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１年次 2年次 3年次 4年次
科目区分別の学修目標 第1セメスター 夏季 第2セメスター 第3セメスター 夏季 第4セメスター 第5セメスター 夏季 第6セメスター 第7セメスター 夏季 第8セメスター

演習関連 ❶   複数国・複数回の多様な海外体験・留学を基に、異なる価値観
や文化的背景をもつ他者を理解し、協働することができる。

❷   修得した知識を主体的に応用し、「課題発見力」、「分析力」、「解
決力」を身につけ、それぞれの課題に取り組むことができる。

基礎演習Ａ （必修） 基礎演習Ｂ （必修） コース選択
専門演習ⅠＡ 専門演習ⅠＢ 専門演習ⅡＡ 専門演習ⅡＢ 専門演習ⅢＡ 専門演習ⅢＢ

必修
外国語

❶   国際コミュニケーションに必要な英語のコミュニ
ケーションスキルを身につける。

❷   実践に役立つスキルの修得を主軸として、「使える英
語」の基本4技能である「聞く」「話す」「読む」「書く」
ことを駆使することができる。

Intensive EnglishW/RⅠ
Intensive English L/SⅠ
 （※両科目必修）※1

→
→

Intensive EnglishW/RⅡ
Intensive English L/SⅡ
 （※両科目必修）※1

Advanced English W/RⅠ
Advanced English L/SⅠ
（※両科目必修）※2

→
→

Advanced English W/RⅡ
Advanced English L/SⅡ
（※両科目必修）※2

専門基礎
科目

❶   専門的な学修をするにあたって必要な基礎的知識を
身につける。

専門発展
科目

❶   発展学修により「専門基礎科目」で修得した知識を
拡充する。

❷   学際的かつ複合的な専門学修により「国際理解力」、
「国際コミュニケーション力」、「国際ビジネス力」
を身につける。

留学・
体験科目

❶   海外での学修や生活、種々の活動と実体験をとおし
て、国際理解を深め、国際性を身につける。

❷   言語・文化が異なる人々と様々な形のコミュニケー
ションを通して豊かな関係を構築することができる。

キャリア
形成科目

❶   自身のキャリアイメージを確立し、卒業後に必要な就
業力を身につける。

❷   グローバル人材が求められる業界・業種の現状と課
題を考察し、 卒業後の進路を主体的かつ能動的に決
定することができる。

国際キャリア開発A 国際キャリア開発B 国際キャリアデザイン演習A インター
ンシップ

国際キャリアデザイン演習B 国際キャリア演習A 国際キャリア演習B

共通教育
科目

❶   多角的な視野を持つための幅広い教養を身につける。

学修目標 1年次の学修目標

△  

世界に対して関心を持ち、異文化への気づきを得る。△

国際理解の基礎的要素に関する知識を修得する。△

読み書きスキル、ICTスキル、分析しまとめ上げる力
等の汎用的技能を身につける。△

外国語の基礎を定着させる。△

専門の基礎知識を修得する。△

キャリアに関する意識を醸成させ、将来の希望進路に
適したコース内容を理解する。

２年次の学修目標(学部共通)

△  

各科目群の専門的知識を拡充させる。△  

海外体験や留学を通じて、主体性を身につける。△  

キャリアに関する意識を高める。△  

国際社会への興味関心を深める。△  

インターンシップに参加する。

３年次の学修目標(学部共通)

△  

課題研究を意識した各種情報を獲得する。△  

海外体験や留学を通じて、課題解決能力を高める。△  

キャリアに関する意識を具体化し行動する。△  

国際社会に関する専門知識を拡充する。△  

英語による実践的コミュニケーション能力を養成する。

４年次の学修目標(学部共通)

△  

課題研究を推進させ、卒業レポート等を完成させる。△  

社会人として必要な心得を修得する。△  

進路に関する専門知識を拡充させる。

２年次の学修目標(グローバルキャリアコース)

△  

企業の国際ビジネス業務に必要な基礎知識を修得する。

３年次の学修目標(グローバルキャリアコース)

△  

実践的・能動的な取組を通じ、課題解決能力を高める。△  

国際ビジネスに関する専門科目を学修する。

４年次の学修目標(グローバルキャリアコース)

△  

グローバルキャリア関連の研究発表を行う。

※1　ただし、外国人留学生は、当該英語科目に係る必修要件を、「日本語1」、「日本語2」、「日本語3」、「日本語4」の4科目8単位の修得をもって満たすことができる。
※2　ただし、外国人留学生は、当該英語科目に係る必修要件を、「日本語5」、「日本語6」、「日本語7」、「日本語8」の4科目8単位の修得をもって満たすことができる。

文章表現入門、日本近現代史、心理学、現代社会とビジネス、現代社会学、　　　　　　　社会学、日本近現代史、環境と経営、環境と社会、人権の諸問題、ビジネスリテラシー、海運と港湾、地球と環境
共通教育科目から、　　　　　　　14単位以上の修得が卒業にとって必要である。

※第1～4セメスターのあいだに履修することが望ましい：12単位以上選択

【国際理解科目関連】 異文化理解Ⅰ→異文化理解Ⅱ　日本史概論Ⅰ→日本史概論Ⅱ
 国際社会と法　　世界史概論Ⅰ→世界史概論Ⅱ　国際政治学Ⅰ

【コミュニケーション科目関連】 情報リテラシーⅠ→情報リテラシーⅡ
 コミュニケーション論→ことばと文化　Exam Prep.Ⅰ→Exam Prep.Ⅱ

【国際ビジネス科目関連】 ＜経済系＞日本経済入門→世界経済入門
 ＜経営系＞経営学概論→国際ビジネス概論

※第3～8セメスターのあいだに履修：合計42単位以上選択
【国際理解科目群】 (※10単位以上選択)

現代アメリカ事情
現代中国事情
現代中東事情
現代東南アジア事情　→ Regional Studies（Asia）
国際協力法　　  →  国際機構論

【コミュニケーション科目群】（※2単位以上選択）
Exam Prep.Ⅴ Exam Prep.Ⅵ Business CommunicationⅠ→ Business CommunicationⅡ

プレゼンテーション実践→ ディベート実践
ビジネスアプリケーション

【国際ビジネス関連科目群】 (※30単位以上選択)
Japanese Economy
中国経済論
東南アジア経済論
アメリカ経済論
Contemporary Economic Issues

外国為替論               貿易金融論貿易商務論 
医療ビジネス論　　→　　 Business Management
経営情報概論
税法　　　　　　　→　　 国際会計論
国際取引と法（契約と決済）　　→　　 国際取引と法（紛争処理）
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②グローバルキャリアコース 履修系統図

１年次 2年次 3年次 4年次
科目区分別の学修目標 第1セメスター 夏季 第2セメスター 第3セメスター 夏季 第4セメスター 第5セメスター 夏季 第6セメスター 第7セメスター 夏季 第8セメスター

演習関連 ❶   複数国・複数回の多様な海外体験・留学を基に、異なる価値観
や文化的背景をもつ他者を理解し、協働することができる。

❷   修得した知識を主体的に応用し、「課題発見力」、「分析力」、「解
決力」を身につけ、それぞれの課題に取り組むことができる。

基礎演習Ａ （必修） 基礎演習Ｂ （必修） コース選択
専門演習ⅠＡ 専門演習ⅠＢ 専門演習ⅡＡ 専門演習ⅡＢ 専門演習ⅢＡ 専門演習ⅢＢ

必修
外国語

❶   国際コミュニケーションに必要な英語のコミュニ
ケーションスキルを身につける。

❷   実践に役立つスキルの修得を主軸として、「使える英
語」の基本4技能である「聞く」「話す」「読む」「書く」
ことを駆使することができる。

Intensive EnglishW/RⅠ
Intensive English L/SⅠ
 （※両科目必修）※1

→
→

Intensive EnglishW/RⅡ
Intensive English L/SⅡ
 （※両科目必修）※1

Advanced English W/RⅠ
Advanced English L/SⅠ
（※両科目必修）※2

→
→

Advanced English W/RⅡ
Advanced English L/SⅡ
（※両科目必修）※2

専門基礎
科目

❶   専門的な学修をするにあたって必要な基礎的知識を
身につける。

専門発展
科目

❶   発展学修により「専門基礎科目」で修得した知識を
拡充する。

❷   学際的かつ複合的な専門学修により「国際理解力」、
「国際コミュニケーション力」、「国際ビジネス力」
を身につける。

留学・
体験科目

❶   海外での学修や生活、種々の活動と実体験をとおし
て、国際理解を深め、国際性を身につける。

❷   言語・文化が異なる人々と様々な形のコミュニケー
ションを通して豊かな関係を構築することができる。

キャリア
形成科目

❶   自身のキャリアイメージを確立し、卒業後に必要な就
業力を身につける。

❷   グローバル人材が求められる業界・業種の現状と課
題を考察し、 卒業後の進路を主体的かつ能動的に決
定することができる。

国際キャリア開発A 国際キャリア開発B 国際キャリアデザイン演習A インター
ンシップ

国際キャリアデザイン演習B 国際キャリア演習A 国際キャリア演習B

共通教育
科目

❶   多角的な視野を持つための幅広い教養を身につける。

学修目標 1年次の学修目標

△  

世界に対して関心を持ち、異文化への気づきを得る。△

国際理解の基礎的要素に関する知識を修得する。△

読み書きスキル、ICTスキル、分析しまとめ上げる力
等の汎用的技能を身につける。△

外国語の基礎を定着させる。△

専門の基礎知識を修得する。△

キャリアに関する意識を醸成させ、将来の希望進路に
適したコース内容を理解する。

２年次の学修目標(学部共通)

△  

各科目群の専門的知識を拡充させる。△  

海外体験や留学を通じて、主体性を身につける。△  

キャリアに関する意識を高める。△  

国際社会への興味関心を深める。△  

インターンシップに参加する。

３年次の学修目標(学部共通)

△  

課題研究を意識した各種情報を獲得する。△  

海外体験や留学を通じて、課題解決能力を高める。△  

キャリアに関する意識を具体化し行動する。△  

国際社会に関する専門知識を拡充する。△  

英語による実践的コミュニケーション能力を養成する。

４年次の学修目標(学部共通)

△  

課題研究を推進させ、卒業レポート等を完成させる。△  

社会人として必要な心得を修得する。△  

進路に関する専門知識を拡充させる。

２年次の学修目標(グローバルキャリアコース)

△  

企業の国際ビジネス業務に必要な基礎知識を修得する。

３年次の学修目標(グローバルキャリアコース)

△  

実践的・能動的な取組を通じ、課題解決能力を高める。△  

国際ビジネスに関する専門科目を学修する。

４年次の学修目標(グローバルキャリアコース)

△  

グローバルキャリア関連の研究発表を行う。

※1　ただし、外国人留学生は、当該英語科目に係る必修要件を、「日本語1」、「日本語2」、「日本語3」、「日本語4」の4科目8単位の修得をもって満たすことができる。
※2　ただし、外国人留学生は、当該英語科目に係る必修要件を、「日本語5」、「日本語6」、「日本語7」、「日本語8」の4科目8単位の修得をもって満たすことができる。

海外語学研修、フィールド・プロジェクトⅠ
※いずれか1科目2単位を選択必修

文章表現入門、日本近現代史、心理学、現代社会とビジネス、現代社会学、　　　　　　　社会学、日本近現代史、環境と経営、環境と社会、人権の諸問題、ビジネスリテラシー、海運と港湾、地球と環境
共通教育科目から、　　　　　　　14単位以上の修得が卒業にとって必要である。

※第1～4セメスターのあいだに履修することが望ましい：12単位以上選択

【国際理解科目関連】 異文化理解Ⅰ→異文化理解Ⅱ　日本史概論Ⅰ→日本史概論Ⅱ
 国際社会と法　　世界史概論Ⅰ→世界史概論Ⅱ　国際政治学Ⅰ

【コミュニケーション科目関連】 情報リテラシーⅠ→情報リテラシーⅡ
 コミュニケーション論→ことばと文化　Exam Prep.Ⅰ→Exam Prep.Ⅱ

【国際ビジネス科目関連】 ＜経済系＞日本経済入門→世界経済入門
 ＜経営系＞経営学概論→国際ビジネス概論

※第3～8セメスターのあいだに履修：合計42単位以上選択
【国際理解科目群】 (※10単位以上選択)

比較文化論
宗教学

国際関係論、NPO・NGO論、
比較税制論、比較政治学、対外政策論

【コミュニケーション科目群】（※2単位以上選択）
Exam Prep.Ⅲ  → Exam Prep.Ⅳ

日本語文章表現Ⅰ→ 日本語文章表現Ⅱ

【国際ビジネス関連科目群】 (※30単位以上選択)
＜経済系科目＞
　日本経済論　　　　国際経済学概論　世界経済論　　　　国際金融概論　比較経済論

＜経営系科目＞
　国際経営論
　経営管理概論　 →  経営戦略論

　会計学概論
　マーケティング論→ 流通システム論


