
実践的な
就活対応力

経営学部 経営コミュニケーション学科
THE FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION / BUSINESS ADMINISTRATION AND COMMUNICATION DEPARTMENT経営コミュニケーション学科の学び

夢に向かって着実に進む4 年間（ゼミナール、フィールドワークとキャリア教育） CURRICULUM

経営学分野で必要な専門科目を配置しています。
夢の実現に向けて、計画的に履修していきます。

初年次教育科目です。大学学では授業や
大学生活をスムーズに開始できるように
ノートの取り方を含めて学びます。自分史、
ビブリオバトル、なたもだ作文といった課
題に取り組むことで力をつけていきます。

1年次後期より基礎的なキャリア科目を
学びはじめます。将来の夢の実現に向け
て、キャリア、雇用システムの基礎や就職
活動について学びます。

リーダーシップの3要素（目標設定・共有、
率先垂範、同僚支援）を学び、入学後早い
段階から積極的な取り組みをうながします。
アクティブ・ラーニングを受け入れる素地
作りになることも期待しています。

約95％の学生が２年次からゼミナールに入室。経営、
マーケティング、人材マネジメント、会計学、金融など
テーマは多数。教員、先輩、ゼミのメンバーとともに専
門性を深めながら問題解決力を養います。

各専門ゼミが協働し、企業や自治体と
パートナーシップを組んで、商品開発な
どのプロジェクトを共同で進めます。経
営学の知識やゼミで培った専門性を実社
会での実践を通して、確かなものにして
いきます。

アメリカの流通業界の視察や「AnimeJapan」の企画・
運営などを行うフィールドワーク、さまざまな企業で実務
を体験するインターンシップを多数用意しています。現場
を肌で感じながらの学びで実践的な力を身につけます。

キャリアデザインを系統的に学びます。ワークショップ
形式の授業も取り入れています。自身の将来イメージ
を確立して、自信を持って就職活動に臨みます。

■印は選択必修科目	この７科目から、４科目・14単位以上の単位を修得することが必要
●印は選択科目、それ以外は必修科目　＊外国語科目(留学生用)　2019年度実績／（	）内の数字は単位数です。

PICK UP 授業
ビジュアル・シンキング
情報を読み解き、簡単な図形やグラフ等のビジュ
アルを使って表現し、情報伝達の効率を上げ課
題の解決を容易にするのが、ビジュアル・シン
キング。組織経営のさまざまな局面で求められる
情報伝達や目標共有などのプロセスを、効果的
にできるスキルです。学内の教員陣から、さまざ
まなビジネスシーンにおけるビジュアルの役割
を学び、初歩のビジュアル・シンキングを自ら実
施できるだけの、技法や経験を身につけます。

ビジュアル・シンキングは、複雑な物をシンプルに表現し
ていくので、絵の不得手は関係ありません。誰もが身につ
けられるスキルです。伝えるターゲットが理解しやすいよ
うにシーンを置き換えたりしながら実作を進めています。
他の授業でも、ノートを書くときや、自分の考えを整理す
るときにも使うことができ、後から思い出すにも便利で、
全ての学びをスムーズに進めることができています。

学生の声

佐久間	伶奈
経営学部	4年／千葉県立	袖ヶ浦高校	出身

自分の専門分野をみつける
専門科目群

大学学・学士力基礎

キャリア科目

職業とキャリア

新しいリーダーシップ

2年次より始まる

演習
（少人数ゼミナール）

産官学連携でプロジェクトを推進
フィールドワーク実践

キャリアを理解・デザインする
	キャリアデザイン

（基礎・応用・発展）

就業体験を行う
フィールドワーク科目
短期インターンシップ

 キャリア特講  キャリアワークショップ（基礎・応用）

80社を超えるインターンシップ
教員とキャリアセンターで関係づくりをしてきた約80社の優良企業に、
インターンシップに行くことができます。２年次から参加できます。

【IT】日本電算、ソフテム、
角川アスキー総合研究所、蓼科情報
【アパレル・装飾】三松
【印刷】TONEGAWA、プリントパック
【家具製造】愛知	
【金融】日短マネーマーケッツ	
【専門商社】内田洋行
【小売】丸広百貨店
【広告】サイホープロパティーズ、イシイ
【人材】ウチダ人材開発センタ	
【人材・広告】キイストン	
【製造】東和エンジニアリング、松下産業、

フクダ電子	
【会計・税務】中根税務会計事務所
（ティー・エヌ・コンサルティング）、
野口会計法律事務所、後藤法律事務所
【パソコン教室】スーパーオフィス
【ホテル】ホテル花いさわ、
ホテルメトロポリタン、ホテルグランドパレス、
安達・グリーンワールド（ホテルグリーンプラザ）、
かたくら諏訪湖ホテル、
ミドルウッド（ホテルカターラRESORT&SPA）
【レストラン】東天紅	

2019年度予定

大学生活の
目標・計画

キャリア目標の
明確化1年次 2年次 3・4年次

自分の4年間の成長がわかる
「電子ポートフォリオ」
経営学部では、学生たちそれぞれが持っている将来の夢
の到達に向けて、卒業時に備えておくべき力や姿勢を意
識するように指導しています。そのために、自分の取り組
みや目標を記録できる「電子ポートフォリオ」システムを
活用しています。半年単位で「チャレンジ目標」を立て、
その振り返りを行い、担当教員は面接も行いコメントを
記入します。半年単位で授業、授業以外にわけて具体的
なエビデンスをふまえながら成長を確認します。

TOPIC

1年次 2年次 3・4年次

基
本
科
目

大学特別科目 人間共生論(2)
●地球環境論Ⅰ(2)/Ⅱ(2)

●新・文明の旅特講a(2)/b(2)
●新・文明の旅総合講義(2)	

基礎専門科目
(各2単位)

大学学
学士力基礎
●新しいリーダーシップ
●チームワーク実践
●職業とキャリア
●法学
●日本国憲法
●健康の科学

●心理学	a/b
●シーズンスポーツⅠ(1)
●芸術Ⅰ/Ⅱ	
●スポーツⅠ(1)	
●ジェンダー論
●日本語表現法入門
●社会学	a/b	
●統計学	a/b

●日本語表現法応用Ⅰ/Ⅱ
●日本近現代史
●日中比較文化

●比較文化論Ⅰ/Ⅱ	
●スポーツⅡ(1)
●シーズンスポーツⅡ(1)	

外国語科目
(各1単位)

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

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

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

専
門
分
野

経営学
■経営学(4)
●経営史(2)

●経営組織(2)
●組織行動(2)
●人的資源管理(2)

●経営者論(2)
●経営戦略(2)
●財務戦略(2)

マーケティング・
流通

■マーケティング(4) ●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)
●現代流通(2)
●消費者行動(2)
●ブランド戦略(2)
●国際マーケティング環境(2)
●国際マーケティング戦略(2)
●Webマーケティング(2)
●コンテンツ•マーチャンダイジング(2)

●貿易実務(2)
●貿易英語(2)
●商品開発(2)
●サービスマーケティング(2)
●小売マーケティング(2)
●PR戦略(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)
●広告戦略(2)

会計
■簿記原理(4)
●簿記演習(基礎)(2)
●簿記演習(発展)(2)

●会計学(基礎)(2)
●会計学(発展)(2)
●上級簿記(基礎)(2)

●財務会計(2)
●連結会計(2)
●コンピュータ会計(2)

経済・金融と法

■経済学(ミクロ)(2)
●経済学(マクロ)(2)

●金融(2)
●金融政策(2)
●国際経済論a(2)/b(2)
●国際政治経済論a(2)/b(2)
●民法(総則)(2)

●民法(契約)(2)
●商法(会社法)(2)
●商法(手形法)(2)
●税法(所得税)(2)
●税法(法人税)(2)

●金融危機と資本市場(2)
●国際金融(2)
●知的財産法(2)
●財政学(2)
●金融・経済と法特講(2)

経営情報•
リテラシー

●情報処理(基礎)(2)
●情報処理(応用)(2)
●コンピュータリテラシー(基礎)(2)
●コンピュータリテラシー(応用)(2)
●ビジネスソフト検定(Word)(2)
●ビジネスソフト検定(Excel)(2)

■経営情報(基礎)(2)
●経営情報(応用)(2)
●情報検定(2)
●プログラミング(基礎)(2)
●プログラミング(応用)(2)

●ネットワーク演習(2)
●データベース演習(4)
●Webプログラミング(基礎)(2)
●Webプログラミング(応用)(2)

●情報ネットワーク社会(2)
●プログラミング言語(2)
● ITシステム論(2)

リーダーシップ ●ビジネスリーダーシップ開発展開(2)
●ビジネスリーダーシップ開発応用(2)

コンテンツ・CG

●ビジュアルデザイン(2)
■画像表現(基礎)(2)
●画像表現(応用)(2)

●コンテンツ制作論(2)
●ビジュアルデザイン制作 (2)
●インフォグラフィック制作 (4)
●動的デザイン制作(基礎)(4)
●動的デザイン制作(応用)（2）

●映像表現基礎(2)
●Webデザイン制作(基礎)(2)
●Webデザイン制作(応用)(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)

キャリア
●キャリアデザイン(基礎)(1)
●キャリア特講(1)

●キャリアデザイン(応用)(1)
●キャリアデザイン(発展)(1)
●キャリアワークショップ(基礎)(1)
●キャリアワークショップ(応用)(1)

実習•演習

●フィールドリサーチ(2)
●長期フィールドワーク実践Ⅰ(2)/Ⅱ(4)/Ⅲ(4)/Ⅳ (4)
●フィールドワーク•レビュー(2)
●短期インターンシップ(2)
●演習Ⅰ(4)

●演習Ⅱ(8)
●外国書講読(2)
●＊外国書講読(日本語)(2)

海外留学 ●海外個人フィールドワーク（英語）Ⅰa(2)/Ⅰb(2)　　　●海外セメスター語学研修Ⅰ(4)/Ⅱ(4)　●海外語学（該当外国語）研修Ⅰ(2)/Ⅱ(2)
●海外個人フィールドワーク(日本語)Ⅰa(2)/Ⅰb(2)　　	●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)

●財務管理 (2)
●国際経営環境 (2)
●国際経営戦略 (2)

●上級簿記(発展)(2)
●工業簿記(2)
●原価計算(2)

●アジアビジネス特講 (2)
●中国ビジネス特講 (2)
●ビジネスモデルと事業戦略 (2)

■ビジュアル • シンキング (2)
●ビジネス情報理解 (2)

●起業と事業創造 (2)
●人材開発 (2)

●経営分析(2)

●CSRとコーポレート•
　	ガバナンス(2)
●企業文化論(2)
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