
　　　　　　　赤字：必修科目 今期不開講科目

　　　　　　　青字：選択必修科目

　　　　　　　黒字：選択科目 2020/9/9更新

1年 2年 3年 4年

会計・簿記入門（春秋） 財務会計（春秋）

管理会計（秋）

コーポレートファイナンスⅠ（春）

コーポレートファイナンスⅡ（春）

ベンチャーファイナンス（秋）

グローバルファイナンス（秋）

ファイナンス演習（秋）

マーケティング基礎（春秋） デジタルマーケティング（春）

マーケティング実践（春）

ブランド戦略（秋）

企業論入門（秋） ビジネスモデル論（春） コンセプトメイキング（春）

経済入門（春） 企業戦略論基礎（秋）　※旧 企業戦略論

国際経営（秋）

プロジェクトマネジメント（秋） リーダーシップ（春） コミュニケーション実践（春）

会社法の基礎知識（秋） 組織変革のファシリテーション（秋）

自己エネルギー創造講義（春）　 リーン事業創造実践（春）

ベンチャー経営研究（春） 新興国ビジネス事例研究（秋）

アントレプレナー（秋）

幸せ視点のイノベーション 1（春）　※旧 幸せ視点のイノベーション

幸せ視点のイノベーション 2（秋）

Webサイトデザイン（春秋）

プログラミング入門 1（春秋）

プログラミング入門 2（春秋）

イノベーションと社会（春）　※旧 Webビジネス・スタートアップ UX・UIデザイン概論（春）

ITサービス基礎（秋）

オンライン学習入門（春秋） DXデジタル時代の価値創造～DevOpsアプローチ～（春） ITソリューション特論（秋）

AI時代のITとキャリアデザイン（秋）

教養としてのサイバーセキュリティ（秋） FinTech・ブロックチェーンビジネス概論（春） 経営とシステム企画（秋）

ITと経営（秋）

ITトレンド（春） ソーシャルイノベーションとマインドフルネス（春）

デザイン・シンキング（春）

English Composition（春秋） Business English Basics（春）

English Grammar（春秋） Business English Reading（春秋）

English Reading ＆ Listening（秋）

Essential English Reading（春）

Essential English Writing（秋）

English Pronunciation（春秋） Business English Speaking（春秋）

Essential English Listening（春） Productive English Speaking（春秋）

Essential English Speaking（秋）

English Conversation Ⅰ（春秋） English Conversation Ⅴ（春秋）

English Conversation Ⅱ（春秋） English Conversation Ⅵ（春秋）

English Conversation Ⅲ（春秋） English Conversation Ⅶ（春秋）

English Conversation Ⅳ（春秋） English Conversation Ⅷ（春秋）

心理学（春）

国語（春）

数学と科学（秋）

統計　 - 統計学（春） - -

ミクロ経済学（春） 国際経済（秋）

マクロ経済学（秋）

金融リテラシー（秋）

中国事情（春）※旧　国際事情Ⅱ 国際文化論（春）

地政学入門（秋） 台日交流文化論（秋）

韓日比較文化論（秋）

グローバルリーダーのための教養Ⅱ（春） グローバルリーダーのための教養 ケーススタディ（秋）
※2014春以前入学者は選択

グローバルリーダーのための教養Ⅰ（秋）
※2014春以前入学者は選択

現代版ソクラテスの対話（秋）

自立型セルフコーチング（秋）

オンライン・ビジネス・ランニング（春）

チャートで考える技術（春） 新規事業計画立案（春秋）

ビジネス調査とグローバル市場分析の基本（春） 知的思考と分析の技術（秋）

問題解決基礎 1（春秋） 問題解決基礎 2（春秋） 問題解決応用（春）

問題解決基礎 3（春秋）

セルフリーダーシップ（春秋） 組織論基礎（春）

コミュニケーション基礎（秋）

思考・コミュニケーションの実践智（秋）

GMP Prep Course A（春秋）　 International Management Basics（秋）　

GMP Prep Course B（春秋）　

グローバル経済と経営 1（前半）（春秋） グローバル経済と経営 2（前半）（春秋） グローバル経済と経営 3（前半）（春秋）

グローバル経済と経営 1（後半）（春秋） グローバル経済と経営 2（後半）（春秋） グローバル経済と経営 3（後半）（春秋）

RTOCS演習 1（春秋）　※旧 RTOCS演習

RTOCS演習 2（春秋）

自由研究Ⅰ（春秋）

自由研究Ⅱ（春秋）

自由研究Ⅲ（春秋）

自由研究Ⅳ（春秋）

グローバルフィールドスタディ（秋）

事業創造とビジネスプランニング（春）

アカデミックライティング（春秋）

卒業論文 - - - 卒業論文（春秋）

- - -

マーケティング

2014年春期以降入学者【グローバル経営学科】

導入 必修：1単位 オリエンテーション スタートアップゼミ（春秋） - -

- -

企業戦略 -

組織 -

アントレプレナー - -

ＩＴ

必修：
1単位

選択必修：
8単位以上

プログラミング - - -

スタートアップ

経営

必修：
6単位

選択必修：
16単位以上

会計 - -

財務

- -

ソリューション -

ＩＴマネジメント -

ソーシャル
イノベーション

- -

英語

必修：
8単位

選択必修：
12単位以上

書く・読む - -

話す・聞く - -

会話 - -

教養

必修：
6単位

選択必修：
8単位以上

人文科学 - - -

金融・経済 - -

国際社会 - -

教養総合 - -

目標管理 - - -

問題解決

必修：
6単位

選択必修：
4単位以上

調査・分析 - -

問題解決 -

必修：
10単位

選択必修：
10単位以上

リーダーシップ - -

統合

GMP - -

グローバル経済と経営 -

プロジェクト型 - - -

卒論準備 - - -


