法政経学部法政経学科 （法学コース）カリキュラムマップ
カリキュラムポリシー

ディプロマポリシー

CP12：問題解決に主体的・能動的に取り組む態度の涵養および社会の要求を踏まえた実践的な問題解決能力の涵養

●DP5

学位授与の方針

CP11：情報収集、情報処理、情報発信能力の涵養

高い問題解決能力

CP10：英語での基本的なプレゼンテーション能力および発信型のコミュニケーション能力の涵養
CP9：社会に貢献し、知識集約型社会を牽引するイノベーション創出のための能力の涵養

▲DP4

CP8：修得した専門領域の知識、論理的思考および表現の手段を、主体的に活用できる実践的な能力の涵養

専門的な知識・技術・技能

CP7：基礎から反復して積み上げ方式に学び、段階的・体系的に専門的知識と技法を修得

◆DP3

CP6：文理横断的・異分野融合的な知を備え、人類や社会が直面する課題への理解

普遍的な教養

CP5：国内外の多様な文化・価値観、社会、自然、環境への理解

■DP2

CP4：地球規模の課題を解決する能力の涵養および地域を支える能力の涵養

地球規模的な視点からの社
会とのかかわりあい

CP3：幅広く深い教養等の涵養および専門領域を修得する社会的意義の理解
CP2：専門職業人として自立するための倫理と、社会の規範やルールを尊重する姿勢の涵養

▼DP1

自由・自立の精神

CP1：自ら設定した目標の達成に向けて、継続的に自己を評価・検証しつつ主体的な学修をする態度の涵養

専門科目

法学展開科目

年次

4

●▲◆■▼
BL300 英米法Ⅰ
BL301 英米法Ⅱ
BL302 法社会学Ⅰ
BL303 法社会学Ⅱ
BL370 国際法Ⅰ
BL371 国際法Ⅱ
BL372 社会保障法

演習・実践科目 ● ▲ ◆ ■ ▼
BL390 法学特別講義
BL392 法学演習

年次

3

BL200 日本公法史
BL201 日本私法史
BL202 法哲学Ⅰ
BL203 法哲学Ⅱ
BL240 憲法I
BL241 憲法II
BL210 民法I
BL211 民法II
BL213 家族法
BL260 刑法I
BL261 刑法II
BL242 行政法I
BL243 行政法II
BL212 民法III

年次

BL391 2年法学演習

普遍教育科目

国際発展科目群

地域発展科目群
◆▼

英語科目

年次

1

BL320 商取引法
BL323 保険法
BL311 民事執行法
BL310 倒産法
BL350 経済法I
BL351 経済法II
BL361 刑事政策
BL360 少年法

法学基礎科目 ● ▲ ◆ ■ ▼

演習科目 ● ▲ ◆ ■ ▼

2

BL332 消費者法
BL334 環境法
BL333 医事法
BL330 著作権法
BL331 特許法
BL321 労働法I
BL322 労働法II

GE131 Interaction
GE132 Presentation
GE133 Discussion

GE134 Writing
GE135 CALL
他

◆▼

初修外国語科目

GF101 フランス語Ⅰ文化
GG103 ドイツ語Ⅰマスター

国際科目

他

◆■▼

GJ101 グローバリゼーションの時代
GJ138 グローバル・フィールド・ワーク１ 他

学術発展科目群

スポーツ・健康科目
GP104 サッカー
GP111 バドミントン

地域科目

▼

他

GL101 市民参加・協働のまちづくり
GL115 地域ベンチャー起業論 他

◆■▼

◆■▼

教養コア科目

GA101 社会科学
GA102 救急医学
GA103 地域文化とデザイン
GA104 人間と環境
他

社会科学基礎科目

教養展開科目

GY109 グローバルボランティアⅠ
GY120 ジェンダーを考えるＡ
GZ109 実験で体験する物理A
他

◆■▼

専門基礎科目

数理・データサイエンス科目
GD101 情報リテラシー

他

◆■▼

◆■▼
BX110 入門基礎法学
BX111 入門基礎法史学
BX121 入門基礎ミクロ経済学
BX122 入門基礎マクロ経済学
BX141 入門基礎経営・会計学
BX151 入門基礎政治学
BX152 入門基礎政策形成論
BX101 基礎ゼミナール

BL220 会社法
BL214 民事手続法
BL262 刑事手続法
BL290 社会科学英語（法学系）

海外留学・社会経験
●▲◆■▼

BX305 フィールド・スタ
ディ（国際）
BX304 海外留学プログラ
ム認定科目

法政経学部法政経学科 （経済学コース）カリキュラムマップ
カリキュラムポリシー

ディプロマポリシー

CP12：問題解決に主体的・能動的に取り組む態度の涵養および社会の要求を踏まえた実践的な問題解決能力の涵養

●DP5

学位授与の方針

CP11：情報収集、情報処理、情報発信能力の涵養

高い問題解決能力

CP10：英語での基本的なプレゼンテーション能力および発信型のコミュニケーション能力の涵養
CP9：社会に貢献し、知識集約型社会を牽引するイノベーション創出のための能力の涵養

▲DP4

CP8：修得した専門領域の知識、論理的思考および表現の手段を、主体的に活用できる実践的な能力の涵養

専門的な知識・技術・技能

CP7：基礎から反復して積み上げ方式に学び、段階的・体系的に専門的知識と技法を修得

◆DP3

CP6：文理横断的・異分野融合的な知を備え、人類や社会が直面する課題への理解

普遍的な教養

CP5：国内外の多様な文化・価値観、社会、自然、環境への理解

■DP2

CP4：地球規模の課題を解決する能力の涵養および地域を支える能力の涵養

地球規模的な視点からの社
会とのかかわりあい

CP3：幅広く深い教養等の涵養および専門領域を修得する社会的意義の理解
CP2：専門職業人として自立するための倫理と、社会の規範やルールを尊重する姿勢の涵養

▼DP1

自由・自立の精神

CP1：自ら設定した目標の達成に向けて、継続的に自己を評価・検証しつつ主体的な学修をする態度の涵養

演習系科目 ● ▲ ◆ ■

専門科目

BE402 卒業論文（経済学）
BE405 Thesis in Economics
BE403 ゼミナールⅡa
BE404 ゼミナールⅡb

年次

4

経済学の上級科目 ● ▲
BE301 上級ミクロ経済学
BE302 上級マクロ経済学
BE303 上級統計学
BE304 上級経済数学

演習系科目 ● ▲ ◆ ■

年次

3

BE309 ゼミナールⅠa
BE310 ゼミナールⅠb
BE306 サブゼミナール

●◆■▼

年次

普遍教育科目

国際発展科目群

地域発展科目群
◆▼

英語科目

年次

1

GE131 Interaction
GE132 Presentation
GE133 Discussion

GE134 Writing
GE135 CALL
他

◆▼

初修外国語科目

GF101 フランス語Ⅰ文化
GG103 ドイツ語Ⅰマスター

国際科目

他

◆■▼

GJ101 グローバリゼーションの時代
GJ138 グローバル・フィールド・ワーク１ 他

地域科目

経済学の中級科目 ● ▲

BE107 中級ミクロ経済学
BE108 中級マクロ経済学
BE109 中級統計学
BE110 中級経済数学
BE250 社会科学英語（経済学） 他

BE213 ゲーム理論Ⅰ
BE243 産業組織論Ⅰ
BE219 金融工学Ⅰ
BE225 金融論Ⅰ
BE227 財政学Ⅰ
BE223 医療経済学Ⅰ
BE211 開発経済学Ⅰ
BE231 選択行動分析Ⅰ
BE235 日本経済史Ⅰ
BE237 西洋経済史Ⅰ
BE203 データ解析Ⅰ
BE205 計量経済学Ⅰ 他

学術発展科目群

スポーツ・健康科目
GP104 サッカー
GP111 バドミントン

●▲

海外留学・社会体験
BX305 フィールド・スタディ（国際）
BX304 海外留学プログラム認定科目

2

経済学の専門性を
深めるための科目

▼

他

GL101 市民参加・協働のまちづくり
GL115 地域ベンチャー起業論 他

◆■▼

◆■▼

教養コア科目

GA101 社会科学
GA102 救急医学
GA103 地域文化とデザイン
GA104 人間と環境
他

社会科学基礎科目 ▲ ◆ ■ ▼

教養展開科目

GY109 グローバルボランティアⅠ
GY120 ジェンダーを考えるＡ
GZ109 実験で体験する物理A
他

◆■▼

数理・データサイエンス科目
GD101 情報リテラシー

他

◆■▼

BX101 基礎ゼミナール
BX110 入門基礎法学
BX111 入門基礎法史学
BX141 入門基礎経営・会計学
BX151 入門基礎政治学
BX152 入門基礎政策形成論

専門基礎科目

経済学の基礎科目 ● ▲ ◆ ■

BX121 入門基礎ミクロ経済学
BX122 入門基礎マクロ経済学
BE114 初級経済史Ⅰ
BE115 初級経済史Ⅱ
BE104 初級統計学
BE105 初級経済数学

法政経学部法政経学科 （経営・会計系コース）カリキュラムマップ
カリキュラムポリシー

ディプロマポリシー

CP12：問題解決に主体的・能動的に取り組む態度の涵養および社会の要求を踏まえた実践的な問題解決能力の涵養

●DP5

学位授与の方針

CP11：情報収集、情報処理、情報発信能力の涵養

高い問題解決能力

CP10：英語での基本的なプレゼンテーション能力および発信型のコミュニケーション能力の涵養
CP9：社会に貢献し、知識集約型社会を牽引するイノベーション創出のための能力の涵養

▲DP4

CP8：修得した専門領域の知識、論理的思考および表現の手段を、主体的に活用できる実践的な能力の涵養

専門的な知識・技術・技能

CP7：基礎から反復して積み上げ方式に学び、段階的・体系的に専門的知識と技法を修得

◆DP3

CP6：文理横断的・異分野融合的な知を備え、人類や社会が直面する課題への理解

普遍的な教養

CP5：国内外の多様な文化・価値観、社会、自然、環境への理解

■DP2

CP4：地球規模の課題を解決する能力の涵養および地域を支える能力の涵養

地球規模的な視点からの社
会とのかかわりあい

CP3：幅広く深い教養等の涵養および専門領域を修得する社会的意義の理解
CP2：専門職業人として自立するための倫理と、社会の規範やルールを尊重する姿勢の涵養

▼DP1

自由・自立の精神

CP1：自ら設定した目標の達成に向けて、継続的に自己を評価・検証しつつ主体的な学修をする態度の涵養

専門科目

演習系科目 ● ▲ ◆ ■

4

年次

BM404 卒業論文（経営・会計系）
BM405 Thesis in Management and Accounting
BM403 ゼミナールⅡ（経営・会計系）
BM401 高度化ゼミナールⅠ（経営・会計系）
BM402 高度化ゼミナールⅡ（経営・会計系）

経営学・会計学 ● ▲ ◆ ■
の専門科目
BM301 中小・ベンチャー企業論
BM302 イノベーション論
BM303 マーケティングリサーチ
BM320 人的資源管理論
BM306 経営戦略論
BM308 組織論
BM309 財務管理論
BM310 管理会計論
BM311 会計マネジメント論
BM312 監査論
BM313 連結会計論
BE305 外国語文献講読

演習系科目 ● ▲ ◆ ■

年次

3

BM316 ゼミナールⅠ（経営・会計系）
BM314 サブゼミナール（経営・会計系）
BM317 特定課題研究（経営・会計系）
BM319 会計実務実習

海外留学・社会体験
●◆■▼

経済学の専門科目 ● ▲ ◆ ■

年次

2

BE107 中級ミクロ経済学
BE108 中級マクロ経済学
BE109 中級統計学
BE110 中級経済数学 他

普遍教育科目

国際発展科目群

地域発展科目群
◆▼

英語科目

年次

1

GE131 Interaction
GE132 Presentation
GE133 Discussion

GE134 Writing
GE135 CALL
他

◆▼

初修外国語科目

GF101 フランス語Ⅰ文化
GG103 ドイツ語Ⅰマスター

国際科目

経営学・会計学の専門科目 ● ▲ ◆ ■

他

◆■▼

GJ101 グローバリゼーションの時代
GJ138 グローバル・フィールド・ワーク１ 他

学術発展科目群

スポーツ・健康科目
GP104 サッカー
GP111 バドミントン

地域科目

BM209 経営管理総論Ⅰ
BM210 経営管理総論Ⅱ
BM202 マーケティング論
BM205 原価計算論Ⅰ
BM206 原価計算論Ⅱ
BM207 財務諸表論Ⅰ
BM208 財務諸表論Ⅱ
BM211 社会科学英語（経営・会計系）

▼

他

GL101 市民参加・協働のまちづくり
GL115 地域ベンチャー起業論 他

◆■▼

◆■▼

教養コア科目

GA101 社会科学
GA102 救急医学
GA103 地域文化とデザイン
GA104 人間と環境
他

社会科学基礎科目 ◆ ■ ▼

教養展開科目

GY109 グローバルボランティアⅠ
GY120 ジェンダーを考えるＡ
GZ109 実験で体験する物理A
他

◆■▼

数理・データサイエンス科目
GD101 情報リテラシー

BX305 フィールド・スタ
ディ（国際）
BX304 海外留学プログラム
認定科目

他

◆■▼

BX101 基礎ゼミナール
BX111 入門基礎法史学
BX122 入門基礎マクロ経済学
BX151 入門基礎政治学

専門基礎科目

BX110 入門基礎法学
BX121 入門基礎ミクロ経済学
BX141 入門基礎経営・会計学
BX152 入門基礎政策形成論

経営学・会計学、 ● ▲ ◆ ■
経済学の専門科目
BM104 経営学総論Ⅰ
BM105 経営学総論Ⅱ
BM106 簿記原理Ⅰ
BM107 簿記原理Ⅱ
BE104 初級統計学
BE105 初級経済数学 他

法政経学部法政経学科 （政治学・政策学コース）カリキュラムマップ
カリキュラムポリシー

ディプロマポリシー

CP12：問題解決に主体的・能動的に取り組む態度の涵養および社会の要求を踏まえた実践的な問題解決能力の涵養

●DP5

学位授与の方針

CP11：情報収集、情報処理、情報発信能力の涵養

高い問題解決能力

CP10：英語での基本的なプレゼンテーション能力および発信型のコミュニケーション能力の涵養
CP9：社会に貢献し、知識集約型社会を牽引するイノベーション創出のための能力の涵養

▲DP4

CP8：修得した専門領域の知識、論理的思考および表現の手段を、主体的に活用できる実践的な能力の涵養

専門的な知識・技術・技能

CP7：基礎から反復して積み上げ方式に学び、段階的・体系的に専門的知識と技法を修得

◆DP3

CP6：文理横断的・異分野融合的な知を備え、人類や社会が直面する課題への理解

普遍的な教養

CP5：国内外の多様な文化・価値観、社会、自然、環境への理解

■DP2

CP4：地球規模の課題を解決する能力の涵養および地域を支える能力の涵養

地球規模的な視点からの社
会とのかかわりあい

CP3：幅広く深い教養等の涵養および専門領域を修得する社会的意義の理解
CP2：専門職業人として自立するための倫理と、社会の規範やルールを尊重する姿勢の涵養

▼DP1

自由・自立の精神

CP1：自ら設定した目標の達成に向けて、継続的に自己を評価・検証しつつ主体的な学修をする態度の涵養

専門科目

●▲◆■

演習系科目 ● ▲ ◆ ■

4

年次

BP401 ゼミナールⅡa
BP240 演習（政治政策）
BP403 卒業論文（政治政策ゼミナール）
BP404 卒業論文（政治政策演習）

上級科目
●▲◆■

●▲◆■▼
BP302 国際政治Ⅰ
BP303 国際政治Ⅱ
BP301 環境経済論 他

演習系科目 ● ▲ ◆ ■

3

年次

BP307 ゼミナールⅠa
BP308 ゼミナールⅠb
BP309 サブゼミナール
BP240 演習（政治政策）
BP306 EMS実習Ⅲ

中級科目・国際系科目
●▲◆■
●▲◆■▼

BP201 政治哲学Ⅰ
BP207 政治思想史Ⅰ
BP209 アジア政治Ⅰ
BP211 中東政治Ⅰ
BP241 ヨーロッパ政治史
BP243 日本政治史Ⅰ
BP213 公共政策論Ⅰ
BP215 環境政策論Ⅰ
BP221 社会保障論Ⅰ
BP227 行政学Ⅰ
BP217 国際政策論Ⅰ
BP242 国際経済論Ⅰ
BP225 外国事情Ⅰ
BP246 社会科学英語（政治学・政策学）
BP228 外国語演習A1 他

演習系科目 ◆ ■ ▼

年次

2

BP240 演習（政治政策）
BP239 EMS実習Ⅱ

普遍教育科目

国際発展科目群

地域発展科目群
◆▼

英語科目

年次

1

GE131 Interaction
GE132 Presentation
GE133 Discussion

GE134 Writing
GE135 CALL
他

◆▼

初修外国語科目

GF101 フランス語Ⅰ文化
GG103 ドイツ語Ⅰマスター

国際科目

他

◆■▼

GJ101 グローバリゼーションの時代
GJ138 グローバル・フィールド・ワーク１ 他

学術発展科目群

スポーツ・健康科目
GP104 サッカー
GP111 バドミントン

地域科目

▼

他

GL101 市民参加・協働のまちづくり
GL115 地域ベンチャー起業論 他

◆■▼

●◆■▼

BX305 フィールド・スタ
ディ（国際）
BX304 海外留学プログラ
ム認定科目

◆■▼

教養コア科目

GA101 社会科学
GA102 救急医学
GA103 地域文化とデザイン
GA104 人間と環境
他

◆■▼

教養展開科目

GY109 グローバルボランティアⅠ
GY120 ジェンダーを考えるＡ
GZ109 実験で体験する物理A
他

◆■▼

数理・データサイエンス科目
GD101 情報リテラシー

海外留学・社会経験

他

◆■▼

政治学・政策学基礎科目

社会科学基礎科目

BX101 基礎ゼミナール
BX151 入門基礎政治学
BX152 入門基礎政策形成論
BP103 EMS実習Ⅰ
BP107 社会思想史Ⅰ
BP108 社会思想史Ⅱ

BX110 入門基礎法学
BX111 入門基礎法史学
BX121 入門基礎ミクロ経済学
BX122 入門基礎マクロ経済学
BX141 入門基礎経営・会計学

専門基礎科目

