
経営学部　第２部経営学科　教育課程表

1セメスタ 2セメスタ 3セメスタ 4セメスタ 5セメスタ 6セメスタ 7セメスタ 8セメスタ

現代の経営⑵ 経営学⑵

現代のマーケティング⑵ マーケティング論⑵

現代の会計学⑵ 会計学⑵

基礎演習Ⅰ⑵ 基礎演習Ⅱ⑵ 演習Ⅰ⑵ 演習Ⅱ⑵ 演習Ⅲ⑵ 演習Ⅳ⑵

プロジェクト研究Ⅰ⑴ プロジェクト研究Ⅱ⑴ プロジェクト研究Ⅲ⑴ プロジェクト研究Ⅳ⑴ プロジェクト研究Ⅴ⑴ 卒業論文⑷

企業論⑵

経営組織論⑵ 日本経営史⑵

組織行動論⑵ 国際経営論⑵ 人的資源開発論⑵

経営分析論⑵ 経営学史⑵ 生産システム論⑵ コーポレートガバナンス論⑵

競争戦略論⑵ 現代経営管理思想史⑵ 生産マネジメント技法⑵ コンプライアンス経営論⑵

企業戦略論⑵ 経営情報論⑵ グループ経営論⑵ イノベーション・マネジメント⑵

意思決定論⑵ 情報システム論⑵ 企業評価論⑵ 技術経営⑵

経営財務論⑵ 投資決定論⑵

経営学特講Ａ⑵ 経営学特講Ｃ⑵

経営学特講Ｂ⑵ 経営学特講Ｄ⑵

流通論⑵ 消費者行動論⑵ グローバル･マーケティング論⑵

現代の流通⑵ サービス・マーケティング論⑵ 国際マーケティング論⑵

マーケティング特講Ａ⑵ マーケティング特講Ｃ⑵

マーケティング特講Ｂ⑵ マーケティング特講Ｄ⑵

簿記原理Ⅰ⑵ 財務会計論基礎⑵ 税務会計論基礎⑵ 経営監査論(2)

簿記原理Ⅱ⑵ 財務会計論応用⑵ 税務会計論応用⑵ 会計監査論(2)

金融論⑵ 経営管理会計論⑵ ファイナンス特講Ａ⑵

金融システム論⑵ 証券投資論⑵ ファイナンス特講Ｂ⑵

ファイナンス論⑵

情報処理実習Ａ⑴ コンピュータ概論⑵

情報処理実習Ｂ⑴

民法Ａ⑵ 商法Ａ⑵ 会社法Ａ⑵

民法Ｂ⑵ 商法Ｂ⑵ 会社法Ｂ⑵

経営実用英語入門Ａ⑵ 経営資格英語Ａ⑵ 経営資料多読英語Ａ⑵ 経営学研究英語Ａ⑵

経営実用英語入門Ｂ⑵ 経営資格英語Ｂ⑵ 経営資料多読英語Ｂ⑵ 経営学研究英語Ｂ⑵

海外企業実地研修Ⅰ⑵ 海外企業実地研修Ⅱ⑵ 海外経営研修⑵ 海外語学セミナー⑵

経済法Ａ⑵ 雇用関係法Ａ⑵

経済法Ｂ⑵ 雇用関係法Ｂ⑵

日本経済論Ａ⑵ 現代中小企業論Ａ⑵ 社会政策Ａ⑵

日本経済論Ｂ⑵ 現代中小企業論Ｂ⑵ 社会政策Ｂ⑵

経済発展論Ａ⑵ 労働経済学Ａ⑵ 経済哲学Ａ⑵

経済発展論Ｂ⑵ 労働経済学Ｂ⑵ 経済哲学Ｂ⑵

多国籍企業論Ａ⑵ 国際金融論Ａ⑵ 法哲学Ａ⑵

多国籍企業論Ｂ⑵ 国際金融論Ｂ⑵ 法哲学Ｂ⑵

環境管理適正技術論⑵

産業組織論Ａ⑵ 産業組織論Ｂ⑵

職業指導Ａ⑵ 職業指導Ｂ⑵

インターンシップ(2)

区分
第１学年 第２学年 第３学年 第４学年

グローバル戦略論⑵

ベンチャー企業論⑵　 経営史⑵

国際経営基礎論⑵ 人的資源管理論⑵
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中小企業経営論⑵　

基礎

（6単位

以上）

キャリアデベロップメント特講Ａ⑵

キャリアデベロップメント特講Ｂ⑵



1セメスタ 2セメスタ 3セメスタ 4セメスタ 5セメスタ 6セメスタ 7セメスタ 8セメスタ

哲学Ａ⑵ 哲学Ｂ⑵ 哲学史Ａ⑵ 哲学史Ｂ⑵

倫理学Ａ⑵ 倫理学Ｂ⑵ 宗教学ⅠＡ⑵ 宗教学ⅠＢ⑵

宗教学ⅡＡ⑵ 宗教学ⅡＢ⑵ 東洋思想⑵

芸術学Ａ⑵ 芸術学Ｂ⑵ 歴史の諸問題Ａ⑵ 歴史の諸問題Ｂ⑵

西欧文学Ａ⑵ 西欧文学Ｂ⑵ 現代日本文学Ａ⑵ 現代日本文学Ｂ⑵

アジアの文学⑵ アジアの古典⑵

経済学Ａ⑵ 経済学Ｂ⑵ 法学⑵ 政治学Ａ⑵

政治学Ｂ⑵ 社会学Ａ⑵ 社会学Ｂ⑵ 人類学Ａ⑵

人類学Ｂ⑵ 地理学Ａ⑵ 地理学Ｂ⑵ 心理学Ａ⑵

心理学Ｂ⑵

自然の数理Ａ⑵ 自然の数理Ｂ⑵ 生活と物理Ａ⑵ 生活と物理Ｂ⑵

エネルギーの科学Ａ⑵ エネルギーの科学Ｂ⑵ 物質の科学Ａ⑵ 物質の科学Ｂ⑵

環境の科学Ａ⑵ 環境の科学Ｂ⑵ 地球の科学Ａ⑵ 地球の科学Ｂ⑵

生物学Ａ⑵ 生物学Ｂ⑵ 天文学Ａ⑵ 天文学Ｂ⑵

自然科学概論Ａ⑵ 自然科学概論Ｂ⑵ 自然誌Ａ⑵ 自然誌Ｂ⑵

生物学実験講義Ａ⑵ 生物学実験講義Ｂ⑵ 化学実験講義Ａ⑵ 化学実験講義Ｂ⑵

数理・情報実習講義Ａ⑵ 数理・情報実習講義Ｂ⑵

地域文化研究Ａ⑵ 地域文化研究Ｂ⑵ 百人一首の文化史Ａ⑵ 百人一首の文化史Ｂ⑵

日本の昔話Ａ⑵ 日本の昔話Ｂ⑵ 日本文学文化と風土Ａ⑵ 日本文学文化と風土Ｂ⑵

日本の詩歌Ａ⑵ 日本の詩歌Ｂ⑵ 地域史Ａ⑵ 地域史Ｂ⑵

国際関係入門⑵

異文化理解概論⑵ 留学のすすめ⑵ 海外研修Ⅰ⑵ 海外研修Ⅱ⑵

海外実習Ⅰ⑵ 海外実習Ⅱ⑵ 短期海外研修Ⅰ⑴ 短期海外研修Ⅱ⑴

短期海外研修Ⅲ⑴ 短期海外研修Ⅳ⑴ 短期海外実習Ⅰ⑴ 短期海外実習Ⅱ⑴

短期海外実習Ⅲ⑴ 短期海外実習Ⅳ⑴

ドイツ語ⅠＡＡ⑴ ドイツ語ⅠＡＢ⑴ ドイツ語ⅠＢＡ⑴ ドイツ語ⅠＢＢ⑴

フランス語ⅠＡＡ⑴ フランス語ⅠＡＢ⑴ フランス語ⅠＢＡ⑴ フランス語ⅠＢＢ⑴

中国語ⅠＡＡ⑴ 中国語ⅠＡＢ⑴ 中国語ⅠＢＡ⑴ 中国語ⅠＢＢ⑴

（外国語科目）

Business English Communication⑵ テクニカルライティング⑵ アカデミックライティング⑵

（留学支援科目（LEAP））

IELTS for Study Abroad ⅠListening/Speaking⑵ IELTS for Study Abroad ⅠReading/Wrinting⑵

IELTS for Study Abroad Ⅱ Listening/Speaking⑵ IELTS for Study Abroad Ⅱ Reading/Wrinting⑵

Pre-Study Abroad: Listening/Speaking⑵ Pre-Study Abroad: Writing⑴

日本国憲法⑵ 情報化社会と人間⑵ コンピュータ・リテラシィＡ⑴ コンピュータ・リテラシィＢ⑴

インターンシップ入門⑵ 社会貢献活動入門⑵ 公務員論⑵ 情報ネットワーク論⑵

ロジカルシンキング入門⑵ クリティカルシンキング入門⑵

キャリアデザイン入門(2) キャリアデザイン実践(2)

コミュニケーション＆マナー入門(2) コミュニケーション＆マナー実践(2)

ファシリテーション概論(2)

スポーツ健康科学実技Ａ⑴ スポーツ健康科学実技Ｂ⑴ スポーツ健康科学講義Ⅰ⑵ スポーツ健康科学講義ⅡＡ⑵

スポーツ健康科学講義ⅡB⑵

《東洋大学フィロソフィ～自校について学ぶ～》

全学総合Ａ⑵ 全学総合Ｂ⑵ 全学総合Ｃ⑵

総合Ａ⑵ 総合Ｂ⑵

《数理・データサイエンス・ＡＩ》

全学総合Ｄ⑵ 全学総合Ｅ⑵

全学総合Ｆ⑵ 全学総合Ｇ⑵ 全学総合Ｈ⑵ 全学総合Ｉ⑵

全学総合Ｊ⑵ 全学総合Ｋ⑵ 全学総合Ｌ⑵ 全学総合М⑵

総合Ｃ⑵ 総合Ｄ⑵ 総合Ｅ⑵ 総合Ｆ⑵

総合Ｇ⑵ 総合Ｈ⑵ 総合Ｉ⑵ 総合J⑵

総合Ｋ⑵ 総合Ｌ⑵ 総合Ｍ⑵

総合・学際

他学部他学科開放科目 他学部他学科開放科目表参照

第３学年 第４学年第１学年 第２学年

国際人の形成

世界の伝統と文化

グローバル

社会の実際
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哲学・思想
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学問の基礎

人文科学

区分

健康・スポーツ科学

社会科学

自然科学

キャリア・市民形成


