学習指導と学校図書館 学習指導と学校図書館
読書と豊かな人間性 読書と豊かな人間性
情報メディアの活用 情報メディアの活用
地域福祉実践研究／＜1＞ 共生社会実践研究／ａ
地域福祉実践研究／＜2＞ 共生社会実践研究／ｂ
教職総合演習 教職総合演習
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