
経済学部経済学科（夜間主コース）カリキュラムマップ

  

  

  

  

  

発
 
展

 

基
 
礎

 

導
 
入

 

ミクロ経済学Ⅰ-A     ミクロ経済学Ⅰ-B 

マクロ経済学Ⅰ-A    マクロ経済学Ⅰ-B 

政治経済学-A       政治経済学-B 

社会経済学概論 

社会政策-A        社会政策-B 

農業政策-A        農業政策-B 

労働経済論-A       労働経済論-B 

経済史総論-A       経済史総論-B 

社会学総論-A       社会学総論-B 

日本産業論-A       日本産業論-B 

国際経済学-A       国際経済学-B 

開発経済学-A       開発経済学-B 

地域経済論-A       地域経済論-B 

財政学-A          財政学-B            

統計学-A          統計学-A 

 

  

経営戦略論-A      経営戦略論-B 

経営組織論-A       経営組織論-B 

人的資源管理-A     人的資源管理-B 

流通論-A          流通論-B 

マーケティング論-A    マーケティング論-B 

貿易論-A          貿易論-B 

簿記論-A         簿記論-B 

財務会計論-A      財務会計論-B 

原価計算論-A      原価計算論-B 

経営数学-A        経営数学-B 

情報システム論-A    情報システム論-B 

消費者行動論-A     消費者行動論-B 

ゲーム分析-A      ゲーム分析-B 
オペレ-ションズ・リサーチ-A  オペレ-ションズ・リサーチ-B 

経営史-A          経営史-B 

国際経営論-A       国際経営論-B 
コーポレート・ファイナンス-A   コーポレート・ファイナンス-B 

経営システム-A      経営システム-B 

管理会計論-A       管理会計論-B         

行政法-A       行政法-B 

税法-A        税法-B 

政治学-A       政治学-B        

環境法-A       環境法-B 

家族法 

金融取引法-A    金融取引法-B 

民亊訴訟法-A    民事訴訟法-B 

手形小切手法 

経済法-A       経済法-B         

労働法Ⅰ-A     労働法Ⅰ-B 

労働法Ⅱ-A     労働法Ⅱ-B 

国際私法 

国際取引法-A    国際取引法-B 

憲法Ⅰ（人権）-A   憲法Ⅰ（人権）-B 

刑事法-A        刑事法-B 

財産法Ⅰ-A      財産法Ⅰ-B 

財産法Ⅱ-A      財産法Ⅱ-B 

会社法-A        会社法-B 

 

＜経済学科＞ ＜経営学科＞ ＜経営法学科＞ 

＜演習科目＞ 

入門ゼミナール 

 

＜社会連携科目＞ 

（昼間主開講科目） 
リテラシー特殊講義 

キャリア・デザイン特殊講義 

地域ビジネス特殊講義 

地域ビジネス特殊演習 

地域政策特殊講義 

地域政策特殊演習 

国内インターンシップⅠ 

国内インターンシップⅡ 

国際インターンシップⅠ 

国際インターンシップⅡ 

 

 

 
    ＜専門科目＞                                      ＜教養教育科目＞ 
    現代経済入門  経営学入門    法学入門Ⅰ                  人文科学系  自然科学系  医療・健康科学系  社会科学系 
    経済学入門    会計学入門     法学入門Ⅱ                   総合科目系  外国語系    保健体育系    情報処理系 
    初年次教育 

卒業論文 

卒業研究 
専門ゼミナール 

 

外国書講読Ⅰ 

外国書講読Ⅱ 

 

幅広い知識 専門的知識 社会貢献力 問題発見・解決力 コミュニケーション力 

教養科目，導入科目 基礎科目，発展科目 基礎科目，発展科目，社会連携科目 ゼミナール，卒業論文 外国語系科目・ゼミナールの修得 

学習成果の達成目標 

ロシア経済論-A     ロシア経済論-B 

アジア経済論-A     アジア経済論-B     

環境経済学-A      環境経済学-B 

環境政策論-A      環境政策論-B 

経済情報処理 

地方財政論-A      地方財政論-B 

金融論Ⅰ-A       金融論Ⅰ-B 

金融論Ⅱ-A       金融論Ⅱ-B 

 

＜自学科科目＞ ＜他学科科目＞ 



経済学部経営学科（夜間主コース）カリキュラムマップ

  

  

  

  

  

発
 
展

 

基
 
礎

 

導
 
入

 

ミクロ経済学Ⅰ-A     ミクロ経済学Ⅰ-B 

マクロ経済学Ⅰ-A    マクロ経済学Ⅰ-B 

政治経済学-A       政治経済学-B 

社会経済学概論 

社会政策-A        社会政策-B 

農業政策-A        農業政策-B 

労働経済論-A       労働経済論-B 

経済史総論-A       経済史総論-B 

社会学総論-A       社会学総論-B 

日本産業論-A       日本産業論-B 

国際経済学-A       国際経済学-B 

開発経済学-A       開発経済学-B 

地域経済論-A       地域経済論-B 

財政学-A          財政学-B            

統計学-A          統計学-A 

 

  

経営戦略論-A      経営戦略論-B 

経営組織論-A       経営組織論-B 

人的資源管理-A     人的資源管理-B 

流通論-A          流通論-B 

マーケティング論-A    マーケティング論-B 

貿易論-A          貿易論-B 

簿記論-A         簿記論-B 

財務会計論-A      財務会計論-B 

原価計算論-A      原価計算論-B 

経営数学-A        経営数学-B 

情報システム論-A    情報システム論-B 

消費者行動論-A     消費者行動論-B 

ゲーム分析-A      ゲーム分析-B 
オペレ-ションズ・リサーチ-A  オペレ-ションズ・リサーチ-B 

経営史-A          経営史-B 

国際経営論-A       国際経営論-B 
コーポレート・ファイナンス-A   コーポレート・ファイナンス-B 

経営システム-A      経営システム-B 

管理会計論-A       管理会計論-B         

行政法-A       行政法-B 

税法-A        税法-B 

政治学-A       政治学-B        

環境法-A       環境法-B 

家族法 

金融取引法-A    金融取引法-B 

民亊訴訟法-A    民事訴訟法-B 

手形小切手法 

経済法-A       経済法-B         

労働法Ⅰ-A     労働法Ⅰ-B 

労働法Ⅱ-A     労働法Ⅱ-B 

国際私法 

国際取引法-A    国際取引法-B 

憲法Ⅰ（人権）-A   憲法Ⅰ（人権）-B 

刑事法-A        刑事法-B 

財産法Ⅰ-A      財産法Ⅰ-B 

財産法Ⅱ-A      財産法Ⅱ-B 

会社法-A        会社法-B 

 

＜経済学科＞ ＜経営学科＞ ＜経営法学科＞ 

＜演習科目＞ 

 

＜社会連携科目＞ 

（昼間主開講科目） 
リテラシー特殊講義 

キャリア・デザイン特殊講義 

地域ビジネス特殊講義 

地域ビジネス特殊演習 

地域政策特殊講義 

地域政策特殊演習 

国内インターンシップⅠ 

国内インターンシップⅡ 

国際インターンシップⅠ 

国際インターンシップⅡ 

 

 

 
    ＜専門科目＞                                      ＜教養教育科目＞ 
    現代経済入門  経営学入門    法学入門Ⅰ                  人文科学系  自然科学系  医療・健康科学系  社会科学系 
    経済学入門    会計学入門     法学入門Ⅱ                   総合科目系  外国語系    保健体育系    情報処理系 
    初年次教育 

卒業論文 

卒業研究 
専門ゼミナール 

 

外国書講読Ⅰ 

外国書講読Ⅱ 

 

幅広い知識 専門的知識 社会貢献力 問題発見・解決力 コミュニケーション力 

教養科目，導入科目 基礎科目，発展科目 基礎科目，発展科目，社会連携科目 ゼミナール，卒業論文 外国語系科目・ゼミナールの修得 

学習成果の達成目標 

ロシア経済論-A     ロシア経済論-B 

アジア経済論-A     アジア経済論-B     

環境経済学-A      環境経済学-B 

環境政策論-A      環境政策論-B 

経済情報処理 

地方財政論-A      地方財政論-B 

金融論Ⅰ-A       金融論Ⅰ-B 

金融論Ⅱ-A       金融論Ⅱ-B 

 

＜他学科科目＞ 

入門ゼミナール 

＜自学科科目＞ ＜他学科科目＞ 



経済学部経営法学科（夜間主コース）カリキュラムマップ

  

  

  

  

  

発
 
展

 

基
 
礎

 

導
 
入

 

ミクロ経済学Ⅰ-A     ミクロ経済学Ⅰ-B 

マクロ経済学Ⅰ-A    マクロ経済学Ⅰ-B 

政治経済学-A       政治経済学-B 

社会経済学概論 

社会政策-A        社会政策-B 

農業政策-A        農業政策-B 

労働経済論-A       労働経済論-B 

経済史総論-A       経済史総論-B 

社会学総論-A       社会学総論-B 

日本産業論-A       日本産業論-B 

国際経済学-A       国際経済学-B 

開発経済学-A       開発経済学-B 

地域経済論-A       地域経済論-B 

財政学-A          財政学-B            

統計学-A          統計学-A 

 

  

経営戦略論-A      経営戦略論-B 

経営組織論-A       経営組織論-B 

人的資源管理-A     人的資源管理-B 

流通論-A          流通論-B 

マーケティング論-A    マーケティング論-B 

貿易論-A          貿易論-B 

簿記論-A         簿記論-B 

財務会計論-A      財務会計論-B 

原価計算論-A      原価計算論-B 

経営数学-A        経営数学-B 

情報システム論-A    情報システム論-B 

消費者行動論-A     消費者行動論-B 

ゲーム分析-A      ゲーム分析-B 
オペレ-ションズ・リサーチ-A  オペレ-ションズ・リサーチ-B 

経営史-A          経営史-B 

国際経営論-A       国際経営論-B 
コーポレート・ファイナンス-A   コーポレート・ファイナンス-B 

経営システム-A      経営システム-B 

管理会計論-A       管理会計論-B         

行政法-A       行政法-B 

税法-A        税法-B 

政治学-A       政治学-B        

環境法-A       環境法-B 

家族法 

金融取引法-A    金融取引法-B 

民亊訴訟法-A    民事訴訟法-B 

手形小切手法 

経済法-A       経済法-B         

労働法Ⅰ-A     労働法Ⅰ-B 

労働法Ⅱ-A     労働法Ⅱ-B 

国際私法 

国際取引法-A    国際取引法-B 

憲法Ⅰ（人権）-A   憲法Ⅰ（人権）-B 

刑事法-A        刑事法-B 

財産法Ⅰ-A      財産法Ⅰ-B 

財産法Ⅱ-A      財産法Ⅱ-B 

会社法-A        会社法-B 

 

＜経済学科＞ ＜経営学科＞ ＜経営法学科＞ 

＜演習科目＞ 

入門ゼミナール 

 

＜社会連携科目＞ 

（昼間主開講科目） 
リテラシー特殊講義 

キャリア・デザイン特殊講義 

地域ビジネス特殊講義 

地域ビジネス特殊演習 

地域政策特殊講義 

地域政策特殊演習 

国内インターンシップⅠ 

国内インターンシップⅡ 

国際インターンシップⅠ 

国際インターンシップⅡ 

 

 

 
    ＜専門科目＞                                      ＜教養教育科目＞ 
    現代経済入門  経営学入門    法学入門Ⅰ                  人文科学系  自然科学系  医療・健康科学系  社会科学系 
    経済学入門    会計学入門     法学入門Ⅱ                   総合科目系  外国語系    保健体育系    情報処理系 
    初年次教育 

卒業論文 

卒業研究 
専門ゼミナール 

 

外国書講読Ⅰ 

外国書講読Ⅱ 

 

幅広い知識 専門的知識 社会貢献力 問題発見・解決力 コミュニケーション力 

教養科目，導入科目 基礎科目，発展科目 基礎科目，発展科目，社会連携科目 ゼミナール，卒業論文 外国語系科目・ゼミナールの修得 

学習成果の達成目標 

ロシア経済論-A     ロシア経済論-B 

アジア経済論-A     アジア経済論-B     

環境経済学-A      環境経済学-B 

環境政策論-A      環境政策論-B 

経済情報処理 

地方財政論-A      地方財政論-B 

金融論Ⅰ-A       金融論Ⅰ-B 

金融論Ⅱ-A       金融論Ⅱ-B 

 

＜他学科科目＞ ＜自学科科目＞ 


	夜(済）
	夜（営）
	法 (夜)

