■

1
年
生

教育の全体像

■ 初年次教育
大学での学び方について、
1年生ゼミの中で学びます。
■リメディアル教育
大学での学習に必要な基礎
科目の復習を行います。

一般教養を学ぶ
■基礎科目
セミナーや外国語、スポーツなどを
中心とした科目です

2
年
生

■一般教育科目
「人文科学」、「社会科学」、
「自然科学」、「特殊講義」の各分野
の科目です。

資格取得

3
年
生

4
年
生

専門分野を学ぶ
■専門教育科目
演習や、各学科や各コースの
専門に特化した科目です。

学生全員が目指す資格
各コースで目指す資格
希望者が目指す資格

就職
1年生から就職支援
プログラムに参加して、
学年ごとにレベルを
あげるステップを刻み
ます。
■対応授業
人生と職業Ⅰ～Ⅲ

教員免許も教職課程
にて取得可能

コンピテンシー育成
社会で求められる能力（コンピテンシー）を1年生から身に付けます。

※コース制は、平成 22 年度入学生からの適応となります。

■経済学科コース履修

経済学科
全コース共通

★必修科目
☆選択必修科目

★フレッシュマンセミナー ★ソフォモアセミナー ★演習Ⅰ ★演習Ⅱ ★英語Ⅰ
★英語Ⅱ☆外国語科目 ★経済学AB ☆マクロ経済学 ☆統計学総論
☆ミクロ経済学 ☆金融論 ☆経済政策総論 ☆経済史 ☆財政学総論

目指す資格・検定 Microsoft Office Specialist ニュース時事能力検定

現代経済コース

求める学生像

経済を動かす根幹の事象に関心を持ち、経済のしくみについて理解を深め、経
済にかかわる実践的知識を身につけたい人

主な履修科目

国際経済学 経済数学 日本経済史 西洋経済史 産業組織論
労働経済論 地方財政論 環境経済学 公共経済学 社会保障論
国際金融論 日本経済論 計量経済学 経済統計
製造業における組織と仕事 ぐんまものづくり中小企業論 等

目指す資格・検定 経済学検定 等
求める学生像
金融経済コース 主な履修科目

企業の活動と金融のしくみについて学びたい人
経済数学 くらしとお金 金融知識の基礎 証券市場論 国際金融論
銀行実務A（預金・為替） 銀行実務B（融資・営業） 銀行論
金融制度論 手形・小切手法 会社法 経済法 等

目指す資格・検定 ファイナンシャル・プランニング技能士 等

公務員コース

求める学生像

経済学を基礎に公務員に必要な実践的知識を加味して、公共的な社会事象を
とらえる力を養いたい人

主な履修科目

民法Ⅰ（総則・物権） 民法Ⅱ（債権総論・担保物権） 民法Ⅲ（債権各論）
憲法Ⅰ（統治機構） 憲法Ⅱ（基本的人権） 刑法 刑事政策 警察法入門
警察法 地方自治法入門 地方自治法 行政法Ⅰ（総論） 公共サービス論
行政法Ⅱ（行政救済法） 政治学原論 商法 手形・小切手法 国際法
国際開発概論Ⅰ 行政学 等

目指す資格・検定 公務員試験 等

※平成 22 年 5 月 1 日現在

■経営学科コース履修

経済学科
全コース共通

★必修科目
☆選択必修科目

★フレッシュマンセミナー ★ソフォモアセミナー ★演習Ⅰ ★演習Ⅱ ★英語Ⅰ
★英語Ⅱ ☆外国語科目 ★経営学 ☆簿記原理 ☆経営学原理 ☆経営管理論
☆人事管理論 ☆財務管理論 ☆マーケティング論 ☆経営史 ☆企業論
☆経営情報論 ☆会計学原理 ☆工業簿記

目指す資格・検定 Microsoft Office Specialist ニュース時事能力検定
求める学生像
経営・会計コース 主な履修科目

企業で即戦力となる実践的な知識とスキルを身につけたい人
生産管理論 国際マーケティング論 経営組織論 中小企業論 企業論
経営戦略論 流通論 経営情報論 財務会計論 原価計算論 管理会計論
税務会計論 会計セミナー 初級営業講座 営業手法実践 等

目指す資格・検定 日商簿記検定、日商販売士検定、秘書技能検定 等

国際ビジネス
コース

求める学生像

企業の国際部門や貿易会社などで活用できる知識とスキルを身につけたい人

主な履修科目

TOEICⅠ TOEICⅡ ビジネスジャパニーズ バーチャルコミュニケーション
ベーシックインターナショナルコミュニケーション 海外語学研修
国際マーケティング論 国際経営論 貿易論 貿易実務 国際法
国際関係法 国際経済法 外国法 国際取引法 国際金融論 等

目指す資格・検定 TOEIC 等

スポーツ
マネジメント
コース

求める学生像

スポーツを切り口としたマネジメント能力を身につけたい人

主な履修科目

スポーツ政策論 スポーツ法学 スポーツ社会学 スポーツ統計学
スポーツマネジメント論入門ⅠⅡ スポーツ産業論 スポーツマーケティング論
スポーツビジネス論 スポーツクラブ学 クラブ運営学 スポーツ医学
スポーツ栄養学 発育発達論 スポーツ心理学 トレーニング論 等

目指す資格・検定 スポーツリーダー、保健体育教員免許 等

ITマネジメント
コース

求める学生像

IT関連企業で通用する知識とスキルを身につけたい人

主な履修科目

情報基礎実習 情報プロジェクト実習 経営情報論 経営シミュレーション
ウェブシステム 情報システム論 ITパスポートⅠⅡⅢⅣ 等

目指す資格・検定 ITパスポート 等

観光ビジネス
コース

求める学生像

人と接することが好きで、人とのかかわりを大切にしている人

主な履修科目

ホスピタリティ論 観光産業概論 ホテル事業経営論 ホテル事業計画論
外食産業論 テーマパーク事業論 旅行業概論 旅行業関連法規ⅠⅡⅢ
国際観光資源論ⅠⅡ 国際旅行実務論ⅠⅡ 等

目指す資格・検定 国内旅行業務取扱管理者 等

※平成 22 年 5 月 1 日現在

