
＜履修登録例＞
必修科目 28 単位 必修科目 12 単位 必修科目 6 単位 必修科目 4 単位
語学教育科目 2 単位 語学教育科目 2 単位 専門科目Ⅱ 22 単位 専門科目Ⅱ 4 単位
社会科関連科目 2 単位 社会科関連科目 6 単位 他専門科目 8 単位
総合教養科目 8 単位 専門科目Ⅰ 12 単位

他専門科目 8 単位
小　計 40 単位 小　計 40 単位 小　計 36 単位 小　計 8 単位

合計 124 単位

４科目４単位以上選択必修
※外国人留学生は別に定め
る

９科目１４単位必修

ゼミナール①Ａ・Ｂ（必修）

２科目４単位必修
＋１２単位以上選択必修

【専門科目Ⅱ（発展）】

日本政治論Ａ・Ｂ

起業家論

ＰＢＬゼミナール（必修）

国際関係（必修）
経済学入門Ａ・Ｂ（必修）
法学概論Ａ・Ｂ（必修）

統計学

アジア政治史Ａ・Ｂ

国際協力とＮＧＯ

４科目８単位選択必修

国際社会論

地方自治論

国際機構論Ａ・Ｂ

タスクリーディングＡ・Ｂ

データ分析入門（必修）

国際政治経済論Ａ・Ｂ
現代国際政治史Ａ・Ｂ
政治思想史Ａ・Ｂ

ゼミナール②Ａ・Ｂ（必修）
【ゼミナール】

イングリッシュセミナーＡ・Ｂ（必修）

ＩＴリテラシー②（必修）

宗教学概論

卒業論文（４年次）

基礎地誌学

ビジネスＩＴⅠＡ・Ｂ

行政学

国際安全保障論Ａ・Ｂ

外国書研究（政治）
経済発展論

地域研究Ⅰ～Ⅴ

学　科　共　通　科　目

西洋史概論

国際政治専攻

専　門　科　目

国際関係史

政治学原論Ａ・Ｂ（必修）
政治理論

ＩＴリテラシー①（必修）

データサイエンス入門（必修）

英語プレゼンテーションＡ・Ｂ

東洋史概論

         ２６単位以上選択必修　

政治学（必修）

海外社会事情Ⅰ～Ⅴ

ビジネスＩＴⅡＡ・Ｂ
【他学科・他専門科目】

グローバルカレントトピックスＡ・Ｂ

中国語①Ａ・Ｂ、   中国語②Ａ・Ｂ　      ※各１単位
韓国語①Ａ・Ｂ、   韓国語②Ａ・Ｂ　      ※各１単位

フランス語①Ａ・Ｂ、フランス語②Ａ・Ｂ　※各１単位
ドイツ語①Ａ・Ｂ、   ドイツ語②Ａ・Ｂ　   ※各１単位

【総合教養科目】

ビジネスイングリッシュＡ・Ｂ

キャリアデザイン（必修）

英語４技能Ａ・Ｂ（必修）　※各１単位

トーイックＡ・Ｂ（必修）　※各１単位

６科目１２単位必修　　

４年間で８単位以上選択必修

【語学教育科目】

【専門科目Ⅰ（基礎）】
東アジアの政治と経済

二松学舎入門（必修）

国際政治学Ａ・Ｂ

二　松　学　舎　共　通　科　目

基礎ゼミナール（必修）

ロシア語①Ａ・Ｂ、  ロシア語②Ａ・Ｂ　   ※各１単位

知的財産権法
外国法Ａ・Ｂ

   ４科目８単位必修

ビジネスＩＴⅣＡ・Ｂ

学　部　共　通　科　目

日本史概論Ａ・Ｂ
基礎地理学Ａ・Ｂ
基礎社会学Ａ・Ｂ

自専攻科目のほかに、他専攻・他学科科目等を１６単位以上選択必修

憲法Ａ・Ｂ

日本政治外交史Ａ・Ｂ

ビジネスＩＴⅢＡ・Ｂ

キャリアビジョン（必修）

比較政治学Ａ・Ｂ

国際法Ａ・Ｂ

タスクリスニングＡ・Ｂ

６科目１２単位必修

【社会科関連科目】

国際政治特別講義

行政法Ａ・Ｂ

２年生
（履修上限 ４０単

位）

３年生
（履修上限 ４０単

位）

４年生
（履修上限 ４９単

位）

２年生
（履修上限 ４０単位）
※必修科目１２単位

３年生
（履修上限 ４０単位）
※必修科目６単位

４年生
（履修上限 ４９単位）
※必修科目４単位

この表は、入学から卒業まで
の各専攻の履修科目について、
順を追って授業科目を履修で
きるようになっているカリキュ
ラムの仕組みを視覚的に理解
し易いよう、履修できる学年や
卒業要件の科目区分などを一
覧にまとめた「履修マップ」で
す。

各学年での履修科目を考え
る際などに参考としてください。

１年生
（履修上限 ４０単位）
※必修科目２８単位



＜履修登録例＞
必修科目 28 単位 必修科目 12 単位 必修科目 6 単位 必修科目 4 単位
語学教育科目 2 単位 語学教育科目 2 単位 専門科目Ⅱ 22 単位 専門科目Ⅱ 4 単位
社会科関連科目 2 単位 社会科関連科目 6 単位 他専門科目 8 単位
総合教養科目 8 単位 専門科目Ⅰ 12 単位

他専門科目 8 単位
小　計 40 単位 小　計 40 単位 小　計 36 単位 小　計 8 単位

合計 124 単位

９科目１４単位必修

データサイエンス入門（必修）

タスクリーディングＡ・Ｂ
タスクリスニングＡ・Ｂ

学　部　共　通　科　目

二　松　学　舎　共　通　科　目

ビジネスイングリッシュＡ・Ｂ

キャリアビジョン（必修）

４年間で８単位以上選択必修

ＩＴリテラシー①（必修）

基礎ゼミナール（必修）
二松学舎入門（必修）
英語４技能Ａ・Ｂ（必修）　※各１単位

トーイックＡ・Ｂ（必修）　※各１単位

ドイツ語①Ａ・Ｂ、   ドイツ語②Ａ・Ｂ　   ※各１単位

【語学教育科目】
グローバルカレントトピックスＡ・Ｂ
英語プレゼンテーションＡ・Ｂ

          ２６単位以上選択必修　

２科目４単位選択必修
＋１２単位以上選択必修

４科目８単位選択必修

４科目４単位以上選択必修
※外国人留学生は別に定め
る

【総合教養科目】

フランス語①Ａ・Ｂ、フランス語②Ａ・Ｂ　※各１単位
ロシア語①Ａ・Ｂ、  ロシア語②Ａ・Ｂ　   ※各１単位
中国語①Ａ・Ｂ、   中国語②Ａ・Ｂ　      ※各１単位
韓国語①Ａ・Ｂ、   韓国語②Ａ・Ｂ　      ※各１単位

  ４科目８単位必修
ＩＴリテラシー②（必修）
ＰＢＬゼミナール（必修）

キャリアデザイン（必修）

データ分析入門（必修）

西洋史概論 基礎地理学Ａ・Ｂ
東洋史概論 基礎地誌学
宗教学概論

国際関係（必修）
６科目１２単位必修

経済学入門Ａ・Ｂ（必修）
法学概論Ａ・Ｂ（必修）

【社会科関連科目】
日本史概論Ａ・Ｂ 基礎社会学Ａ・Ｂ

自専攻科目のほかに、他専攻・他学科科目等を１６単位以上選択必修

簿記
簿記演習

学　科　共　通　科　目
政治学（必修）

ビジネスＩＴⅡＡ・Ｂ
【他学科・他専門科目】

ビジネスＩＴⅠＡ・Ｂ
統計学

６科目１２単位必修　　 ゼミナール①Ａ・Ｂ（必修）

国際取引法
知的財産権法

イングリッシュセミナーＡ・Ｂ（必修）
【専門科目Ⅱ（発展）】

卒業論文（４年次）
マクロ経済学Ａ・Ｂ

国際金融論Ａ・Ｂ
経済発展論

金融論Ａ・Ｂ

国際経済専攻

専　門　科　目
【ゼミナール】

ゼミナール②Ａ・Ｂ（必修）

マクロ経済学入門Ａ・Ｂ（選択必修）
or

ミクロ経済学入門Ａ・Ｂ（選択必修）

日本経済論
経済学特別講義
外国書研究（経済）

起業家論

【専門科目Ⅰ（基礎）】

ミクロ経済学Ａ・Ｂ
国際政治経済論Ａ・Ｂ

財政学

国際経済法

地域研究Ⅰ～Ⅴ

財務会計論

商法
国際経済論Ａ・Ｂ

憲法Ａ・Ｂ

国際協力とＮＧＯ

ビジネスＩＴⅢＡ・Ｂ

国際貿易論Ａ・Ｂ

ビジネス・エコノミクス

ビジネスＩＴⅣＡ・Ｂ
東アジアの政治と経済

２年生
（履修上限 ４０単

位）

３年生
（履修上限 ４０単

位）

４年生
（履修上限 ４９単

位）

２年生
（履修上限 ４０単位）
※必修科目１２単位

３年生
（履修上限 ４０単位）
※必修科目６単位

４年生
（履修上限 ４９単位）
※必修科目４単位

この表は、入学から卒業まで
の各専攻の履修科目について、
順を追って授業科目を履修で
きるようになっているカリキュ
ラムの仕組みを視覚的に理解
し易いよう、履修できる学年や
卒業要件の科目区分などを一
覧にまとめた「履修マップ」で
す。

各学年での履修科目を考え
る際などに参考としてください。

１年生
（履修上限 ４０単位）
※必修科目２８単位



＜履修登録例＞
必修科目 28 単位 必修科目 12 単位 必修科目 6 単位 必修科目 4 単位
語学教育科目 2 単位 語学教育科目 2 単位 専門科目Ⅱ 22 単位 専門科目Ⅱ 4 単位
社会科関連科目 2 単位 社会科関連科目 6 単位 他専門科目 8 単位
総合教養科目 8 単位 専門科目Ⅰ 12 単位

他専門科目 8 単位
小　計 40 単位 小　計 40 単位 小　計 36 単位 小　計 8 単位

合計 124 単位

４科目４単位以上選択必修
※外国人留学生は別に定め
る

９科目１４単位必修

４科目８単位選択必修

２科目４単位必修
＋１２単位以上選択必修

キャリアデザイン（必修）
【総合教養科目】

ＩＴリテラシー①（必修）

フランス語①Ａ・Ｂ、フランス語②Ａ・Ｂ　※各１単位
ロシア語①Ａ・Ｂ、  ロシア語②Ａ・Ｂ　   ※各１単位
中国語①Ａ・Ｂ、   中国語②Ａ・Ｂ　      ※各１単位

４年間で８単位以上選択必修

民法②Ａ・Ｂ
会社法Ａ・Ｂ

税法

国際経済法

ビジネスＩＴⅠＡ・Ｂ

基礎ゼミナール（必修）
二松学舎入門（必修）
英語４技能Ａ・Ｂ（必修）　※各１単位

トーイックＡ・Ｂ（必修）　※各１単位

韓国語①Ａ・Ｂ、   韓国語②Ａ・Ｂ　      ※各１単位

二　松　学　舎　共　通　科　目
データサイエンス入門（必修）

グローバルカレントトピックスＡ・Ｂ
英語プレゼンテーションＡ・Ｂ
ビジネスイングリッシュＡ・Ｂ
タスクリーディングＡ・Ｂ
タスクリスニングＡ・Ｂ

ドイツ語①Ａ・Ｂ、   ドイツ語②Ａ・Ｂ　   ※各１単位

キャリアビジョン（必修）
データ分析入門（必修）

  ４科目８単位必修
ＩＴリテラシー②（必修）
ＰＢＬゼミナール（必修）

【語学教育科目】

東洋史概論 基礎地誌学
宗教学概論

学　部　共　通　科　目

法学概論Ａ・Ｂ（必修）
【社会科関連科目】

日本史概論Ａ・Ｂ 基礎社会学Ａ・Ｂ
西洋史概論 基礎地理学Ａ・Ｂ

自専攻科目のほかに、他専攻・他学科科目等を１６単位以上選択必修

学　科　共　通　科　目
政治学（必修）
国際関係（必修）

６科目１２単位必修
経済学入門Ａ・Ｂ（必修）

ビジネスＩＴⅡＡ・Ｂ
【他学科・他専門科目】

憲法Ａ・Ｂ（必修）
行政学
民法①Ａ・Ｂ
商法
刑法Ａ・Ｂ
行政法Ａ・Ｂ

統計学

外国法Ａ・Ｂ
法学特別講義
外国書研究（法律）

国際法Ａ・Ｂ

民事訴訟法

地域研究Ⅰ～Ⅴ

ビジネスＩＴⅢＡ・Ｂ
ビジネスＩＴⅣＡ・Ｂ
東アジアの政治と経済

【専門科目Ⅰ（基礎）】

起業家論

イングリッシュセミナーＡ・Ｂ（必修）
【専門科目Ⅱ（発展）】

卒業論文（４年次）
国際社会論

法行政専攻

専　門　科　目
【ゼミナール】

ゼミナール②Ａ・Ｂ（必修）

国際機構論Ａ・Ｂ

知的財産権法

地方自治論

国際取引法

６科目１２単位必修　　 ゼミナール①Ａ・Ｂ（必修）

経済法

国際協力とＮＧＯ

            ２６単位以上選択必修　

２年生
（履修上限 ４０単

位）

３年生
（履修上限 ４０単

位）

４年生
（履修上限 ４９単

位）

２年生
（履修上限 ４０単位）
※必修科目１２単位

３年生
（履修上限 ４０単位）
※必修科目６単位

４年生
（履修上限 ４９単位）
※必修科目４単位

この表は、入学から卒業まで
の各専攻の履修科目について、
順を追って授業科目を履修で
きるようになっているカリキュラ
ムの仕組みを視覚的に理解し
易いよう、履修できる学年や卒
業要件の科目区分などを一覧
にまとめた「履修マップ」です。

各学年での履修科目を考え
る際などに参考としてください。

１年生
（履修上限 ４０単位）
※必修科目２８単位


