
●印は選択科目、それ以外は必修科目　2014年度実績／（ ）内の数字は単位数です。＊は留学生対象の科目です。

次年3次年2次年1 4 年次

●TOEIC－ⅡA(1)/ⅡB(1) 
●フランス語初級Ⅱa(1)/Ⅱb(1) 
●イングリッシュ･コミュニケーションⅡA(1)/ⅡB(1)
●マルチメディア･イングリッシュA(1) /B(1) 
●スペイン語初級Ⅱa(1)/Ⅱb(1)
●韓国・朝鮮語初級Ⅱa(1)/Ⅱb(1)
●＊日本語コミュニケーションBⅠ(1)/BⅡ(1)
●＊日本語論文の書き方ⅡＡ(1)/ⅡＢ(1)

人間共生論(2) ●地球環境論Ⅰ(2)/Ⅱ(2)

●比較文化論 a(2)/b(2) 
●スポーツⅡ(1)
●シーズンスポーツⅡ(1)

●新・文明の旅特講a(2)/b(2) 

●新・文明の旅総合講義(2) 

大学学(2)
学士力基礎(2)
●経済学Ⅱ(2) 
●法学(2) 
●経営理解の基礎(2)
●健康の科学(2)

ベイシック･イングリッシュⅠA(1)/ⅠB(1) 
イングリッシュ･コミュニケーションⅠA(1)/ⅠB(1)
TOEIC－ⅠA(1)/ⅠB(1) 
●フランス語初級Ⅰa(1)/Ⅰb(1) 
●スペイン語初級Ⅰa(1)/Ⅰb(1)
●中国語セミナーAⅠ(1)/AⅡ(1) 
●中国語コミュニケーションAⅠ(1)/AⅡ(1)
●韓国・朝鮮語初級Ⅰa(1)/Ⅰb(1) 

職業とキャリア(2)
●芸術Ⅰ〈音楽〉(2)/Ⅱ〈美術〉(2) 
●スポーツⅠ(1) 
●シーズンスポーツⅠ(1)
●ジェンダー論(2)

経済学Ⅰ(2)
●心理学Ⅰ(2)/Ⅱ(2) 
●統計学Ⅰ(2)/Ⅱ(2) 
●社会学Ⅰ(2)/Ⅱ(2)
●日本語表現法Ⅰ(2)/Ⅱ(2)
●日本国憲法(2) 

●イングリッシュ･セミナーA(1)/B(1)
●イングリッシュ･コミュニケーションⅢA(1)
　　　　　　　　　　　　　　  /ⅢB(1)
●TOEIC－ⅢA(1)/ⅢB(1)
●中国語コミュニケーションCⅠ(1)/CⅡ(1)

次年4•3次年2次年1

●経営組織(2) ●財務管理(2)●経営史(2)経営学Ⅰ(2)/Ⅱ(2)
●ビジネスプレゼンテーションⅠ(2)/Ⅱ(2)

●現代CSR論(2)

マーケティングⅠ(2)/Ⅱ(2) ●消費者の行動と心理(2)
●商品開発とブランドマーケティング（2）
●流通システム(2)
●ファッションマーケティング(2)　

●サービスマーケティング(2)
●国際マーケティング環境(2)
●広告戦略(2)

簿記原理Ⅰ(2)/Ⅱ(2) ●簿記応用Ⅰ(2)/Ⅱ(2) ●会計学Ⅰ(2) ●経営分析(2)

●国際経済論a(2)/b(2)●国際政治経済論a(2)/b(2)

●情報とコンピュータⅠ(2)
●ビジュアルデザイン(2)

経営と情報Ⅰ(2)　●コンテンツ・マーチャンダイジング(2)
●コンテンツ制作論(2)
●経営と情報 Ⅱ(2)
●コンテンツプロデュース論(2)
●メディア経済論a(2)/b(2)
●エンタテインメントビジネス(2)

●情報ネットワーク社会Ⅰ(2)/Ⅱ(2)
●知的財産権(2)　●映像表現(2)
●コンテンツディベロップメント(2)
●コンテンツ・情報産業史(2)
●コンテンツ流通マーケティング(2)

●コンピュータ基礎Ⅰ(2)/Ⅱ(2)
●CG基礎Ⅰ(2)/Ⅱ(2)
●プログラミング基礎Ⅰ(2)/Ⅱ(2)

●WebプログラミングⅠ(2)/Ⅱ(2)
●FLASHデザインⅠ(4)/Ⅱ(2)
●CG応用Ⅰ(2)/Ⅱ(4)
●コンピュータ検定（ITパスポート）(2)

●Webプログラミング応用Ⅰ(2)/Ⅱ(2)  
●プログラミング言語(2)
●web制作演習Ⅰ(2)/Ⅱ(2)

●キャリアデザインⅠ(2)/Ⅱ(2) 
●フィールドリサーチⅠ(2)/Ⅱ(2)　
●長期フィールドワーク実践Ⅰ(2)/Ⅱ(4)/Ⅲ(4)/Ⅳ(4)/Ⅴ(2)
●演習Ⅰ(4)　　●短期インターンシップ(2)

●海外異文化コミュニケーションⅠ(4)/Ⅱ(4)
●海外異文化理解･研究Ⅰ(4)/Ⅱ(4)

●海外セメスター語学研修Ⅰ(4)/Ⅱ(4)
●海外語学（英語）研修Ⅰ(2)/Ⅱ(2)

●海外語学（中国語）研修Ⅰ(2)/Ⅱ(2)
●海外語学（該当外国語）研修Ⅰ(2)/Ⅱ(2) ※左記はすべて1年次開講

人的資源管理論（2）
●人間関係論（2）
●人材開発（2）

●事例で学ぶビジネス(2) ●経営戦略(2)
●ビジネスモデルと事業戦略(2)

●マーケティング・リサーチ基礎（2）
●マーケティング・リサーチ応用(2)
●商品デザイン基礎(2)/応用（2）
●Webマーケティング(2)

●国際マーケティング戦略(2)
●小売マーケティング(2)
●PR戦略(2)

　)2(アィテンラボと力協際国●)2(済経本日●

国際経営Ⅰ(2)
●国際経営Ⅱ(2)　●国際ビジネス実務Ⅰ(2)/Ⅱ(2)

●財務戦略(2)
●中国・アジアビジネス(2)　●経営者論(2)

●会計学Ⅱ(2)
●上級簿記Ⅰ(2)/Ⅱ(2)

●財務会計(2)
●コンピュータ会計(2)
●連結会計(2)

●国際金融(2)
●アジアの経済と金融(2)
●金融システム(2)
●金融資本市場(2)

●商法Ⅰ（会社法）(2)
●商法Ⅱ（手形・小切手法）(2)
●金融政策(2)
●税法Ⅰ(2)/Ⅱ(2)

金融(2)
●民法Ⅰ（総則）(2)
●民法Ⅱ（契約）(2)

起業と事業創造(2)
●産業カウンセリング論(2)

●原価計算(2)
●工業簿記(2)

●キャッシュフロー会計(2)
●国際会計(2)

●演習Ⅱ(8)
●キャリア特講Ⅰ(2)/Ⅱ(2)

基礎専門科目

外国語科目

大学特別科目

経営学

会計

経営情報・
コンテンツビジネス

経済・金融と法

コンピュータ・CG

キャリア研究
演習・実習

海外留学

マーケティング・
流通

経済・金融と法

経営

会計

経済・金融と法

経営

マーケティング・
流通

目
科
本
基

目
科
門
専

目
科
門
専

目
科
門
専

●ネットワーク技術(2)
●ネットワーク演習(2)
●データベース演習(4)

●ビジネスソフト検定（Word）(2)
●ビジネスソフト検定（Excel）(2)

教職の意義等に関する科目-------------
教育の基礎理論に関する科目 ----------

教育課程及び指導法に関する科目-----

教師論(2)
教育原理(2)　教育史(2)　教育心理学(2)　
発達心理学(2)　教育行政学(2)
教育課程論(2)　情報教育指導法Ⅰ(2)　情報教育指導法Ⅱ(2)
特別活動の研究(2)　教育の方法及び技術(2)

生徒指導、教育相談及び--------
進路指導等に関する科目
教職実践演習--------------------
教育実習--------------------------

生徒指導論（進路指導を含む）(2)
教育相談（カウンセリングを含む）(2)
教職実践演習（中・高）(2)
教育実習Ⅰ(事前・事後の指導)(1)　
教育実習Ⅱ(2)

教職に関する科目

大学での学習を
スムーズに

Admission Policy （大学が求める学生像を示した学生受け入れの方針）
経営学部では、マネジメント・経営管理の分野、コンテンツ（デザイン・CG・映像）制作・企画管理の分野
で活躍する意欲と資質を持つ人材を国際的に求めています。４年間の間に、的確な問題解決能力を身に
つけ、グローバルなビジネス社会の中で貢献できる有為な人材を育成しています。学生には、自分と社会と
の関係をさまざまな視点から考えようとする能力、リーダーシップを発揮してチーム活動に貢献しようとす
る能力、困難な問題に失敗を恐れずチャレンジする意欲、自分の考えを相手に伝えようとする意欲などが
求められます。具体的には、次のような目標を持った学生を求めています。
１．グローバルな視野に立った企業管理職を目指す者
２．店舗経営、自営業継承、ニュービジネス・ベンチャービジネスなどの起業家を目指す者　
３．情報システムやコンテンツを自ら創造したい者
４．コンピュータに関する専門知識や技能を活かして社会で活躍したい者
５．コンテンツを創造するクリエイティブワークと情報システム、さらにビジネスを独創的な企画によって
繋ぐことを目指す者

Curriculum Policy  （教育課程編成・実施の方針）
経営学部経営学科は、高い倫理性をもって広くビジネスで活躍できる人材を養成することを主眼にカリ
キュラム編成しています。1年次では、「人間共生論」「職業とキャリア」など職業倫理を中心とする教養性
の高い科目とPC機器を使用する情報リテラシー関連の科目と同時に、「経営学」「マーケティング」「簿記」
など専門性の高い科目を学習します。2年次以降は「経営コミュニケーション専攻」と「コンテンツ・マーケ
ティング専攻」の2専攻コースに分かれて、学生は比較的自由度の高い履修が可能になります。経営学部カ
リキュラムの特徴は、専門演習での研究・学習が効果的に行えるための編成になっている点と、企業イン
ターンシップや学内外でのプロジェクト型授業など従来の大学授業の枠にとらわれない科目を設置し、実
社会とかかわった中から経営を学ぶという柔軟な仕組みが取り入れられている点です。資格取得、留学制
度、他学部・他大学単位互換、飛び級制度などが提供されているのも特徴です。資格としては、高等学校
教諭一種免許状(情報)の他、マイクロソフト・オフィス・スペシャリスト、国内・総合旅行業務取扱管理者、
宅地建物取引主任者、ITパスポート試験、簿記検定、日商販売士検定などがあります。卒業までに必修科
目、選択必修科目および選択科目130単位を修得します。

一年次から職業観を養う

●キャリアデザインⅢ(2)/Ⅳ(2)
●＊外国書講読〈日本語〉(2)
●外国書講読(2)
●ゼミ支援講座Ⅰ(1)/Ⅱ(1)/Ⅲ(1)

●キャリアデザインⅢ(2)/Ⅳ(2)
●＊外国書講読〈日本語〉(2)
●外国書講読(2)
●ゼミ支援講座Ⅰ(1)/Ⅱ(1)/Ⅲ(1)

●中国語コミュニケーションBⅠ(1)/BⅡ(1)
●中国語セミナーBⅠ(1)/BⅡ(1)  

●＊日本語ⅠA(1)/ⅠＢ(1) 
●＊日本語セミナーAⅠ(1)/AⅡ(1) 
●＊日本語コミュニケーションAⅠ(1)/AⅡ(1) 
●＊日本語論文の書き方ⅠA(1)/ⅠB(1) 

   　　　                            経 営 学 部　経 営 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 学 科　経 営 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 専 攻

(2年生、3年生、4年生)



次年3次年2次年1 4 年次

●TOEIC－ⅡA(1)/ⅡB(1) 
●中国語コミュニケーションBⅠ(1)/BⅡ(1)
●中国語セミナーBⅠ(1)/BⅡ(1) 
●フランス語初級Ⅱa(1)/Ⅱb(1) 
●イングリッシュ･コミュニケーションⅡA(1)/ⅡB(1)
●マルチメディア･イングリッシュA(1) /B(1) 
●スペイン語初級Ⅱa(1)/Ⅱb(1)
●韓国・朝鮮語初級Ⅱa(1)/Ⅱb(1)
●＊日本語コミュニケーションBⅠ(1)/BⅡ(1)
●＊日本語論文の書き方ⅡＡ(1)/ⅡＢ(1)

人間共生論(2) ●地球環境論Ⅰ(2)/Ⅱ(2)

●比較文化論 a(2)/b(2) 
●スポーツⅡ(1)
●シーズンスポーツⅡ(1)

●新・文明の旅特講a(2)/b(2) 

●新・文明の旅総合講義(2) 
大学学(2)
学士力基礎(2)
職業とキャリア(2)
経済学Ⅰ(2)
●経済学Ⅱ(2) 
●経営理解の基礎(2)
●法学(2) 
●日本国憲法(2) 

ベイシック･イングリッシュⅠA(1)/ⅠB(1) 
イングリッシュ･コミュニケーションⅠA(1)/ⅠB(1)
TOEIC－ⅠA(1)/ⅠB(1) 
●中国語セミナーAⅠ(1)/AⅡ(1) 
●中国語コミュニケーションAⅠ(1)/AⅡ(1) 
●フランス語初級Ⅰa(1)/Ⅰb(1) 
●スペイン語初級Ⅰa(1)/Ⅰb(1)
●＊日本語コミュニケーションAⅠ(1)/AⅡ(1) 
●＊日本語論文の書き方ⅠA(1)/ⅠB(1) 
●＊日本語ⅠA(1)/ⅠＢ(1) 
●＊日本語セミナーAⅠ(1)/AⅡ(1) 
●韓国・朝鮮語初級Ⅰa(1)/Ⅰb(1)

●健康の科学(2)
●心理学Ⅰ(2)/Ⅱ(2) 
●統計学Ⅰ(2)/Ⅱ(2) 
●社会学Ⅰ(2)/Ⅱ(2)
●芸術Ⅰ〈音楽〉(2)/Ⅱ〈美術〉(2) 
●スポーツⅠ(1) 
●シーズンスポーツⅠ(1)
●ジェンダー論(2)
●日本語表現法Ⅰ(2)/Ⅱ(2)

●イングリッシュ･セミナーA(1)/B(1)
●イングリッシュ･コミュニケーションⅢA(1)
　　　　　　　　　　　　　　  /ⅢB(1)
●TOEIC－ⅢA(1)/ⅢB(1)
●中国語コミュニケーションCⅠ(1)/CⅡ(1)

次年2次年1 3•4 年次

●経営史(2)
●経営組織(2)

)2(用応/)2(礎基ンイザデ品商●)2(Ⅱ/)2(Ⅰグンィテケーマ
●ファッションマーケティング(2)
●Webマーケティング(2)

●国際マーケティング環境(2)
●小売マーケティング(2)
●PR戦略(2)

●簿記原理Ⅱ(2)
●簿記応用Ⅰ(2)/Ⅱ(2)

●会計学Ⅰ(2)/Ⅱ(2)
●上級簿記Ⅰ(2)/Ⅱ(2)
●原価計算(2)

●工業簿記(2)
●経営分析(2)

●Webプログラミング応用Ⅰ(2)/Ⅱ(2)
●プログラミング言語(2)

●キャリアデザインⅢ(2)/Ⅳ(2)
●＊外国書講読〈日本語〉(2)
●ゼミ支援講座Ⅰ(1)/Ⅱ(1)/Ⅲ(1)

●海外異文化コミュニケーションⅠ(4)/Ⅱ(4)
●海外異文化理解･研究Ⅰ(4)/Ⅱ(4)

●海外セメスター語学研修Ⅰ(4)/Ⅱ(4)
●海外語学（英語）研修Ⅰ(2)/Ⅱ(2)

●海外語学（中国語）研修Ⅰ(2)/Ⅱ(2)
●海外語学（該当外国語）研修Ⅰ(2)/Ⅱ(2) ※左記はすべて1年次開講

流通システム(2)
●消費者の行動と心理(2)
●商品開発とブランドマーケティング(2)
●マーケティング・リサーチ基礎(2)/応用(2)

●国際マーケティング戦略(2)
●サービスマーケティング(2)
●広告戦略(2)

●人的資源管理論(2)
●起業と事業創造(2)

●経営戦略(2)

●エンタテインメントビジネス(2)
●コンテンツ・マーチャンダイジング(2)

●コンテンツ流通マーケティング(2)

●コンテンツディベロップメント(2)
●コンテンツ流通マーケティング(2)
●コンテンツ・情報産業史(2)
●知的財産権(2)
●映像表現(2)

●コンテンツ制作論(2)
●エンタテインメントビジネス(2)
●コンテンツプロデュース論(2)
●コンテンツ・マーチャンダイジング(2)

●外国書講読(2)　　
●演習Ⅱ（8）
●キャリア特講Ⅰ(2)/Ⅱ(2)

基礎専門科目

外国語科目

大学特別科目

経営学

会計

経営情報・
コンテンツビジネス

経済・金融と法

コンピュータ・CG

キャリア研究
演習・実習

海外留学

マーケティング・
流通

経営情報・
コンテンツビジネス

コンピュータ・CG

経営・会計

コンピュータ・CG

マーケティング・
流通

目
科
本
基

目
科
門
専

目
科
門
専

目
科
門
専

●人材開発(2)
●人間関係論(2)

●現代CSR論(2)
●財務戦略(2)
●ビジネスモデルと事業戦略(2)

●経営者論(2)
●中国・アジアビジネス(2)

●コンピュータ会計(2)
●キャッシュフロー会計(2)

●財務会計(2)
●連結会計(2)
●国際会計(2)

●日本経済(2)
●税法Ⅰ(2)/Ⅱ(2)
●民法Ⅱ（契約）(2)

●金融(2)　　　●商法Ⅰ（会社法）(2)
●金融政策(2)　●商法Ⅱ（手形・小切手法）(2)
●国際経済論a(2)/b(2)
●国際政治経済論a(2)/b(2)
●民法Ⅰ（総則）(2)

●国際金融(2)
●アジアの経済と金融(2)
●金融システム(2)
●金融資本市場(2)
●国際協力とボランティア(2)

ビジュアルデザイン(2)
●情報とコンピュータⅠ(2)

経営と情報Ⅰ(2)　   
●経営と情報Ⅱ(2)　●メディア経済論a(2)/b(2)

●情報ネットワーク社会Ⅰ(2)/Ⅱ(2)

CG基礎Ⅰ(2)
●プログラミング基礎Ⅰ(2)/Ⅱ(2)
●コンピュータ基礎Ⅰ(2)/Ⅱ(2)
●ビジネスソフト検定（Excel）(2)
●ビジネスソフト検定（Word）(2)

●ネットワーク技術(2)
●ネットワーク演習(2)
●WebプログラミングⅠ(2)/Ⅱ(2)
●コンピュータ検定(ITパスポート)(2)

簿記原理Ⅰ(2)
●ビジネスプレゼンテーションⅠ(2)/Ⅱ(2)

●CG基礎Ⅱ(2)

CG基礎Ⅱ(2) WebプログラミングⅠ(2)　●FLASHデザインⅠ(4)/Ⅱ(2)　 ●web制作演習Ⅰ(2)/Ⅱ(2)

経営学Ⅰ(2)/Ⅱ(2)
●事例で学ぶビジネス(2)

●データベース演習(4)
●CG応用Ⅰ(2)/Ⅱ（4）

●国際経営Ⅰ(2)/Ⅱ(2)

●財務管理(2)
●産業カウンセリング論(2)
●国際ビジネス実務Ⅰ(2)/Ⅱ(2)

教職の意義等に関する科目-------------
教育の基礎理論に関する科目 ----------

教育課程及び指導法に関する科目-----

教師論(2)
教育原理(2)　教育史(2)　教育心理学(2)　
発達心理学(2)　教育行政学(2)
教育課程論(2)　情報教育指導法Ⅰ(2)　情報教育指導法Ⅱ(2)
特別活動の研究(2)　教育の方法及び技術(2)

生徒指導、教育相談及び--------
進路指導等に関する科目
教職実践演習--------------------
教育実習--------------------------

生徒指導論（進路指導を含む）(2)
教育相談（カウンセリングを含む）(2)
教職実践演習（中・高）(2)
教育実習Ⅰ(事前・事後の指導)(1)　
教育実習Ⅱ(2)

教職に関する科目

Curriculum Policy  （教育課程編成・実施の方針）
経営学部経営学科は、高い倫理性をもって広くビジネスで活躍できる人材を養成することを主眼にカリ
キュラム編成しています。1年次では、「人間共生論」「職業とキャリア」など職業倫理を中心とする教養性
の高い科目とPC機器を使用する情報リテラシー関連の科目と同時に、「経営学」「マーケティング」「簿記」
など専門性の高い科目を学習します。2年次以降は「経営コミュニケーション専攻」と「コンテンツ・マーケ
ティング専攻」の2専攻コースに分かれて、学生は比較的自由度の高い履修が可能になります。経営学部カ
リキュラムの特徴は、専門演習での研究・学習が効果的に行えるための編成になっている点と、企業イン
ターンシップや学内外でのプロジェクト型授業など従来の大学授業の枠にとらわれない科目を設置し、
実社会とかかわった中から経営を学ぶという柔軟な仕組みが取り入れられている点です。資格取得、留学
制度、他学部・他大学単位互換、飛び級制度などが提供されているのも特徴です。資格としては、高等学
校教諭一種免許状(情報)の他、マイクロソフト・オフィス・スペシャリスト、国内・総合旅行業務取扱管理
者、宅地建物取引主任者、ITパスポート試験、簿記検定、日商販売士検定などがあります。卒業までに必修
科目、選択必修科目および選択科目130単位を修得します。

Admission Policy （大学が求める学生像を示した学生受け入れの方針）
経営学部では、マネジメント・経営管理の分野、コンテンツ（デザイン・CG・映像）制作・企画管理の分野で
活躍する意欲と資質を持つ人材を国際的に求めています。４年間の間に、的確な問題解決能力を身につ
け、グローバルなビジネス社会の中で貢献できる有為な人材を育成しています。学生には、自分と社会と
の関係をさまざまな視点から考えようとする能力、リーダーシップを発揮してチーム活動に貢献しようと
する能力、困難な問題に失敗を恐れずチャレンジする意欲、自分の考えを相手に伝えようとする意欲など
が求められます。具体的には、次のような目標を持った学生を求めています。
１．グローバルな視野に立った企業管理職を目指す者
２．店舗経営、自営業継承、ニュービジネス・ベンチャービジネスなどの起業家を目指す者
３．情報システムやコンテンツを自ら創造したい者
４．コンピュータに関する専門知識や技能を活かして社会で活躍したい者
５．コンテンツを創造するクリエイティブワークと情報システム、さらにビジネスを独創的な企画によって
繋ぐことを目指す者

●印は選択科目、それ以外は必修科目　2014年度実績／（ ）内の数字は単位数です。＊は留学生対象の科目です。

●キャリアデザインⅠ(2)/Ⅱ(2) ●短期インターンシップ(2)　
●フィールドリサーチⅠ(2)/Ⅱ(2)　
●長期フィールドワーク実践
Ⅰ(2)/Ⅱ(4)/Ⅲ（4）/Ⅳ（4）/Ⅴ(2)　●演習Ⅰ(4)

●キャリアデザインⅠ(2)/Ⅱ(2) ●短期インターンシップ(2)　
●フィールドリサーチⅠ(2)/Ⅱ(2)　
●長期フィールドワーク実践
Ⅰ(2)/Ⅱ(4)/Ⅲ（4）/Ⅳ（4）/Ⅴ(2)　●演習Ⅰ(4)

豊富なマーケティング科目が
あります

コンテンツビジネス科目も充実

   　　　                            経 営 学 部　経 営 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 学 科　コ ン テ ン ツ ・ マ ー ケ テ ィ ン グ 専 攻
(2年生、3年生、4年生)
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