




Ⅰ 履修要項
（2011年度入学生用）

Ⅱ 学籍および
各種証明書
について

第１部

第２部

教職課程
諸 資 格経 済 学 部

注  意
この『履修要覧』は2012年度入学生に適用されるものであり、2011年
度以前の入学生には適用されません。
また卒業時まで使用するものであり、再配付しませんので、大切に使
用してください。講義内容に関しては、『講義要項』に掲載しています。



2

目　　　次

学部長挨拶… …………………………………………………………………………………………… 4
経済学部の教育方針（ポリシー）・教育研究上の目的について……………………………………… 6

Ⅰ　学修制度―履修登録・授業・試験・成績―
第 1 章　学修にあたって………………………………………………………………………………… 11
第 2 章　授業… ………………………………………………………………………………………… 12
第 3 章　履修登録について… ………………………………………………………………………… 14
第 4 章　試験・レポートについて… …………………………………………………………………… 15
第 5 章　成績評価… …………………………………………………………………………………… 18
第 6 章　その他… ……………………………………………………………………………………… 20

Ⅱ　経済学部　教育課程表および履修方法
第 1 章　第１部３学科共通事項
… … １．授業科目・履修単位数の制限……………………………………………………………… 24
… … ２．卒業…………………………………………………………………………………………… 25
… … ３．経済学部３年次卒業制度…………………………………………………………………… 25
… … ４．ゼミナール ･卒業論文……………………………………………………………………… 26
… … 第１部　他学部開放科目一覧…………………………………………………………………… 27

第 2 章　第１部経済学科
… … 授業のとり方 ･学び方　～入学から卒業まで～
… … 　経済学科　３つのポリシー…………………………………………………………………… 30
… … 　学科主任挨拶…………………………………………………………………………………… 31
… … 　経済学科　授業科目一覧（教育課程表）… ………………………………………………… 32
… … 　授業のとり方…………………………………………………………………………………… 34
… … 　卒業要件………………………………………………………………………………………… 34
… … 　経済学科　履修モデル………………………………………………………………………… 35

第 3 章　国際経済学科
… … 授業のとり方 ･学び方　～入学から卒業まで～
… … 　国際経済学科　３つのポリシー……………………………………………………………… 38
… … 　学科主任挨拶…………………………………………………………………………………… 39
… … 　国際経済学科　授業科目一覧（教育課程表）… …………………………………………… 40
… … 　授業のとり方…………………………………………………………………………………… 42
… … 　卒業要件………………………………………………………………………………………… 42
… … 　国際経済学科　履修モデル…………………………………………………………………… 43

第 4 章　総合政策学科
… … 授業のとり方 ･学び方　～入学から卒業まで～
… … 　総合政策学科　３つのポリシー……………………………………………………………… 46
… … 　学科主任挨拶…………………………………………………………………………………… 47
… … 　総合政策学科　授業科目一覧（教育課程表）… …………………………………………… 48
… … 　授業のとり方…………………………………………………………………………………… 50
… … 　卒業要件………………………………………………………………………………………… 50
… … 　総合政策学科　履修モデル…………………………………………………………………… 51



3

第 5 章　第２部経済学科　
… … 授業のとり方・学び方　～入学から卒業まで～
… … 　経済学科（イブニングコース）　３つのポリシー… ……………………………………… 54
… … 　学科主任挨拶…………………………………………………………………………………… 55
… … 　１．授業科目・履修単位数の制限…………………………………………………………… 56
… … 　２．第１･２部相互聴講制度… ……………………………………………………………… 57
… … 　３．卒業………………………………………………………………………………………… 58
… … 　４．ゼミナール ･卒業論文…………………………………………………………………… 58
… … 　第２部　経済学科　授業科目一覧（教育課程表）… ……………………………………… 60
… … 　第２部　他学部開放科目一覧………………………………………………………………… 62
… … 　授業のとり方…………………………………………………………………………………… 63
… … 　卒業要件………………………………………………………………………………………… 63
… … 　第２部　経済学科　科目展開チャート……………………………………………………… 64

第 6 章　教職課程・諸資格
… … １．教職課程
… … 　教職課程を学ぶにあたって…………………………………………………………………… 67
… … 　〈１〉教育職員免許状について… …………………………………………………………… 67
… … 　〈２〉教育職員免許状の取得条件について… ……………………………………………… 68
… … 　〈３〉教職の履修登録について… …………………………………………………………… 68
… … 　　（…１…）本学における「免許法施行規則第 66 条の６に定める科目」…………………… 69
… … 　　（…２…）本学における「教職に関する科目」「教科に関する科目」一覧表… ………… 70
… … 　〈４〉教育実習について… …………………………………………………………………… 78
… … 　〈５〉介護等体験について… ………………………………………………………………… 80
… … 　〈６〉「教職実践演習」について……………………………………………………………… 81
… … 　〈７〉教育職員免許状一括申請について… ………………………………………………… 82
… … 　〈８〉編入生・転入生の教育職員免許状の取得について… ……………………………… 82
… … 　〈９〉休学および留学等で長期間大学へ通学することができない場合について… …… 82
… … 　〈10〉教員採用に関する支援について… …………………………………………………… 83
… … 　〈11〉教員採用試験について… ……………………………………………………………… 83
… … 　〈12〉科目等履修生制度について… ………………………………………………………… 83
… … 　〈13〉教職課程履修学生への連絡・伝達について… ……………………………………… 84
… … 　〈14〉教員免許状更新制について… ………………………………………………………… 84
… … ２．公務員採用試験他各種試験………………………………………………………………… 85
… … ３．社会福祉主事………………………………………………………………………………… 89

Ⅲ　留学制度
第 1 章　全学部共通　制度
… … １．語学セミナーについて……………………………………………………………………… 92
… … ２．交換留学制度と認定留学制度……………………………………………………………… 94

第 2 章　経済学部独自学生支援プログラム
… … １．TOEIC による単位認定制度… ………………………………………………………… 100
… … ２．経済学部語学研修（ウォーリック大学）… …………………………………………… 102
… … 　　経済学部語学研修（ウォーリック大学）による単位認定制度……………………… 102
… … ３．経済学部海外研修（ストラスブール大学 ･マールブルク大学）… ………………… 103

Ⅳ　学籍および各種証明書について
第 1 章　学籍（学籍異動に関する手続）……………………………………………………………… 106
第 2 章　学則（学籍に関する事項の抜粋）…………………………………………………………… 110
第 3 章　納付金に関する取扱… …………………………………………………………………… 114
第 4 章　各種証明書および実習料一覧……………………………………………………………… 118



44

１．経済学部の概要と教育目標

東洋大学の起源は、学祖井上円了博士が明治20年に創立した哲学館にありますが、経済学はこの哲

学館の時代に講座としてすでに開設されていました。経済学部は、文学部に次いで二番目に古い歴史を持

つ伝統ある学部ですが、常にその時代の先端を見つめ「経済学のいま」を深く追究する先見性が豊か

な学部でもあります。過去の長い伝統に基づく経済学部の蓄積を基盤に据えて、現代の経済・社会が抱え

る幅広い最新の問題にチャレンジしていきたいと考えています。

経済学部は、ますます拡大を続ける経済・社会の複雑性・多様性に対応するため、2000年から現在の４

学科体制に移行しました。経済の理論と実証を徹底的に学ぶ経済学科、国際的な経済活動の把握と解

明に重点を置く国際経済学科、日本の現実の社会・経済が抱える問題を深く考える総合政策学科、時間

を有効に活用して経済学を学べる経済学科（イブニングコース）と学生のニーズに対応した多種多彩な

４学科で構成されています。

図　経済学部におけるカリキュラムの構造

自分の料理を作ってみよう!!――経済学部が目指すもの

経済学部長　　小川　芳樹

語学：

ミクロ経済学・

卒業論文の作成
自分の料理を他の人に味わってもらう

　経済学部が教育目標で描く学生像は、「経済の理論と実証を土台にして、日本あるいは世界の経

済・社会における多様な問題に取り組むことができる、幅広い知識と的確な判断力を備えた、自

立性のある人材」の育成ということです。経済学部の教育の目的は、「学生本位の教育（学生の目

線にあった、学生のニーズに応えるきめ細かい教育）によって、学生の潜在的な能力を引き出し、

教育目標に適う学生像を具現化すること」にあります。
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２．経済学部のカリキュラムの特徴

経済学部では、このような学生本位の教育をスローガンに、2012年度から４巡目のカリキュラムを実施し

ます。経済学部におけるカリキュラムの大まかな構造を図に示します。このカリキュラムでは、①少人数･ゼミ

教育の徹底、②学習支援のための教育プログラム、③習熟度別教育を柱としており、学生の目線にあった、

学生のニーズに応えるきめ細かい教育を図っています。

少人数教育･ゼミ教育の徹底という点では、１年生全員が少人数のゼミナールを履修し、大学教育に

慣れると共に、レポート・論文の書き方・発表の技法などの基礎を学んでいます。２～４年生になると、多

数の専門分野の少人数ゼミナールから自分の勉強したいテーマに合わせてゼミナールを選択し、最終的に

卒業論文やゼミ論文にまとめる応用力を養っています。

学習支援のための教育プログラムという点では、経済学入門および経済理論（ミクロ経済学・マクロ経

済学）の講義に対応した少人数の演習科目を設置しており、演習の実践を通して経済学の基礎理論の習

得を目指します。授業では毎回小テストを実施し理解度を確認するとともに、教育補助員（SA・TA）を配

置し、きめ細かい指導を行っている点に特徴があります。また、特に重要と思われる講義内容をいつでもど

こでも繰り返し学べるようe-Learningによる学習システムも整えています。

専門科目は、入門講義に始まって１年次、２年次と少しずつ導入されますが、本格的には３年次と４

年次において、多様な専門選択科目の中から自分の選択したテーマに合わせて選ぶことができるようになっ

ています。専門分野の少人数ゼミナールにおける活動と組み合わせて自分のニーズにあった学びの世界を

広げることができます。また、総合大学としての東洋大学の強みを生かす一般的教養科目の習得によって自

分の知識ベースをさらに広げることもできます。

３．経済学部が目指すもの――自分の料理をサービスする

経済学部の教育は上述のような特徴を持っていますが、学生のみなさんが自らの手で問題を発見し解決

策を提案できる力を養えるように、どの学科も少人数のゼミナール教育に力を注いでいます。特に、ゼミ論文

や卒業論文の作成を通じて、学生が自分の作品を創造し説得力あるサービスを他に提供する機会と経験

を持つことを重視しています。最先端で活躍する幅広い分野の教員スタッフが配置されていますので、学生

のみなさんは自分の関心と興味に適合した専門分野の学習を選択することができます。

みなさんは小学校から高校までいろいろなことを学んできましたが、必ずしも十分にできなかったことは何

でしょうか。それは自分の料理を作って周りの人に食べてもらうということです。これまでは机に座って先生

の料理をおいしく食べてきたでしょう。しかし、自分の料理を人に食べてもらったことはありますか。実は実

社会に出て一番求められる力は、自分で「もの」を作り出して人にサービスする力です。大学の４年間で

是非その経験をしてもらいたいと思います。

21世紀に入って、未曾有の世界的規模の経済不況、異常気象に代表される地球環境問題、飛躍的な

ＩＴ技術の革新による社会構造の変貌など、これまでにない大変化が社会・経済に起こっています。学生の

みなさん一人ひとりが経済学部というキャンバスを活用して大学４年間の学生生活で自分の個性と能力に

一層の磨きをかけ、自分の役割と使命を果たすべく実社会に向かって船出してほしいと思います。経済学部

は、一人ひとりの学生全員がそのように巣立つことを暖かく見守り応援したいと考えています。

　習熟度教育という点では、第１部１年次必修英語と２年次（必修あるいは選択）英語は、個別にレベルアッ

プができるようTOEIC-IP テストのスコアでクトのスコアでクラス分けをしています。また、経済学部独自の学

生支援プログラムとして、第１部・第２部とも２～４年次に、前学年で取得した TOEIC のスコアや経済学部

語学研修の評価で英語科目の単位が認定される制度も実施しています。このほか、経済数学、経済学入門、

コンピュータ・リテラシィといった基礎科目でも学生の目線にあった習熟度教育を実施しています。
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経済学部の教育方針（ポリシー）

ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）

　経済学部は、豊かな人間性に基づき、経済理論を基礎に、国際的視野を持って、日本の経済社
会を学際的に考える、幅広い知識と的確な判断力を備えた、自立性のある人材を養成する。
　経済学の基礎理論、内外経済社会の幅広い理解、英語等の語学能力を身につけ、それらを基礎
に現実の問題を分析し解決方法を探る能力を備えた人材に学士の学位を与える。
　学位取得には所定の単位修得が必要である。またゼミナールと卒業研究の履修を奨励する。

【教育研究上の目的について】

経済学部

１．人材養成の目的
　経済の理論と実証を土台にして、日本あるいは世界の経済・社会における多様な問題に取り組
むことができる、幅広い知識と的確な判断力を備えた、自立性のある人材を育成します。

２．学生に修得させるべき能力等の教育目標
　人材養成の目的を実現するため、経済学の基礎理論、日本あるいは世界の経済・社会に関する
幅広い理解、英語をはじめとする外国語の能力（コミュニケーション能力を含む）を身につけ、
それらを基礎として、現実の多様な問題に取り組み、それらを分析するとともに解決方法を探り
出せる能力を学生の身につけさせます。

３．教育の目的
　学生本位の教育（学生の目線にあった、学生のニ－ズ・関心に応えるきめ細かい教育）を通して、
学生の潜在的な能力を引き出し、教育目標に適う学生像の具現化を目指します。

４．研究の目的
　研究活動を通して、研究者としての力量を向上させるとともに、学部および学科の研究水準を
引き上げ、学術・研究の発展に貢献することを目指します。また、研究活動を教育内容の充実に
結びつけることによって、社会に還元することも目指します。
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 第１部経済学科

１．人材養成の目的
　21世紀社会を担う社会人に相応しい、現実の経済に関する幅広い知識・洞察力を習得し、情報収集・処
理能力、発表能力、ディベート能力を持つ人材の育成を目指します。

２．学生に修得させるべき能力の教育目標
　上記の目的を達成するため、経済学科では、①基礎科目の充実、②多様な応用科目の展開、③ゼミナー
ルの充実、の３つの柱を設け、現実の経済の多様な知識を習得するとともに、さまざまな経済・社会問題
に対する客観的・建設的な判断力を涵養することを教育目標にしています。
　また、１年次から開講するゼミナールと他の基礎能力の養成をねらいとした科目により、①プレゼンテー
ション、②レポートの書き方の指導、③ディベート、④コンピュータリテラシー等を効果的に教育する体制を
構築しています。これらの授業を通して情報収集・処理能力、発表能力、ディベート能力等、学生の基礎
能力の向上を目指します。

３．その他の教育上の目的
　実務能力に直裁的に関わる「インターンシップ」、「特講Ⅱ（ファイナンス基礎論）」等を設け、企業を含む
実社会の理解を深めることで、学生の実践力を向上させることを目指します。

 国際経済学科

１．人材養成の目的
　経済学を基礎としつつ、①広く国際的な視野にたって社会活動・ビジネスを行える人材、②グローバル化
が著しい経済・金融に的確に対応し、活動できる基礎能力をもった人材、③世界主要国・地域の経済・産業・
歴史・社会・文化等を理解し、それとの比較において日本経済・社会の諸問題を理解し改善する方途を提
示できる人材、の育成を目的とします。

２．学生に修得させるべき能力の教育目標
　上記の目的を達成するため、経済・国際経済社会に対する理解はもとより、英語その他の外国語の能力
の向上をはかります。
　前者に関しては、基礎経済理論・経済史等に関する科目を修得させたうえで、経済学の応用分野、国際
経済学各論、世界の主要国・地域経済に関する科目を幅広く履修してもらいます。同時に１～４年次のゼミ
ナールにおいて、卒業論文執筆を目標に論理性、経済分析力、文章力の向上をはかります。
　後者に関して、英語においては習熟度別クラスによる教育を通じ、学生個人の水準に応じた英語能力向
上をはかるとともに、第２外国語の履修も求め、多様な語学力の育成をはかります。

３．その他の教育上の目的
　社会人基礎力の育成をサポートするための「キャリアデザイン」、社会人に不可欠な経済学の周辺領域で
ある「財務会計」「民・商法」に関する科目、さらには社会体験に単位を付与する「インターンシップ」とい
った科目を配し、多面的・重層的に学生のキャリア形成をはかります。
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Ⅰ　学修制度 ― 履修登録・授業・試験・成績 ―

 総合政策学科

１．人材養成の目的
　しっかりした経済学の体系的な思考能力の上に、現状に対する客観的な考察力や、現代の諸問題に対す
る政策提言力を身につけた学生を育成します。

２．学生に修得させるべき能力等の教育目標
　上記の目的を達成するため、第１に基礎経済理論科目を演習と組み合わせて学習し、基礎力を身につけ
るとともにフットワークを強化していきます。
　第２に１年から４年までゼミナールを必修にするなど、少人数教育を徹底し、自らの手で「企画立案・制
度設計する」という当事者意識を持った取組姿勢を養います。
　第３に早期から現実の制度や政策に触れる多くの機会を提供し、現実の社会・経済に対する学生の問題
発見能力や分析能力を高めます。
　第４に専門の多様な学びの選択肢を用意し、卒業論文・政策提言の作成を目標として総合的な発見・分析・
解決・提案力を強化していきます。

３．その他の教育上の目的
　高度の情報教育を通じて現代社会に不可欠なコンピュータやインターネットの実践的な知識の強化をはか
ります。
　基礎教育の段階からディベート大会を通じてタイムリーな現実の政策課題を取り上げ、早期から深く考え討
論する力を養います。

 第２部経済学科

１．人材養成の目的
　汎用性のある経済学の本質的理解と現代的な経済分析方法の習得を目指す教育を通して、経済社会に対
し自らの考えを的確に表現する力と経済社会を改善する政策提言力を持つ、自ら考え自ら行動する人材を育
成することを目的とします。

２．学生に修得させるべき能力の教育目標
　上記の目的を達成するため、第１部の３学科の主要専門科目、すなわち経済理論・計量分野、国際経済、
政策論に関連する科目をバランスよく配置するとともに、一般教養的科目、英語その他の外国語科目等も広
範に配置します。具体的には、１年次から開講するゼミナールと他の基礎能力の養成をねらいとした科目に
より、情報収集・処理能力、発表能力、ディベート能力等、学生の基礎能力の向上を目指します。

３．その他の教育上の目的
　いくつかのキャリア形成科目を設けて学生の社会人基礎力の育成をサポートします。また、他学部の専門
科目もフレキシブルに履修できるようにして学生の幅広い見識を養うようにします。
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Ⅰ　学修制度 ― 履修登録・授業・試験・成績 ―
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１年を次の学期に分けます。
　春学期　4月1日から9月30日まで
　秋学期　10月1日から翌年の3月31日まで

セメスタ制　1年を 2 つの学期（セメスタ）
に分け、4 年間で 8 つのセメスタを段階的
に積み上げて卒業する制度です。年に2回（4
月・9月）履修登録を行います。

※授業開始日・終了日や履修登録期間は年
度によって異なるので「年度行事予定」（『学
生生活ハンドブック』）で確認してください。

　授業科目には学修時間に応じた単位数が定められており、卒業要件等の
履修基準は修得すべき単位数によって規定されています。…
　1単位は、授業や自習をすべて含めた45 時間の学修に対応しており、45
時間の学修のうち授業の占める時間は、講義・演習科目は 15 時間、外国
語科目は 30 時間、実験・実技・実習科目は 45 時間と設定されています。…
　標準的な授業実施形態は、週 1回 1学期 15 回授業が実施されます。授
業の講義時間はどの科目でも、90 分です。

授業科目等 単位数
授業回数
（1学期）

学修時間

授業時間
予習復習
時間

講義・演習科目 1単位 15 回 15 時間 30 時間

外国語科目 1単位 15 回 30 時間 15 時間

実験・実技・実習科目 1単位 15 回 45 時間 0時間

　本学に学生として最低４年間在学し、所定の単位を修得しなければ卒業
はできません。卒業に必要な単位を修得するために通算して在学できる年
数（在学年数）は、最長８年間です。ただし、休学期間の年数は在学年
数に算入しません。

　卒業した者は、その履修した課程に従い、以下の学位が授与されます。

学士（経済学）

第１章　学修にあたって
１．学　期

２．単位制

３．修業年限と在学年限

４．学士の学位授与
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　授業科目は、春学期又は秋学期のいずれかに開講されます。科目によっ
ては、春・秋の両学期を通して開講される場合もあります。

授業時間は、次の表のとおりです。
　白山キャンパス・白山第２キャンパス・総合スポーツセンター（板橋区清水町）

時限 授業時間

第
１
部

１時限 ９：00　～　10：30
２時限 10：40　～　12：10
昼休み 12：10　～　13：00
３時限 13：00　～　14：30
４時限 14：40　～　16：10
５時限 16：20　～　17：50

第
２
部

６時限 18：10　～　19：40
７時限 19：50　～　21：20

［白山キャンパス・白山第２キャンパス・総合スポーツセンター（板橋区清水町）
間をまたがり履修する場合］
　同日内に白山キャンパス・白山第２キャンパス・総合スポーツセンター（板
橋区清水町）間を移動しなければならない場合は、下表を参照のうえ、履
修可能な時間割を作成してください。

１時限 ２時限 昼休み ３時限 ４時限 ５時限 ６時限 ７時限

履
修
可
能

● ■
● ■
● ■

● ■
● ■
● ■

● ■
● ■※

● ■

※白山—白山第２キャンパス間のみ

　担当教員より連絡があれば休講掲示板（プラズマディスプレイ）、および
東洋大学Web 情報システムに掲示情報として配信するので、授業が始まる
前に必ず確認してください。
　なお、プラズマディスプレイ、Web 情報システム等に休講掲示がない場
合で、授業開始時刻から３０分経過しても講義が行われない場合は、教務
課窓口へ連絡の上、指示を受けてください。

　やむを得ない事由により、授業に欠席した場合は、次の授業時に担当教
員へ直接連絡してください。ただし、病気・怪我等で長期欠席することが
予想される時は、教務課に相談してください。なお、教育実習・介護等体験・
博物館実習により欠席する場合は、教務課備え付けの用紙で教員に届け出
てください。

第２章　授　　業
１．授業の開講時限・
　　時間帯

２．休講

３．欠席

白山キャンパス・白山
第２キャンパス・総合
スポーツセンター（板
橋区清水町）間をまた
がり履修する場合
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５．緊急時の授業の
　　取扱い

　次のような場合で、補講・集中講義を実施するときは、その内容を事前
に学内掲示板および東洋大学Web 情報システムに掲示します。
　（1）授業が休講となったとき。
　（2）その他の理由で、特別に補講・集中講義を必要とするとき。
　なお、補講・集中講義は原則として各学期の補講・集中講義期間に行い
ますが、補講期間以外の日に実施することもあります。

【白山キャンパス・白山第２キャンパス・総合スポーツセンター（板橋区清水町）】

（１）台風の接近等により交通機関の混乱が予想される場合および災害等
により交通機関が運行停止している場合の授業の取扱いについて

　台風の接近等により交通機関の混乱が予想される場合および台風・地
震の災害等により交通機関が運行停止となった場合（人身事故等一般的
な運行停止を除く）の授業の取扱いについては、本学のホームページ・
東洋大学Web 情報システムにてお知らせしますので、大学の指示に従っ
てください。ホームページはアクセスが集中し、つながりにくい場合があ
りますので、東洋大学Web 情報システムも利用してください。
　なお、授業中に交通機関の混乱等が予想される場合は、学内掲示、
学内緊急放送にてお知らせします。

（２）大規模地震の警戒宣言が発令された場合の授業の取扱いについて
　大規模な地震の発生が予想され、警戒宣言が発令された場合の授業
の取扱いについても、大学のホームページ・東洋大学Web 情報システム
にてお知らせしますので、大学の指示に従ってください。授業中に警戒宣
言が発令された場合は、学内掲示、学内緊急放送にてお知らせします。

※学内で実施される講演会・講座等についても、上記措置に準ずるものと
します。

４．補講・集中講義



履修関係書類配布：新入生　就学手続時
　　　　　　　　　在校生　進級手続時

『履修要覧』『講義要項』『授業時間割表』等の配布

ガイダンス（新入生のみ）

新入生は新入生教育で Web 履修登録のガイダンスがあります
（2 〜 4 年生は特別なガイダンスは行わないので、『東洋大学情報システム
利用ガイドブック』内の「履修登録」欄を参照すること）

時間割作成

『履修要覧』、『講義要項』、『授業時間割表』、前学期の「成績表」をもとに
今学期履修する授業を決め、時間割を作成する

Web 履修登録 窓口申請科目の登録

作成した時間割をインター
ネット上から履修登録（自宅
等の学外からも可）

期間内なら登録を何度でも変
更可能（事前登録された科目
を除く）

各種単位認定科目については
東洋大学 Web 情報システムの

「各種申請書」から該当する申
請書をプリントアウトし、教
務課窓口に提出

※履修登録期間内に行うこと

履修登録確認表【保管用】の出力

各自の履修科目を証明する書類となるので成績発表時まで大切に保管して
ください

履 修 登 録 完 了
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　授業を受け、単位を修得するためには事前に履修科目の登録が必要に
なります。これを「履修登録」といいます。各学科の授業科目に沿って
履修計画を立て、授業科目の登録をしなければなりません。
定められた期間に「履修登録」を怠ると、履修する科目の受講・受験が
できず、単位も修得できなくなるので注意してください。

（１）…履修登録にあたっては、履修要覧、講義要項、授業時間割表等を熟
読の上、時間割を作成してください。

（２）教育課程表に示された配当学年に従って履修登録してください。
（３）原則として、履修登録期間以降の訂正・削除は一切認めません。
（４）…授業時間割及び講義内容等に変更があった場合は、学内掲示板に掲

示しますので注意してください。
（５）履修登録確認表は必ず出力して、確認してください。

セメスタ制
履修登録は年２回行いま
す。春学期の履修登録で
は春学期の開講科目を、
秋学期の履修登録では秋
学期の開講科目を登録し
ます。

第３章　履修登録について
１．履修登録とは
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（１）　…履修登録した科目の単位を修得するためには、授業回数の３分の
２以上出席し、所定の試験に合格しなければなりません。

（２）　…試験には、平常試験と学期末に行う定期試験があります。科目に
よっては、レポートまたは平常点によって評価する場合もあります。

　平常の授業期間に、科目担当教員によって随時行います。

　春学期試験（７月～８月）および秋学期試験（１月～２月）を、全学
的に一定の試験期間を設けて行います。

　試験実施の約２週間前に試験時間割表を掲示板および東洋大学Web
情報システムで発表します。
　試験時間割表には受験上の注意事項も記載されています。主な事項を
記しておきますので心得ておいてください。
（１）履修登録確認表に記載されていない科目を受験しても無効です。
（２）試験に際しては、すべて監督者の指示に従ってください。
（３）学生証がないと受験できないので必ず携帯し、試験会場では机上

の指示された場所に提示してください。
（４）…１科目で試験会場が２ヵ所以上になる場合、学部・学科・学年・

学籍番号等で試験会場を指定しますので、必ず指定された試験会
場で受験してください。指定試験会場以外で受験した場合は、無
効となることがありますので注意が必要です。

（５）答案用紙には、まず学部・学科・学年・学籍番号・氏名を必ず黒
のペンまたはボールペンで記入してください。
必ず筆記用具（ボールペン、鉛筆、消しゴム）を持参してください。

（６）学籍番号欄は学生証に記載されている学籍番号の 10 ケタすべてを
記入してください。学籍番号、氏名のない答案用紙は無効となり
ます。

（７）試験時間は 60 分間です。試験期間中は、すべて時間帯が平常授業
時とは異なります。また、試験会場も平常授業時の教室と異なる
ので十分注意してください。

（８）試験開始後 20 分までに入場しないと受験資格を失います。また開
始後 30 分を過ぎないと退場できません。

（９）中途退場した場合、再入場は認められません。
（10）試験会場では、携帯電話、PHS 等の通信機能が付いた機器は机上

に置けません。また、机上に置かない場合でも、試験の妨げにな
らないよう電源を必ず切ってください。なお、上記の機器を時計
代わりに使用することはできません。

（11）茶・ジュース等の飲食物の試験会場への持ち込みは禁止です。
（12）試験に際しては、担当教員の指示物以外を持ち込むことはできま

せん。
また、許可されて使用できる六法全書は、次の指定されたものに
限ります。

　　・岩波書店「基本六法」・「セレクト六法」
　　・有斐閣　「六法全書」・「ポケット六法」
　　・三省堂　「新六法」・「デイリー六法」
　　・第一法規「新司法試験用六法」

第４章　試験・レポート
　　　　について
１.　試験

　〔平常試験〕

　〔定期試験〕

　〔受験上の注意〕
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（13）天災、病気、その他やむを得ない理由によって、定期試験を受験で
きなかった場合は速やかに証明書または診断書（コピー可）等を添
えて担当教員に届け出て、具体的な指示を受けてください。

（14）不正行為を行った場合は、学則（第 57 条）に基づき処分されます。
不正行為についての規程と処分内容は学生生活ハンドブックで確認
してください。

（15）交通機関の運行や天候の乱れ等に留意し、試験会場へは時間的余裕
をもって入室してください。

不正行為（本学の規則に反する行為、または学生の本分に反する行為）を
試験において行った場合は、学則第 57 条に則り処分されます。

１．処分の種類
　　処分は譴責、停学、無期停学とする。

２．処分とその対象となる不正行為
（１）譴責の対象となる行為
①…持ち込みが認められているものの貸借。
②…他人の答案の覗き見、答案を故意に他人に見せまたはそれを見る行為。
③…試験監督者もしくは監督補助者からの注意を無視した行為。
④…その他、前各号の一つに準ずる行為。

（２）停学１ヵ月の対象となる行為　
①…解答用紙を交換する行為。
②…許可されていないもの（カンニングペーパーおよびそれに類するも
の）の持ち込み。

③…書き込みを許可されていない持ち込み許可教材、机上、手掌等へ書
き込みをしての受験、または、これに類似する行為。

④…試験監督者または監督補助者からの注意に対する暴言。
⑤…その他、前各号の一つに準ずる行為。

（３）無期停学の対象となる行為
①…替玉受験。
②…在学中における再度の不正行為。
③…試験監督者または監督補助者からの注意に対する暴力行為。
④…その他、極めて悪質な行為。

３．処分に伴う措置
（１）処分の種別にかかわらず、不正行為のあった試験科目の単位は、当

該年度（学期）において認定しない。また、上記「２−（２）」およ
び「２−（３）」の停学の対象となる行為については、当該年度（学期）
の試験期間において実施される全ての試験科目の単位を認定しない。

（２）停学期間は当該学部で処分を決定した日（教授会開催日）の翌日か
ら算定する。

（３）…決定した処分内容については、不正行為者が所属する学部の学部長
が、本人及び保証人と面接の上、通達する。

（４）…停学期間中は、不正行為者に対してその所属学部が教育的指導を行
う。

（５）「譴責の対象となる行為①および②」、「停学１ヵ月の対象となる行為
①」、「無期停学の対象となる行為①」の不正行為は、その当事者す
べてが上記（１）～（４）の措置の対象となる。

　〔不正行為〕
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　〔卒業再試験について〕

４．不服申立て
　　不正行為の指摘を受けた学生は、不服申立てをすることができる。
　　（なお、上記不正行為に関する事項については改訂される場合もある。）

　４年次生で卒業当該学期に卒業要件を満たしていない者について、以
下の要領で「卒業再試験」を実施する。

（受験資格）
　卒業再試験は４年次生で卒業を希望する者の内、卒業当該学期に卒業
に不足している科目数が４科目以内でかつ８単位以内の者に対して行わ
れる。

（対象科目）
　卒業再試験の対象となる科目は以下のすべてに該当する科目とする。
（１）原則として卒業当該学期に履修登録を行っている卒業必要単位とな

る科目であること。
（２）単位充足者発表時の評価で「Ｄ」の評価を得た科目であること。

（対象除外科目）
　以下の科目は卒業再試験対象科目から除外する。
（１）演習、実習、実験、実技、ゼミナール関係科目
（２）卒業研究、卒業論文、卒業制作
（３）教職科目の内、教職に関する科目
（４）不正行為等により無効となった科目
（５）通常の評価において「Ｅ」「＊（評価対象外）」と判定された科目
（６）科目の性質上、担当教員と開講責任学部の学部長が協議して卒業再

試験にふさわしくないと判断した科目。ただし、その科目にあって
は学生の履修登録以前に卒業再試験を実施しないことを学生に対し
て明示するものとする。

（再試験手続き）
　再試験は、卒業当該学期で発表される単位充足者発表時に、定められ
た時間内に面接を受けた上で所定の手続きを行うものとする。
（１）再試験手続きを行わなかった場合は、自動的に受験する権利は消滅

する。
（２）受験しようとする者は、卒業再試験対象科目であり、かつ卒業再試

験を行う科目の中から、卒業に不足する単位数分の科目数のみ受験
することができる。

（３）代理人による手続きは認めない。

（再試験受験料）
　再試験受験料は１科目 5,000 円とする。

レポート提出方法、日時、提出先を授業時及び掲示板で確認してください。
※…教務課窓口では、レポート郵送先・教員の連絡先の照会に応じること
はできません。

２．レポート
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（１）単位の認定は出席、試験またはレポートなどによって査定されます。
（２）履修登録した科目についてのみ成績評価されます。

成績の表示は次の通りです。

【東洋大学成績評価基準】

合否 成績
表示 点数 基　　準

合…

格

Ｓ １００～９０ 到達目標を充分に達成し、極めて優秀な成果を収めている。

Ａ …８９～８０ 到達目標を充分に達成している。

Ｂ …７９～７０ 到達目標を達成している。

Ｃ …６９～６０ 到達目標を最低限達成している。

不…

合…
格

Ｄ …５９～４０ 到達目標を達成していない項目がある。

Ｅ …３９以下 到達目標の項目の全てまたはほとんどを達成
していない。

＊ 評価対象外 出席・試験・レポート提出等の評価要件を欠格。

※評価対象外とは、授業期間を通じ出席不良、または不受験・レポート
未提出のため成績評価の判断ができないものを指します。
※東洋大学経済学部では、上記基準にかかわらず、S評価は履修登録者の
成績上位５％以内と定めています。

（１）学期ごとに成績を通知します。詳しい日程等については掲示等で指
示します。

（２）成績表は再交付しないので卒業するまで大切に保管してください。
（３）履修登録し、受講・受験したにもかかわらず、成績表に評価がない

場合は、「成績表」と「履修登録確認表」を持参のうえ、成績調査
期間内に教務課で確認してください。

（４）毎年、保証人へ成績表を送付します。

　修得単位が極めて少ない場合、第１～４セメスタ終了段階で専任教職
員による面接指導を行う場合があります。

第５章　成績評価
１.　単位の認定

２.　成績の評価

　〔成績の通知〕

　〔学習指導〕
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　経済学部では成績が優秀な学生に対し表彰を行っています。
　前年度の成績が優秀な２年生から４年生を対象に、毎年度４月上旬に
表彰します。更に４年生は卒業式当日、４年間通算の成績優秀者を対象
に表彰しています（第１部、第２部各学科の上位３名を選考）。本取組は
成績優秀な学生を表彰し、より一層の努力を奨励すると共に、本学部生
全体の学習意欲の向上に繋がることを期待して行っています。成績優秀
者を目指して頑張ってください。

2012 年度　成績優秀者選考予定数

第 1部

学　科 2年生 3年生 4年生 合計

経済学科 20 名 20 名 15 名 55 名

国際経済学科 20 名 20 名 15 名 55 名

総合政策学科 20 名 20 名 15 名 55 名

計 60 名 60 名 45 名 165 名

第 2部
学　科 2年生 3年生 4年生 合計

経済学科 10 名 10 名 7 名 27 名

　上記の他、春学期卒業生 5名、3年次卒業生 2名も予定しています。
※選考予定数は年度により変動する可能性があります。

　〔成績優秀者の表彰制度〕
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第６章　その他
　教務課窓口事務取扱い
　および掲示板について

　教務課（大学）からの通知・連絡などは、すべて掲示により行います。
登校した際は必ず掲示を確認してください（東洋大学Web 情報システム
を検索して確認することもできます）。
　※…教務課（大学）への問い合わせはすべて窓口で受付けます。電話お

よびメールによる授業・休講・試験などに関する問い合わせは一切
応じません。

窓　口
内容 場所

教務全般に関すること

教務課窓口（６号館１階）
窓口時間

月～金曜　　９：３０ ～ １３：００
　　　　　１４：００ ～ ２０：３０
　　土曜　　９：３０ ～ １２：４５
　　　　　１７：３０ ～ ２０：００

※…夏季休暇・大学祭期間中・冬季休暇・春季休暇は、窓口の受付時間等
が変更される場合があるので注意してください。

掲示板
内容 場所

授業時間割表
（教室変更も含む）

６Ｂ１２教室前（文・社会学部）
１１０２教室前（経済・経営・法学部）

休講掲示板
（プラズマディスプレイ）

１号館１階エレベーターホール
６号館１階

授業・試験・補講など

５号館Ｂ２階エレベーター前
（第１・２部　文・社会学部）

１号館１階エレベーターホール
（第１部　経済・経営・法学部）
１１０１教室前（第２部　経済・経営・法学部）

学部からのお知らせ
学生呼び出しなど

５号館Ｂ２階エレベーター前（文・社会学部）
１号館２階エレベーターホール（経済学部）
１号館２階１２０４教室前（経営・法学部）

教職 １１０２教室横および６Ｂ１２教室前
（掲示内容は同一）

※掲示板の設置場所が変更になった場合は、別途案内します。



１年次 ２年次 ３年次 ４年次

４
月

入 学 式
新入生ガイダンス

５
月

６
月

７
月
〜
９
月

10
月
〜
12
月

１
月

２
月

３
月

卒業単位充足者発表
卒 業 再 試 験
卒業決定者発表
卒 業 式

進級手続

春　学　期　履　修　登　録

春学期成績発表・成績調査

大学祭

秋学期試験

春　季　休　暇

秋学期成績発表・成績調査

春学期試験　　補講・集中講義

補講・集中講義
冬　季　休　暇

夏　季　休　暇

４年間の主なスケジュール

秋　学　期　履　修　登　録
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※年度によって変更されることもあるので、学生生活ハンドブック（年度行事予定表）を参照すること。
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Ⅱ　経済学部　教育課程表および履修方法
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１．授業科目・履修単位数の制限
経済学部では、「専門科目」・「教職科目Ｂ」・「基盤教育」を開講し、授業を行っています。
また、４年間にわたってバランスよく授業科目を履修するために、履修登録することができる単位数に制限
があります。

履修上限単位数（単位）

１）１セメスタにつき24単位まで履修できます。（上限）
２）既に単位を修得した授業科目は履修できません。
３）上級学年に配当されている授業科目は履修できません。
４）履修制限に含まれる科目は以下のとおりです。

第１部

「専門科目」
a. 必修科目 この科目を履修・修得しなければ卒業できない科目です。

学科ごとに卒業要件（単位数）が異なります。
b. 選択科目Ａ 自学科の専門科目で、学科ごとに最低要件（単位数）が異なります。

また、各学科にキャリア形成支援科目Aがあります。
c. 選択科目Ｂ　経済学部他学科科目、キャリア形成支援科目Ｂ、情報分野、教職科目Ａがあります。

「教職科目Ｂ」 履修・単位修得しても卒業単位とはなりません。
（教職科目Ａ・Ｂの履修についてはP. 67以降の教職課程のページを参照してください）

「基盤教育」
a. 共通教養科目

d. 他学部開放科目
e. 語学系科目（必修科目）

b. 社会人基礎科目
c. 留学支援科目

（選択科目）
この中から各学科の履修条件に沿って、一定の単位を履修し、かつ単位を修得します。

＊外国人留学生については、日本と日本語理解の助けとなる科目が、基盤教育の共通教養科目と語学系科
目それぞれに開設されています。
共通教養科目には「日本事情ⅠＡ」「日本事情ⅠＢ」「日本事情ⅡＡ」「日本事情ⅡＢ」「日本事情Ⅲ

Ａ」「日本事情ⅢＢ」の６科目が、語学系科目には「日本語ⅠＡＡ」「日本語ⅠＡＢ」「日本語ⅠＢＡ」「日
本語ⅠＢＢ」「日本語と日本社会Ａ」「日本語と日本社会Ｂ」「日本語と日本文化Ａ」「日本語と日本文化Ｂ」

第１章　第１部３学科共通事項

年　次
１～４

春学期
24

秋学期
24

卒業要件

卒業要件単位
（124単位）

専　門　科 目

基　盤　教　育

必修科目
選択科目
共通教養科目
社会人基礎科目
留学支援科目
他学部開放科目
語学系科目

履修制限

制限内

自由科目卒業要件外単位
教職科目Ｂ 制限外

区　　分

〔経済学部語学系科目について〕
１年生の登録については、指定された言語・コースを履修することになっています。
詳細については各学科の説明を参照して履修登録の手続きを行ってください。
※外国人留学生については、語学系科目において自分の母国語・母語の科目は履修できないので注意して
ください。

〔他学部開放科目について〕
他学部が開講する科目です。他学部開放科目一覧を参照してください。
①　他学部開放科目一覧（P.27参照）に定める科目以外は履修することはできません。配当学年は

〔スポーツと健康分野について〕
①スポーツと健康分野の授業は、東洋大学総合スポーツセンター（板橋区清水町）で開講されます。
②「スポーツ健康科学実技」および「スポーツ健康科学演習」の各コースの受講者数は人数調整
が必要になる場合があるため、詳細については『履修登録のしおり』、学内掲示を参照してくだ
さい。

その学部の配当に従ってください。
②　過去に単位を修得した科目については、再度履修することはできません。
③　他学部開放科目は基盤教育の卒業必要単位数として算入します。

〔自由科目について〕
経済学部の各学科授業科目一覧（教育課程表）にない科目で、なおかつ、他学部開放科目として履修

できない科目の履修を希望する場合は、卒業単位にならない自由科目として履修登録することができます
（通年科目は除く）。
①　所属する学部学科の科目と同一内容・同一名称の科目は履修できません。
②　履修する学部学科の学年配当に従うこと。
③ カリキュラム年度の異なる科目を履修することはできません。
④　第１部学生が第２部開講科目を自由科目として履修することはできません。
⑤　履修単位制限内に含まれます。
⑥ 自由科目を履修する場合は、担当教員の承認を必要とするので、所定用紙（教務課窓口で配布）
に必要事項を記入し、その科目の担当教員の署名または認め印を受けたうえで教務課に提出して
ください。

２．卒業
経済学部を卒業するためには、経済学部各学科が開講する授業科目を各学科が定める一定の履修条

件の基に124単位修得しなければなりません。詳細は学科ごとのページを参照して、間違いなく履修登録を
行い単位を修得してください。

３．経済学部３年次卒業制度
経済学部では、早期の大学院等への進学、または社会での活躍の機会を広げるため、条件を満たした

第１部の優秀な学生に対して３年次修了時の卒業を認めます。
３年次卒業を希望する学生は、１年次からしっかり履修計画を立て、勉学に励んでください。また説明

会に出席し詳細を確認のこと（日程等は掲示します。）。教務課、ゼミナール教員ともよく相談してください。
なお、３年間での教育職員免許状の取得は不可能です。
申請資格および卒業条件は、次のとおりです。

の8科目が開設されており、いずれも選択科目として履修することができます。
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（124単位）

専　門　科 目

基　盤　教　育

必修科目
選択科目
共通教養科目
社会人基礎科目
留学支援科目
他学部開放科目
語学系科目

履修制限

制限内

自由科目卒業要件外単位
教職科目Ｂ 制限外

区　　分

〔経済学部語学系科目について〕
１年生の登録については、指定された言語・コースを履修することになっています。
詳細については各学科の説明を参照して履修登録の手続きを行ってください。
※外国人留学生については、語学系科目において自分の母国語・母語の科目は履修できないので注意して
ください。

〔他学部開放科目について〕
他学部が開講する科目です。他学部開放科目一覧を参照してください。
①　他学部開放科目一覧（P.27参照）に定める科目以外は履修することはできません。配当学年は

〔スポーツと健康分野について〕
①スポーツと健康分野の授業は、東洋大学総合スポーツセンター（板橋区清水町）で開講されます。
②「スポーツ健康科学実技」および「スポーツ健康科学演習」の各コースの受講者数は人数調整
が必要になる場合があるため、詳細については『履修登録のしおり』、学内掲示を参照してくだ
さい。

その学部の配当に従ってください。
②　過去に単位を修得した科目については、再度履修することはできません。
③　他学部開放科目は基盤教育の卒業必要単位数として算入します。

〔自由科目について〕
経済学部の各学科授業科目一覧（教育課程表）にない科目で、なおかつ、他学部開放科目として履修

できない科目の履修を希望する場合は、卒業単位にならない自由科目として履修登録することができます
（通年科目は除く）。
①　所属する学部学科の科目と同一内容・同一名称の科目は履修できません。
②　履修する学部学科の学年配当に従うこと。
③ カリキュラム年度の異なる科目を履修することはできません。
④　第１部学生が第２部開講科目を自由科目として履修することはできません。
⑤　履修単位制限内に含まれます。
⑥ 自由科目を履修する場合は、担当教員の承認を必要とするので、所定用紙（教務課窓口で配布）
に必要事項を記入し、その科目の担当教員の署名または認め印を受けたうえで教務課に提出して
ください。

２．卒業
経済学部を卒業するためには、経済学部各学科が開講する授業科目を各学科が定める一定の履修条

件の基に124単位修得しなければなりません。詳細は学科ごとのページを参照して、間違いなく履修登録を
行い単位を修得してください。

３．経済学部３年次卒業制度
経済学部では、早期の大学院等への進学、または社会での活躍の機会を広げるため、条件を満たした

第１部の優秀な学生に対して３年次修了時の卒業を認めます。
３年次卒業を希望する学生は、１年次からしっかり履修計画を立て、勉学に励んでください。また説明

会に出席し詳細を確認のこと（日程等は掲示します。）。教務課、ゼミナール教員ともよく相談してください。
なお、３年間での教育職員免許状の取得は不可能です。
申請資格および卒業条件は、次のとおりです。

の8科目が開設されており、いずれも選択科目として履修することができます。
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Ⅲ さらに、資格を得た学生が以下の成績基準を満たした場合、経済学部長はその学生の卒業の審査
　　を行います。
①３年次の評定平均が、5.0以上であること ※注１
②卒業論文の評価がＳであること

Ⅳ　卒業審査に合格した学生は、３年次で卒業します。

※注１　評点平均は以下の方法で計算する
評定平均の算出法 Ｓ＝６点 Ａ＝５点 Ｂ＝４点 Ｃ＝２点 Ｄ＝－５点 Ｅ＝－６点 とし、

Σ（点数×単位数）
履修単位数　

（ただし、履修単位数（卒業必要科目）には［評価対象外］＊も含める）で計算する。

４．ゼミナール・卒業論文
① ゼミナールについて

ゼミナールは少人数の授業の中で、教員と学生が自由に議論しながら、専門的な領域の学習を
着実に深めるためのものであると共に、教員と学生の親密な知的交流の場でもあります。大学院受
験や公務員試験、教員採用試験等で必要となる人物証明書の準備のためにも積極的に履修してく
ださい。
なお、第１部３学科では１年次のゼミナールが必修です。また、総合政策学科は２～４年次
のゼミナールも必修です。

②　卒業論文について
１）卒業論文の執筆要項は、ToyoNet-Aceに掲載します。
２）卒業論文の提出期限は厳守してください。提出期間外は「一切」受け付けません。
３）手続の日程については掲示等でお知らせします。
※ 卒業論文執筆のためには卒業論文を提出する当該学期の履修登録が必要です。忘れずに登
録してください。

申請資格および卒業条件

Ⅰ　３年次卒業の申請条件（２年次修了時に以下①～⑤の条件すべてを満たした学生が申請できます。）
申請期間は２月末の成績発表後の数日間の予定です。
①２年次までの卒業必要科目の修得単位数が88単位以上であること
②２年次までの卒業必要科目の評点平均が、5.4以上であること（小数第２位を四捨五入） ※注１
③経済学部専門科目で20単位以上のＳ評価を得ること
④２年次のゼミナール指導教員の推薦を得ること
⑤本人が保証人の了解を得て申請すること

Ⅱ　上記Ⅰの条件を満たした学生について、経済学部は審査の上、３年次卒業の資格を与えます
　　（４月上旬発表予定）。資格を与えられた学生は、３年生で卒業論文を執筆し、各学科所定の
　　卒業条件を満たさなければなりません。



第 1部　他学部開放科目一覧
開講学部 開講学科 第１学年 第２学年 第３学年 第４学年

文
学
部

インド哲学科

ヨーガとアーユルヴェーダ （2）仏教と社会福祉 （2）
ヒンドゥー教とは何か （2）現代に生きる仏教 （2）
現代のインド （2）
インド現代思想 （2）

イスラームとは何か （2）
キリスト教とは何か （2）
日本の思想 （2）

日本文学文化学科

比較文学文化概説Ａ （2）比較文学文化概説Ｂ （2）
古代日本文学史Ａ （2）近現代日本文学史Ａ （2）近世日本文学史Ａ （2）
古代日本文学史Ｂ （2）近現代日本文学史Ｂ （2）近世日本文学史Ｂ （2）
中世日本文学史Ａ （2）
中世日本文学史Ｂ （2）
英語圏文学文化と日本Ａ （2）フランス語圏文学文化と日本Ａ （2）日本の伝統行事Ａ （2）日本の美術Ａ （2）
英語圏文学文化と日本Ｂ （2）フランス語圏文学文化と日本Ｂ （2）日本の伝統行事Ｂ （2）日本の美術Ｂ （2）
ドイツ語圏文学文化と日本Ａ （2）中国文学文化と日本Ａ （2）
ドイツ語圏文学文化と日本Ｂ （2）中国文学文化と日本Ｂ （2）

万葉文化論Ａ （2）近現代文化論Ａ （2）日本民俗学Ａ （2）
万葉文化論Ｂ （2）近現代文化論Ｂ （2）日本民俗学Ｂ （2）
王朝文化論Ａ （2）日本の古典籍Ａ （2）室町文化論Ａ （2）
王朝文化論Ｂ （2）日本の古典籍Ｂ （2）室町文化論Ｂ （2）
江戸文化論Ａ （2）
江戸文化論Ｂ （2）

教育学科

生涯学習概論Ⅰ （2）特別支援教育概論Ⅰ （2）
生涯学習概論Ⅱ （2）特別支援教育概論Ⅱ （2）
比較政策論 （2）アメリカ思想史 （2）比較社会論 （2）家庭教育論 （2）
社会文化史（日本） （2）女性問題と学習 （2）社会教育課題研究Ⅰ （2）社会教育計画論Ⅰ （2）
社会文化史（西洋） （2）情報化と社会教育 （2）社会教育課題研究Ⅱ （2）社会教育計画論Ⅱ （2）

経
営
学
部

経営学科
経営財務論 （2）国際経営論 （2）企業評価論 （2）
投資決定論 （2）意思決定論 （2）コーポレートガバナンス論 （2）
国際経営基礎論 （2）公共経営論 （2）コンプライアンス経営論 （2）

マーケティング学科
広告論 （2）リレーションシップ・マーケティング （2）
現代の広告 （2）ファッション・マーケティング論 （2）
サービス・マーケティング論 （2）現代のファッション・マーケティング （2）

会計ファイナンス学科 金融システム論 （2）経営監査論 （2）経営分析論 （2）
会計監査論 （2）証券投資論 （2）

法
学
部

法律学科

法哲学A（2） 法哲学B（2）
法思想史A （2）法思想史B （2）

政治学原論A （2）
政治学原論B （2）
Fundamental Concepts of 
International Politics A （2）

Fundamental Concepts of 
International Politics B （2）

Fundamental Concepts of Peace 
Studies A （2）

Fundamental Concepts of Peace 
Studies B （2）

企業法学科 刑法Ⅰ（総論）A （2）
刑法Ⅰ（総論）B （2）

社
会
学
部

社会学科 社会統計学 （2）国際社会学 （2）

社会文化システム学科 日本社会文化論Ａ （2）犯罪社会学Ａ （2）
日本社会文化論Ｂ （2）犯罪社会学Ｂ （2）

社会福祉学科

社会福祉発達史Ａ （2）
社会福祉発達史Ｂ （2）

社会福祉法制・行政Ａ （2）社会保障論Ａ （2）公的扶助論 （2）
社会福祉法制・行政Ｂ （2）社会保障論Ｂ （2）地域福祉論A （2）

メディアコミュニケーション学科 メディアコミュニケーション学概論Ａ （2）マス・コミュニケーション概論Ａ （2）情報学基礎論Ａ （2）
メディアコミュニケーション学概論Ｂ （2）マス・コミュニケーション概論Ｂ （2）情報学基礎論Ｂ （2）

社会心理学科 社会心理学概論Ａ （2）社会心理学概論Ｂ （2）健康心理学A （2）産業組織心理学 （2）
環境心理学 （2）

国
際
地
域
学
部

学科共通

地域と生活 （2）文化人類学入門 （2）歴史と郷土文化 （2）地域とボランティア （2）
言語と文化Ａ （2）言語と文化Ｂ （2）日本の文化と社会 （2）世界の文化と社会 （2）
都市論 （2）国際政治学入門 （2）日本外交論 （2）技術と産業の社会史 （2）
情報社会論 （2）日本の近代化 （2）科学技術論 （2）

国際地域学科 
国際地域専攻

社会基盤論 （2）
国際協力論 （2）都市地理学 （2）地域計画 （2）
国際環境計画入門 （2）地域システム論 （2）情報マネジメントⅠ （2）
エネルギー資源・環境管理 （2）地域産業論Ⅰ （2）水辺と環境 （2）
国際エネルギー資源論 （2）国際食糧問題論 （2）農村地域開発論 （2）
日本の地誌と文化 （2）文化人類学 （2）プロジェクト実施・評価 （2）
アジアの地誌と文化 （2）環境管理適正技術論 （2）科学技術倫理 （2）
ヨーロッパの地誌と文化 （2）環境産業論 （2）情報マネジメントⅡ （2）
アフリカの文化と社会 （2）水と国土 （2）都市計画 （2）
アジアの都市と交通 （2）環境システム論 （2）土地・住宅問題 （2）
NGO・NPO論 （2）コミュニティ開発論 （2）福祉経済論 （2）
外国地誌 （2）国土利用と法律 （2）映像社会学 （2）

社会基盤計画・政策 （2）民事法 （2）
地域産業論Ⅱ （2）企業法 （2）
まちづくり手法論 （2）

国際観光学科

ホスピタリティマネジメント （2）環太平洋ツーリズム論 （2）観光行政・政策論 （2）
観光マーケティング （2）欧州ツーリズム論 （2）ホテル開発論 （2）
食品衛生論 （2）北米ツーリズム論 （2）ホスピタリティ施設開発論 （2）
歴史と観光 （2）コンベンション論 （2）エコツーリズム （2）

フードビジネス経営論 （2）イベント企画論 （2）
セレモニー経営論 （2）環境法規・政策論 （2）
顧客マネジメント （2）環日本海観光文化論 （2）
地域観光論 （2）
観光・環境経済学 （2）
観光行動論 （2）
地域財政と観光 （2）
観光調査・予測理論 （2）
観光コンサルタント論 （2）
ペットツーリズム論 （2）
西洋美術史 （2）
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Ⅲ さらに、資格を得た学生が以下の成績基準を満たした場合、経済学部長はその学生の卒業の審査
　　を行います。
①３年次の評定平均が、5.0以上であること ※注１
②卒業論文の評価がＳであること

Ⅳ　卒業審査に合格した学生は、３年次で卒業します。

※注１　評点平均は以下の方法で計算する
評定平均の算出法 Ｓ＝６点 Ａ＝５点 Ｂ＝４点 Ｃ＝２点 Ｄ＝－５点 Ｅ＝－６点 とし、

Σ（点数×単位数）
履修単位数　

（ただし、履修単位数（卒業必要科目）には［評価対象外］＊も含める）で計算する。

４．ゼミナール・卒業論文
① ゼミナールについて

ゼミナールは少人数の授業の中で、教員と学生が自由に議論しながら、専門的な領域の学習を
着実に深めるためのものであると共に、教員と学生の親密な知的交流の場でもあります。大学院受
験や公務員試験、教員採用試験等で必要となる人物証明書の準備のためにも積極的に履修してく
ださい。
なお、第１部３学科では１年次のゼミナールが必修です。また、総合政策学科は２～４年次
のゼミナールも必修です。

②　卒業論文について
１）卒業論文の執筆要項は、ToyoNet-Aceに掲載します。
２）卒業論文の提出期限は厳守してください。提出期間外は「一切」受け付けません。
３）手続の日程については掲示等でお知らせします。
※ 卒業論文執筆のためには卒業論文を提出する当該学期の履修登録が必要です。忘れずに登
録してください。

申請資格および卒業条件

Ⅰ　３年次卒業の申請条件（２年次修了時に以下①～⑤の条件すべてを満たした学生が申請できます。）
申請期間は２月末の成績発表後の数日間の予定です。
①２年次までの卒業必要科目の修得単位数が88単位以上であること
②２年次までの卒業必要科目の評点平均が、5.4以上であること（小数第２位を四捨五入） ※注１
③経済学部専門科目で20単位以上のＳ評価を得ること
④２年次のゼミナール指導教員の推薦を得ること
⑤本人が保証人の了解を得て申請すること

Ⅱ　上記Ⅰの条件を満たした学生について、経済学部は審査の上、３年次卒業の資格を与えます
　　（４月上旬発表予定）。資格を与えられた学生は、３年生で卒業論文を執筆し、各学科所定の
　　卒業条件を満たさなければなりません。
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第 1 部 経 済 学 科

授業のとり方・学び方
～入学から卒業まで～
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経済学科　３つのポリシー

○アドミッション・ポリシー（入学者受入れの方針）

　井上円了が、思想や精神を練磨する術、「万物の原理を探り、その原理を定める学問」としての哲
学を世に広めるため、「私立哲学館」を創設して以来120年余が経った。この120年間に、日本は極東
の一小国から経済大国へと大きく変貌したが、近年は経済成長に陰りが見え対応を迫られていると
同時に、グローバル化や人口減少に適合した社会の構築を求められている。
　経済学は、人間の経済活動の原理を探り、その原理を定めようとする学問であるから、円了の目
指した哲学に通ずると同時に、現代の日本に不可欠な学問である。円了が哲学を世に広めようとし
たと同様に、我々経済学科は、経済学的な思考力を持つ人材を世に輩出し、経済現象に関する考え
方や理解を広めることを目的として、経済学の標準的な知識と、それに基づく論理的思考力や、客
観的情報に基づいた総合的判断力の確実な習得を教育目標とする。上記の教育目標を実現するため、
次のような学生を求める。

（１）�中等教育で身につけるべき標準的な知識を持ち、日本語に関する一般的な読解力と思考力を持
つ者。�

（２）�経済学に関する標準的な知識・技能と、経済学に基づく思考力や判断力を確実に習得したいと
いう意欲を持つ者。�

○カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針）

　コミュニケーション力、論理的思考力、総合的判断力の養成を図るため、語学、必修科目、専門
選択科目Ａ・Ｂ、教養的な科目を置く。段階的な積み上げにより、標準的な経済学の基礎的知識を
確実に習得させ、基礎的知識習得後は、学生の個人的関心に応じた学習目標の設定を可能とする。

（１）語学により、コミュニケーション力を涵養する。�

（２）�ゼミナールでは、個人報告や卒業論文作成を通じて、コミュニケーション力、論理的思考力、
総合的判断力を涵養する。�

（３）�必修科目と１、２年次の専門選択科目Ａでは、基礎的知識を習得させると同時に、数理的思考
力や論理的思考力を涵養する。�

（４）�３・４年次の専門選択科目Ａでは、応用・発展的な経済学の知識を習得させる。専門選択科目
Ｂでは、経済学の周辺的領域へも視野を広げ、応用力の涵養を図る。�

（５）�教養的な科目では、幅広い見方を得ることにより、専門領域を越えて問題を探求しようとする
姿勢を習得させる。�

○ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）

　言語、情報、数理に関するリテラシーを有し、オーソドックスな経済学を着実に習得できる人材
を育成する。育成過程の中で、経済学や統計学に裏付けられた情報処理能力や、客観的情報に基づ
く論理的な判断力を身につける。これらにより、日本の将来を担う社会人にふさわしい、社会が直
面する問題を自ら発見し解決できる総合的思考力を育成する。�
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履修にあたっての心構え

経済学科主任　児玉　俊介

　日本経済は、リーマンショック以降のデフレーションから漸く脱したかと思われた矢先、東日本大震災
による未曾有の被害、ヨーロッパを発信源とする金融不安に襲われました。日本は、それらに対処すると
同時に、人口減少に対応した新しい社会体制を早急に構築しなければならないという、困難な状況に直面
しています。皆さんが実社会に巣立っていく際に求められるのは、そのような混沌とした状況における問
題発見・解決能力と、自ら新しい社会を切り開いていくだけの構想力・適応力です。４年間の大学生活で、
経済に関する基本的な知識や考え方をしっかりと身につけ、それをもとに先行き不透明な経済の動きを冷
静にとらえ、柔軟に対応する能力を養っていくことが、社会を担う人材として成長するために不可欠です。
　このような視点に立ち、経済学科ではカリキュラムを提供しています。１・２年次での学習課題は、大
学生としての自主的・主体的な学び方を修得しつつ、実践的な応用能力の土台となる経済学の基礎理論を
確実に習得することです。そして、３・４年次の課題は、経済に関する幅広い知識と洞察力を身につける
とともに、各自の問題意識にしたがって専門的な分野の学習を進め、スペシャリストとしての能力を育成
していくことにあります。この分野では自分は専門家だ、と自負できる分野を作る努力を積み重ねてくだ
さい。
　こうした課題・目標を達成するため、経済学科では、履修方法に関し「理論重視型モデル」「実証重視
型モデル」「政策重視型モデル」を設定しています。これを参考にして、授業科目を体系的な形で選択す
るように心がけてください。また、幅広い問題発見・解決能力を身につけるためには、経済学に偏ること
のないさまざまな知識・教養・視点が必要です。そのために、専門科目だけでなく、共通教養科目や他学
部開放科目の履修も積極的・計画的に行うように努めてください。
　経済学科におけるカリキュラムの特徴の１つとして、１年次から配置されているゼミナールと基礎科目
に対応した演習科目があります。1年次のゼミナールⅠでは、レポート作成、ディベートなどを学びます。
それを土台にして、２年次以降のゼミナール（Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ）では、各担当教員の専門分野にそった形での
指導が行われます。皆さんは、自分の問題意識にしたがってゼミナールを選択し、報告や他のゼミ生や教
員との議論を通じて、密度の濃い学習を進めることができます。他方、1年次と2年次の演習科目では、問
題演習とその解説により、経済学基礎理論の確実な習得を目指します。基礎科目と演習科目で培われた経
済学基礎理論に基づいて、3・4年次の専門科目を学びます。大学生活の集大成として、専門科目や2年次
以降の専門ゼミでの学習・研究成果を、卒業論文にまとめ上げることになります。
　以上、履修にあたっての基本的な心構えを述べましたが、履修登録に際しては、さまざまなルールや注
意事項があります。まずこの『履修要覧』をしっかりと熟読した上で、履修ガイダンスをよく聞くことが
大切です。そして、わからない点については、履修相談の機会を利用したり、ゼミナール担当教員の指導
を受けたりして、くれぐれも登録ミスのないように注意してください。長いようで短い４年間。それを有
意義なものにする第一歩が、最初の履修のしかたにあると言っても過言ではありません。それぞれの問題
意識にしたがってよく考え、主体的・計画的に時間割を作成してください。
　皆さんが卒業時に、悔いのない学生生活だったと喜びで振り返ることができるよう、充実した４年間を
過ごされるよう、心から期待し、応援しています。



経済学部　第 1部　経済学科　授業科目一覧（教育課程表）

専

門

科

目

（74）

区分 １学年 ２学年 ３学年 ４学年

必
修
科
目　

（20）

ゼミナールⅠA （2）ミクロ経済学 （4）
ゼミナールⅠB （2）マクロ経済学 （4）
経済学入門A （2）
経済学入門B （2）
経済史A （2）
経済史B （2）

選

択

科

目

A

 

（54）

1・2年次
配当科目

経済学入門演習A （1）ミクロ経済学演習 （1）
経済学入門演習B （1）マクロ経済学演習 （1）
基礎数学A （1）経済数学ⅡA （2）
基礎数学B （1）経済数学ⅡB （2）
経済数学ⅠA （2）経済学史A （2）
経済数学ⅠB （2）経済学史B （2）
経済政策A （2）経済哲学A （2）
経済政策B （2）経済哲学B （2）
統計学ⅠA （2）人口経済学A （2）
統計学ⅠB （2）人口経済学B （2）
コンピュータ・リテラシィⅠ （1）統計学ⅡA （2）
統計情報処理Ⅰ （1）統計学ⅡB （2）

データで見る日本経済A　 （2）
データで見る日本経済B （2）
統計情報処理ⅡA　 （1）
統計情報処理ⅡB （1）
ゼミナールⅡA （2）
ゼミナールⅡB （2）
特講Ⅰ （2）
特講Ⅱ （2）

3・4年次
配当科目

（36）

ゲーム理論A （2）ゲーム理論B （2）
応用ミクロ経済学A （2）応用ミクロ経済学B （2）
現代経済学A （2）現代経済学B （2）
公共経済学A （2）公共経済学B （2）
中級マクロ経済学ⅠA （2）中級マクロ経済学ⅠB （2）
中級マクロ経済学ⅡA （2）中級マクロ経済学ⅡB （2）
経済成長論A （2）経済成長論B （2）
政治経済学A （2）政治経済学B （2）
経済統計分析A （2）経済統計分析B （2）
計量経済学A （2）計量経済学B （2）
都市経済学A （2）都市経済学B （2）
ファイナンス論A （2）ファイナンス論B （2）
財政学A （2）財政学B （2）
金融論A （2）金融論B （2）
産業組織論A （2）産業組織論B （2）
現代中小企業論A （2）現代中小企業論B （2）
法と経済学A （2）法と経済学B （2）
医療経済学A （2）医療経済学B （2）
EREミクロ検定 （2）EREマクロ検定 （2）
ERE経済学検定 （4）
ゼミナールⅢA （2）ゼミナールⅣA （2）
ゼミナールⅢB （2）ゼミナールⅣB （2）

卒業論文 （4）
特講Ⅲ （2）特講Ⅳ （2）

キャリア 
形成支援 
科目A

インターンシップ （2）
現代産業論A （2）
現代産業論B （2）

選

択

科

目

B

キャリア 
形成支援 
科目B

キャリアデザインA （2）民法A （2）民法B （2）
キャリアデザインB （2）商法A （2）商法B （2）

財務会計入門A （2）財務会計入門B （2）
民法応用 （2）ERE・公務員試験経済科目対策講座A（1）
憲法応用 （2）ERE・公務員試験経済科目対策講座B（1）

行政法 （2）

国際経済
学科

アジア経済論A （2）近代欧米経済史A （2）国際貿易論A （2）国際貿易論B （2）
アジア経済論B （2）近代欧米経済史B （2）国際公共経済A （2）国際公共経済B （2）
ヨーロッパ経済論A （2）日本経済論A （2）開発経済論A （2）開発経済論B （2）
ヨーロッパ経済論B （2）日本経済論B （2）世界の食料・資源経済A （2）世界の食料・資源経済B （2）
国際関係論A （2）中国経済論A （2）上級国際経済学A （2）上級国際経済学B （2）
国際関係論B （2）中国経済論B （2）国際金融論A （2）国際金融論B （2）

アメリカ経済論A （2）経済発展論A （2）経済発展論B （2）
アメリカ経済論B （2）

総合政策
学科

自然と環境学 （2）現代の産業と企業 （2）少子高齢化の経済政策 （2）社会保障政策 （2）
自然環境の理解 （2）地域活性化と公民連携 （2）社会政策A （2）社会政策B （2）
情報化社会と人間 （2） 生き方・働き方の経済学 （2）ワーク・ライフ・バランスの総合政策 （2）
情報倫理 （2） 地球環境保全の理論・制度・政策 （2）地球温暖化防止の制度と政策 （2）

環境の制度と政策 （2）廃棄物政策 （2）
情報と産業 （2）情報と企業 （2）

情報科目
コンピュータ・リテラシィⅡA （1）コンピュータ・リテラシィⅡB （1）
コンピュータ・リテラシィⅢA （1）コンピュータ・リテラシィⅢB （1）
コンピュータ・リテラシィⅣA （1）コンピュータ・リテラシィⅣB （1）

教職科目
A

社会科教育論 （2）職業指導A （2）
職業指導B （2）
商業科指導法Ⅰ （2）
商業科指導法Ⅱ （2）

教
職
科
目
B

日本史A （2）日本史B （2）倫理学概説A （2）倫理学概説B （2）
外国史A （2）外国史B （2）哲学概説A （2）哲学概説B （2）
地誌学A （2）地誌学B （2）
自然地理学A （2）自然地理学B （2）
人文地理学A （2）人文地理学B （2）
会計学総論A （2）会計学総論B （2）
経営学総論A （2）経営学総論B （2）

（注） 1．教職科目Bは卒業単位にならないので注意すること（履修制限外）。
　　 2．括弧内の数字は単位数を示す。
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経済学部　第 1部　経済学科　授業科目一覧（教育課程表）

基

盤

教

育

（20）

区分 １学年 ２学年 ３学年 ４学年

共

通

教

養

科

目

哲
学
・
思
想　

（2）

選
択
科
目　

（12）

哲学A （2）哲学B （2）哲学史A （2）哲学史B （2）
倫理学基礎論A （2）倫理学基礎論B （2）応用倫理学A （2）応用倫理学B （2）
科学思想史A （2）科学思想史B （2）美術史A （2）美術史B （2）
音楽学A （2）音楽学B （2）宗教学ⅠA （2）宗教学ⅠB （2）
宗教学ⅡA （2）宗教学ⅡB （2）地球倫理A （2）地球倫理B （2）
地域文化研究ⅠA （2）地域文化研究ⅠB （2）地域文化研究ⅡA （2）地域文化研究ⅡB （2）
地域文化研究ⅢA （2）地域文化研究ⅢB （2）論理学A （2）論理学B （2）
井上円了と東洋大学A （2）井上円了と東洋大学B （2）

自
然
・
環
境
・
生
命

自然の数理A （2）自然の数理B （2）生活と物理A （2）生活と物理B （2）
エネルギーの科学A （2）エネルギーの科学B （2）物質の科学A （2）物質の科学B （2）
環境の科学A （2）環境の科学B （2）地球の科学A （2）地球の科学B （2）
生物学A （2）生物学B （2）天文学A （2）天文学B （2）
自然科学概論A （2）自然科学概論B （2）自然誌A （2）自然誌B （2）
物理学実験講義A （2）物理学実験講義B （2）生物学実験講義A （2）生物学実験講義B （2）
化学実験講義A （2）化学実験講義B （2）地球科学実習講義A （2）地球科学実習講義B （2）
数理・情報実習講義A （2）数理・情報実習講義B （2）天文学実習講義A （2）天文学実習講義B （2）
日本事情ⅠA（留学生用） （2）日本事情ⅠB（留学生用） （2）

自然科学演習A （2）自然科学演習B （2）

日
本
と
世
界
の 

文
化
・
歴
史

国際教育論A （2）国際教育論B （2）多文化共生論A （2）多文化共生論B （2）
百人一首の文化史A （2）百人一首の文化史B （2）日本の昔話A （2）日本の昔話B （2）
日本文学文化と風土A （2）日本文学文化と風土B （2）日本の詩歌A （2）日本の詩歌B （2）
西欧文学A （2）西欧文学B （2）現代日本文学A （2）現代日本文学B （2）
地域史（日本）A （2）地域史（日本）B （2）地域史（東洋）A （2）地域史（東洋）B （2）
地域史（西洋）A （2）地域史（西洋）B （2）歴史の諸問題A （2）歴史の諸問題B （2）
日本事情ⅡA（留学生用） （2）日本事情ⅡB（留学生用） （2）

現
代
・
社
会

法学A （2）法学B （2）日本国憲法 （2）
政治学A （2）政治学B （2）社会学A （2）社会学B （2）
人類学A （2）人類学B （2）地理学A （2）地理学B （2）
国際比較論A （2）国際比較論B （2）心理学A （2）心理学B （2）
ベーシック・マーケティング （2）流通入門 （2）基礎会計学 （2）企業会計 （2）
日本事情ⅢA（留学生用） （2）日本事情ⅢB（留学生用） （2）

スポーツと 
健康

スポーツ健康科学実技ⅠA （1）スポーツ健康科学実技ⅠB （1）スポーツ健康科学講義Ⅰ （2）
スポーツ健康科学実技ⅡA （1）スポーツ健康科学実技ⅡB （1）スポーツ健康科学講義ⅡA （2）スポーツ健康科学講義ⅡB （2）
スポーツ健康科学実技ⅢA （1）スポーツ健康科学実技ⅢB （1）スポーツ健康科学演習Ⅰ （2）

総
合

総合ⅠA （2）総合ⅠB （2）総合ⅦA （2）総合ⅦB （2）
総合ⅡA （2）総合ⅡB （2）総合ⅧA （2）総合ⅧB （2）
総合ⅢA （2）総合ⅢB （2）総合ⅨA （2）総合ⅨB （2）
総合ⅣA （2）総合ⅣB （2）全学総合ⅠA （2）全学総合ⅠB （2）
総合ⅤA （2）総合ⅤB （2）全学総合ⅡA （2）全学総合ⅡB （2）
総合ⅥA （2）総合ⅥB （2）

社会人基礎科目

キャリアデベロップメント論A （2）キャリアデベロップメント論B （2）
社会人基礎力入門講義 （2）社会人基礎力実践講義 （2）
企業家論 （2）企業のしくみ （2）
社会貢献活動入門 （2）公務員論 （2）

留
学
支
援
科
目

英語特別 
教育科目 Special Course in Advanced TOEFLⅠ　　（4） Special Course in Advanced TOEFL Ⅱ　　（4）

他学部 
開放科目 「第1部他学部開放科目一覧」（P.27）参照

語

学

系

科

目

必修科目

（8）

英語Ⅰ（表現）A （1）英語Ⅱ（表現）A （1）
英語Ⅰ（表現）B （1）英語Ⅱ（表現）B （1）
英語Ⅰ（理解）A （1）英語Ⅱ（理解）A （1）
英語Ⅰ（理解）B （1）英語Ⅱ（理解）B （1）

選
択
科
目

英語ⅢA （1）
英語ⅢB （1）

TOEIC（基礎）A （1）TOEIC（標準）A （1）TOEIC（上級）A （1）
TOEIC（基礎）B （1）TOEIC（標準）B （1）TOEIC（上級）B （1）
ドイツ語Ⅰ（文法）A （1）ドイツ語Ⅱ（文法）A （1）
ドイツ語Ⅰ（文法）B （1）ドイツ語Ⅱ（文法）B （1）
ドイツ語Ⅰ（総合）A （1）ドイツ語Ⅱ（総合）A （1）
ドイツ語Ⅰ（総合）B （1）ドイツ語Ⅱ（総合）B （1）

検定ドイツ語A （1）時事ドイツ語A （1）
検定ドイツ語B （1）時事ドイツ語B （1）

フランス語Ⅰ（文法）A （1）フランス語Ⅱ（文法）A （1）
フランス語Ⅰ（文法）B （1）フランス語Ⅱ（文法）B （1）
フランス語Ⅰ（総合）A （1）フランス語Ⅱ（総合）A （1）
フランス語Ⅰ（総合）B （1）フランス語Ⅱ（総合）B （1）

検定フランス語A （1）時事フランス語A （1）
検定フランス語B （1）時事フランス語B （1）

中国語Ⅰ（文法）A （1）中国語Ⅱ（文法）A （1）中国語ⅢA （1）
中国語Ⅰ（文法）B （1）中国語Ⅱ（文法）B （1）中国語ⅢB （1）
中国語Ⅰ（総合）A （1）中国語Ⅱ（総合）A （1）中国語上級A （1）
中国語Ⅰ（総合）B （1）中国語Ⅱ（総合）B （1）中国語上級B （1）
ハングルⅠA （1）ハングルⅢA （1）
ハングルⅠB （1）ハングルⅢB （1）
ハングルⅡA （1）
ハングルⅡB （1）

（留学生用科目） （留学生用科目）
日本語ⅠAA （1）日本語と日本社会A （2）
日本語ⅠAB （1）日本語と日本社会B （2）
日本語ⅠBA （1）日本語と日本文化A （2）
日本語ⅠBB （1）日本語と日本文化B （2）
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【経済学科】

＜授業のとり方＞

（1）　授業はすべて半期で完結します。「講義要項」等で特別な制約（Aを修得してからBを修得すること等）
がない限り、AないしBのみの履修が可能です。

（2）　選択科目B（国際経済学科・総合政策学科開講科目）の履修方法については、各学科の「授業のとり方」
を参照してください。

（3）　「専門科目」「基盤教育」で最低要件の 94 単位を修得した場合、卒業要件単位 124 単位までの30 単位
は選択科目A、選択科目B、基盤教育の中から自由に選択できます。

（4）　卒業論文を履修するためには、下記①②を満たさなければなりません。
①ゼミナールⅢA・ⅢBの両科目を修得済であり、かつゼミナールⅣA・ⅣBのいずれかを修得済みであ
ること。
②当該セメスタにおいてゼミナールⅣA･Ⅳ Bのいずれかを履修する、第 8セメスタ以上の学生であること。
※ただし、3 年次卒業対象者はその限りではありません。

＜卒業要件＞

授業科目区分 経済学科

専
門
科
目

必修科目 20

74

卒
業
要
件　
　

124

選択科目A
1・2 年次配当科目

54
3・4 年次配当科目 36

選択科目B

基
盤
教
育

共通教養科目

12
※共通教養科目（哲学・思想分野から
　選択必修 2 単位を含む）

20

社会人基礎科目
留学支援科目

（英語特別教育科目）
他学部開放科目

語学系科目
8

1年次 …「英語Ⅰ」4単位必修
2 年次 …「英語Ⅱ」4単位必修

… …
第８セメスタ以上で、下記の（1）～（6）の修得条件をすべて満たした学生のみが卒業できます。
（1）　専門科目の必修科目を20 単位修得
（2）　専門科目の選択科目Ａを54 単位以上修得、そのうち３・４年配当科目を36 単位以上修得
（3）　基盤教育の語学系科目の必修科目を8 単位修得
（4）　基盤教育の共通教養科目（哲学・思想分野から選択必修 2 単位を含む）、社会人基礎科目、留学支援科目、

他学部開放科目のいずれかから12 単位以上修得
（5）　学科教育課程表の科目（教職科目Bを除く）を124 単位以上修得すること。
　　…なお、卒業要件総単位数 124 単位と、専門科目全体の卒業要件単位数 74 単位、基盤教育 20 単位の合

計との差である30 単位は、いずれの授業科目区分（教職科目Bは除く）から修得してもよい。
（6）　４年次最初のセメスタおよび最終セメスタで１科目以上履修し、かつ４年次で専門科目を２科目以上修

得すること。
※なお、3 年次卒業対象者は上記の限りではありません。
※第８セメスタ終了時に卒業できなかった学生は、第９セメスタ以降終了時に卒業要件を満たせば、９月に卒
業することができます。



経済学部　第 1部　経済学科　履修モデル

履修モデル類型 理論重視型モデル 実証重視型モデル 政策重視型モデル

学習の目標

　現実の社会現象を理解する
ための基礎的な経済理論を修得
し、経済問題に対する総合的分
析能力・提言能力を養う。

　現実の経済データを統計的に
処理して、経済理論の検証や政
策課題の分析に応用する能力を
育成する。

　経済構造の基本的な枠組み
を把握し、新たな政策的・戦略的
課題を設定する問題発見・解決
型人間を育成する。

１年次履修モデル

専門必修：12
語学必修： 4
専門選択：16
キャリア形成支援：4
基盤教育選択：8…
合計：44

【専門必修】
ゼミナールⅠＡ（2）、ⅠＢ（2）、経済学入門Ａ（2）、Ｂ（2）、経済史Ａ（2）、Ｂ（2）
【語学必修】英語Ⅰ（表現）Ａ（1）、Ⅰ（表現）Ｂ（1）、英語Ⅰ（理解）Ａ（1）、Ⅰ（理解）Ｂ（1）
【専門選択科目】
経済数学ⅠＡ（2）、ⅠＢ（2）、（基礎数学Ａ（1）、基礎数学Ｂ（１））、経済学入門演習Ａ（1）、Ｂ（1）
経済政策Ａ（2）、Ｂ（2）、　統計学ⅠＡ（2）、Ｂ（2）、…コンピュータ・リテラシィⅠ（1）、　統計情報処理Ⅰ（1）
【キャリア形成支援科目Ｂ】
キャリアデザインＡ（2）、Ｂ（2）
【基盤教育】
法学Ａ（2）、Ｂ（2）
政治学Ａ（2）、Ｂ（2）　など

【基盤教育】
ベーシック・マーケティング（2）
基礎会計学（2）　　　　……など
その他２科目４単位

【基盤教育】
流通入門（2）
企業会計（2）　　　　……　など
その他２科目４単位

２年次履修モデル

専門必修： 8
語学必修： 4
専門選択：18～20
キャリア形成支援：4～6
基盤教育選択：8…
合計：44

【専門必修】ミクロ経済学（4）、マクロ経済学（4）
【語学必修】英語Ⅱ（表現）Ａ（1）、Ⅱ（表現）Ｂ（1）、英語Ⅱ（理解）Ａ（1）、Ⅱ（理解）Ｂ（1）
【専門選択科目】
ゼミナールⅡＡ（2）、ⅡＢ（2）
経済数学ⅡＡ（2）、ⅡＢ（2）
統計学ⅡＡ（2）、ⅡＢ（2）
ミクロ経済学演習（1）
マクロ経済学演習（1）
データで見る日本経済Ａ（2）、Ｂ（2）
その他１科目２単位
【キャリア形成支援科目Ａ】
現代産業論Ａ（2）、Ｂ（2）
【基盤教育】
日本国憲法（2）など
エネルギーの科学Ａ（2）、Ｂ（2）など
その他１科目２単位

【専門選択科目】
ゼミナールⅡＡ（2）、ⅡＢ（2）
統計学ⅡＡ（2）、ⅡＢ（2）
ミクロ経済学演習（1）
マクロ経済学演習（1）
データで見る日本経済Ａ（2）、Ｂ（2）
統計情報処理ⅡＡ（1）、ⅡＢ（1）
人口経済学Ａ（2）、Ｂ（2）　など
【キャリア形成支援科目Ａ】
現代産業論Ａ（2）、Ｂ（2）
【基盤教育】
自然の数理Ａ（2）、Ｂ（2）
地球の科学Ａ（2）、Ｂ（2）　など

【専門選択科目】
ゼミナールⅡＡ（2）、ⅡＢ（2）
経済哲学Ａ（2）、Ｂ（2）
ミクロ経済学演習（1）
マクロ経済学演習（1）
データで見る日本経済Ａ（2）、Ｂ（2）
【キャリア形成支援科目Ａ】
現代産業論Ａ（2）、Ｂ（2）
【キャリア形成支援科目Ｂ】
財務会計入門Ａ（2）
【基盤教育】
政治学Ａ（2）、Ｂ（2）
環境の科学Ａ（2）、Ｂ（2）　など

３年次履修モデル

専門選択：32

【専門選択科目】
ゼミナールⅢＡ（2）、ⅢＢ（2）
ゲーム理論Ａ（2）、Ｂ（2）
現代経済学Ａ（2）、Ｂ（2）
応用ミクロ経済学Ａ（2）、Ｂ（2）
中級マクロ経済学ⅠＡ（2）、ⅠＢ（2）
中級マクロ経済学ⅡＡ（2）、ⅡＢ（2）
経済成長論Ａ（2）、Ｂ（2）
経済学史Ａ（2）、Ｂ（2）　など

【専門選択科目】
ゼミナールⅢＡ（2）、ⅢＢ（2）
経済統計分析Ａ（2）、Ｂ（2）
計量経済学Ａ（2）、Ｂ（2）
金融論Ａ（2）、Ｂ（2）
財政学Ａ（2）、Ｂ（2）
ファイナンス論Ａ（2）、Ｂ（2）
都市経済学Ａ（2）、Ｂ（2）
日本経済論Ａ（2）、Ｂ（2）　など

【専門選択科目】
ゼミナールⅢＡ（2）、ⅢＢ（2）
金融論Ａ（2）、Ｂ（2）
財政学Ａ（2）、Ｂ（2）
産業組織論Ａ（2）、Ｂ（2）
政治経済学Ａ（2）、Ｂ（2）
日本経済論Ａ（2）、Ｂ（2）
医療経済学Ａ（2）、Ｂ（2）
社会政策Ａ（2）、Ｂ（2）　など

４年次履修モデル

専門選択：12

【専門選択科目】
ゼミナールⅣＡ（2）、ⅣＢ（2）
卒業論文（4）
公共経済学Ａ（2）、Ｂ（2）　など

【専門選択科目】
ゼミナールⅣＡ（2）、ⅣＢ（2）
卒業論文（4）
その他２科目４単位

【専門選択科目】
ゼミナールⅣＡ（2）、ⅣＢ（2）
卒業論文（4）
その他２科目４単位

取得総単位数 132単位 132単位 132単位
注：このモデルでは、卒業に必要な単位数（124単位）を８単位上回っています。
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国  際  経  済  学  科

授業のとり方・学び方
～入学から卒業まで～
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国際経済学科　３つのポリシー

○アドミッション・ポリシー（入学者受入れの方針）

　国際経済学科は経済学を基礎としつつ、①広く国際的な視野にたって社会的な活動を行える人材、
②グローバル化の進展が著しい経済活動に対応して活動できる基礎能力をもった人材、③経済活動
はもとより歴史、文化、政治等に関し、国際比較の上で日本経済の問題を理解し改善する方途を提
示できる人材、の育成を目的としている。入学者には、これらに関連する最低限の基礎能力と、能
力育成・開発に対する意欲を有する人材を求める。
　すなわち、①に関連しては英語等のコミュニケーション能力と国際経済・社会に対する旺盛な問
題意識、②に関しては現実事象に対する鮮明な好奇心と最低限の数学的な思考能力、③に関しては
世界・日本の社会・歴史・文化等に対する広範な興味、を有する人材を求める。
　こうした観点から、一般入試では、主に国語、英語、社会科または数学の基礎能力を問う科目を
課している。とくに国際コミュニケーションの柱である英語力を重視し、いくつかの試験種目では、
英語の配点を高めに設定している。
　また、外国学生にも大きく門戸を開いている。外国学生は、勤勉であり入学後好成績を収め、大
学院に進学するものが多い。この為、入学者数の一定割合の外国学生を定常的に受入れている。�

○カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針）

　急速にグローバル化が深化する状況下で、国際経済に関する広い見識を持ち、国内外で活躍しう
る専門性を持つ教養人の養成を教育目標に、カリキュラムを４つの柱に基づき組み立てている。①
専門科目は、実践的な場での問題設定力や解決力を養成するため、現実の経済問題を事例化して理
解することを起点に問題意識を発掘し、専門の理論学習へ展開していくように配置する。②国際コ
ミュニケーションツール教育を重視し、１年次に英語を必修化、独・仏・中国語を選択必修化し、
４年間を通じて実践的な語学力を成長させる。③�ITネットワークを通じて国境を越えて結ばれた
ボーダレスな環境に対応するため、１年次にPC教育と情報分析力を高める科目を配置する。④高校
からの移行をスムーズにするため、１年次に基礎ゼミナールを配置し、大学での学習に必須のアカ
デミック・スキルを習得させ、２年次以降のゼミナールに引き継ぎ、専門教育を卒業に至るまで少
人数のきめ細やかな指導のもとで行う。

○ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）

　経済学を理解した上で、現実の国際経済・社会に対する広範な知識と理解、及び英語でのコミュ
ニケーション能力と第２外国語の基礎能力を備えた人材に学士学位を与える。
　また、４年間にわたるゼミナール履修と卒業論文執筆を促し、卒業時には社会人に不可欠な発言
能力と論理構築力、分析能力を備えた人材に育てあげることを目指す。
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『履修にあたっての心構え』

国際経済学科主任　益田　安良

　国際経済学科は、国際感覚を具えて世界を舞台に活躍できる人材を育成することを目的としています。
経済・社会のグローバル化は以前から指摘されてきましたが、今なおその進展は留まりません。このため、
ビジネスにおいても生活においても、国際社会との接点は増える一方です。
　国際社会で活躍するには、まずコミュニケーション能力が必要です。こうした観点から、国際経済学科
では、英語ともう一つの外国語（独・仏・中国語）を１・２年次の選択必修科目とし、４年次まで学べる
よう科目を配しています。また、「TOEIC」「検定ドイツ語」「検定フランス語」といった科目を用意し、
外国語能力をビジネスでの実用レベルにまで高める機会を提供しています。さらに、英国ウォーリック大
学での語学研修、中国等での研修プログラムに対する単位認定や交換留学生の制度もありますので、これ
らを利用して実際に海外に出て外国語能力を試して欲しいと思います。
　同時に、経済学部の学生として、経済・社会の状況や仕組みを正確に知り、これを自分の頭で解明する
能力を身につけて欲しいと考えています。その為には、経済の理論、歴史、現実の仕組みをしっかりと頭
に入れなければなりません。こうした狙いから、１・２年次においてマクロ経済・ミクロ経済の理論と経
済史を必修科目としています。また、経済理論と数学の初歩を少人数クラスで実習する「経済学入門演習」
などの演習科目を設け、着実に経済学を理解できる場を用意しています。
　理論の習得のみならず、皆さんには国際経済・社会に対する幅広い視野ももってもらうために、１～４
年次に多様な専門科目を配備しています。１年次では、まず「グローバル・エコノミー入門」を履修し、
国際経済学の基礎と全体感をマスターして下さい。また、「経済データ分析」を履修し、経済を観察する
際に不可欠な統計分析手法を学んで下さい。さらに各自の関心に応じ、「アジア経済論」「ヨーロッパ経済論」
等を履修し、最先端の海外の経済・社会を知って欲しいと思います。あるいは、「経済時事英語」により、
英語を通じて経済を学ぶ習慣をつけるのも有益でしょう。
　２年次以降は、国際的な貿易・金融・投資、経済発展と開発、食料問題、国際公共経済等の応用分野の
多様な科目、あるいは中国、アメリカ、日本といった世界の主要地域の経済を探求する科目を履修できます。
３・４年次の科目履修パターンとして「国際経済学コース」「グローバル産業・金融コース」「アドバンス
ト外国語コース」の３つのモデルを示しましたので（43ページ履修モデル参照）、これを参考に、各自の進路・
志向に応じて体系的に履修して下さい。
　大学では、受け身ではなく主体的に学習を進めねばならいません。また、各分野の専門家である教員と
の交流を持てることも大学の魅力です。それを実現しうる場がゼミナールです。皆さんには１年次からゼ
ミナールに所属してもらいます。２～４年次も必ずゼミナールに所属し、自らの専門分野を深めるととも
にプレゼンテーション・ディスカッション能力や文章力などの社会人基礎力を鍛えて下さい。そして４年
次にはその成果を卒業論文にまとめ、経済学部での学業の集大成として下さい。
　なお、卒業後の企業・官公庁等への就職を見据え、「キャリアデザイン」「インターンシップ」「財務会
計入門」等のキャリア形成支援科目も配備しました。社会で求められる広範な知見と進路選択の目を養う
助けとして下さい。
　国際経済への理解も外国語能力向上も、一朝一夕には実現しません。実現には、粘り強い学習の積み重
ねが必要です。国際経済学科は、そうした継続的な学習の機会を提供しています。これを有効利用できる
かどうかは、皆さん次第です。まず、この履修要覧をじっくり読み、４年間の学習プランを作ってみて下
さい。



経済学部　第 1部　国際経済学科　授業科目一覧（教育課程表）

専

門

科

目

（70）

区分 １学年 ２学年 ３学年 ４学年

必
修
科
目　

（20）

ゼミナールⅠA （2）ミクロ経済学A （2）
ゼミナールⅠB （2）ミクロ経済学B （2）
経済学入門A （2）マクロ経済学A （2）
経済学入門B （2）マクロ経済学B （2）　

近代欧米経済史A （2）
近代欧米経済史B （2）

選

択

科

目

A

 

（46）

グローバル･エコノミー入門A （2）ゼミナールⅡA （2）ゼミナールⅢA （2）ゼミナールⅣA （2）
グローバル･エコノミー入門B （2）ゼミナールⅡB （2）ゼミナールⅢB （2）ゼミナールⅣB （2）
経済データ分析A （2） 卒業論文 （4）
経済データ分析B （2）
コンピュータ･リテラシィⅠA （1）
コンピュータ･リテラシィⅠB （1）
経済学入門演習A （1）ミクロ･マクロ経済学演習A （1）
経済学入門演習B （1）ミクロ･マクロ経済学演習B （1）
アジア経済論A （2）アジア経済論B （2）
ヨーロッパ経済論A （2）ヨーロッパ経済論B （2）
国際関係論A （2）【コース共通】 【国際経済学コース】
国際関係論B （2）西欧経済史A （2）国際貿易論A （2）国際貿易論B （2）
経済時事英語A （2）西欧経済史B （2）国際公共経済A （2）国際公共経済B （2）
経済時事英語B （2）経済発展論A （2）開発経済論A （2）開発経済論B （2）

経済発展論B （2）世界の食料･資源経済A （2）世界の食料･資源経済B （2）
日本経済論A （2）上級国際経済学A （2）上級国際経済学B （2）
日本経済論B （2）
中国経済論A （2）【グローバル産業･金融コース】
中国経済論B （2）国際金融論A （2）国際金融論B （2）
アメリカ経済論A （2）現代金融論A （2）現代金融論B （2）
アメリカ経済論B （2）多国籍企業論A （2）多国籍企業論B （2）
統計分析論A （2）Multinational Corporations A （2）Multinational Corporations B （2）
統計分析論B （2）ファイナンス分析A （2）ファイナンス分析B （2）

国際リスク管理論A （2）国際リスク管理論B （2）
海外研修Ⅰ （2）海外研修Ⅱ （2）

キャリア 
形成支援 

科目A

キャリアデザインA （2）キャリアデザインB （2）
財務会計入門A （2）財務会計入門B （2）
インターンシップ （2）

選

択

科

目

B

キャリア
形成支援

科目B

民法A （2）民法B （2）
商法A （2）商法B （2）
現代産業論A （2）現代産業論B （2）
現代の産業と企業 （2）生き方・働き方の経済学 （2）
公務員試験対策講座A （1）公務員試験対策講座B （1）

経済学科

経済史A （2）経済数学ⅡA （2）ゲーム理論A （2）ゲーム理論B （2）
経済史B （2）経済数学ⅡB （2）応用ミクロ経済学A （2）応用ミクロ経済学B （2）
経済数学ⅠA （2）経済学史A （2）現代経済学A （2）現代経済学B （2）
経済数学ⅠB （2）経済学史B （2）公共経済学A （2）公共経済学B （2）
経済政策A （2）経済哲学A （2）中級マクロ経済学ⅠA （2）中級マクロ経済学ⅠB （2）
経済政策B （2）経済哲学B （2）中級マクロ経済学ⅡA （2）中級マクロ経済学ⅡB （2）

人口経済学A （2）経済成長論A （2）経済成長論B （2）
人口経済学B （2）政治経済学A （2）政治経済学B （2）

経済統計分析A （2）経済統計分析B （2）
計量経済学A （2）計量経済学B （2）
都市経済学A （2）都市経済学B （2）
産業組織論A （2）産業組織論B （2）
現代中小企業論A （2）現代中小企業論B （2）
法と経済学A （2）法と経済学B （2）
医療経済学A （2）医療経済学B （2）

特講Ⅰ （2）特講Ⅲ （2）特講Ⅳ （2）
特講Ⅱ （2）

総合政策
学科

市民社会と国家 （2）国の財政 （2）地域活性化と公民連携 （2）情報と産業 （2）
教育・家族・雇用システム （2）地方の財政 （2）地球環境保全の理論･制度･政策 （2）情報と企業 （2）
比較文化社会 （2）少子高齢化の経済政策 （2）地球温暖化防止の制度と政策 （2）情報メディア （2）
比較都市計画 （2）社会保障政策 （2）環境の制度と政策 （2）ワーク・ライフ・バランスの総合政策 （2）
自然と環境学 （2）社会政策A （2）廃棄物政策 （2）
自然環境の理解 （2）社会政策B （2）
マルチメディアと情報化社会 （2）
デジタルコンテンツと経済 （2）
情報化社会と人間 （2）
情報倫理 （2）
ヨーロッパの言語と文化Ⅰ （2）
ヨーロッパの言語と文化Ⅱ （2）

情報科目
コンピュータ・リテラシィⅡA （1）コンピュータ・リテラシィⅡB （1）
コンピュータ・リテラシィⅢA （1）コンピュータ・リテラシィⅢB （1）
コンピュータ・リテラシィⅣA （1）コンピュータ・リテラシィⅣB （1）

教職科目
A

社会科教育論 （2）職業指導A （2）
職業指導B （2）
商業科指導法Ⅰ （2）
商業科指導法Ⅱ （2）

教
職
科
目
B

日本史A （2）日本史B （2）倫理学概説A （2）倫理学概説B （2）
外国史A （2）外国史B （2）哲学概説A （2）哲学概説B （2）
地誌学A （2）地誌学B （2）
自然地理学A （2）自然地理学B （2）
人文地理学A （2）人文地理学B （2）
会計学総論A （2）会計学総論B （2）
経営学総論A （2）経営学総論B （2）

（注） 1．教職科目Bは卒業単位にならないので注意すること（履修制限外）。
　　 2．括弧内の数字は単位数を示す。
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経済学部　第 1部　国際経済学科　授業科目一覧（教育課程表）

基

盤

教

育

（26）

区分 １学年 ２学年 ３学年 ４学年

共

通

教

養

科

目

哲
学
・
思
想　

（2）

選
択
科
目　

（12）

哲学A （2）哲学B （2）哲学史A （2）哲学史B （2）
倫理学基礎論A （2）倫理学基礎論B （2）応用倫理学A （2）応用倫理学B （2）
科学思想史A （2）科学思想史B （2）美術史A （2）美術史B （2）
音楽学A （2）音楽学B （2）宗教学ⅠA （2）宗教学ⅠB （2）
宗教学ⅡA （2）宗教学ⅡB （2）地球倫理A （2）地球倫理B （2）
地域文化研究ⅠA （2）地域文化研究ⅠB （2）地域文化研究ⅡA （2）地域文化研究ⅡB （2）
地域文化研究ⅢA （2）地域文化研究ⅢB （2）論理学A （2）論理学B （2）
井上円了と東洋大学A （2）井上円了と東洋大学B （2）

自
然
・
環
境
・
生
命

自然の数理A （2）自然の数理B （2）生活と物理A （2）生活と物理B （2）
エネルギーの科学A （2）エネルギーの科学B （2）物質の科学A （2）物質の科学B （2）
環境の科学A （2）環境の科学B （2）地球の科学A （2）地球の科学B （2）
生物学A （2）生物学B （2）天文学A （2）天文学B （2）
自然科学概論A （2）自然科学概論B （2）自然誌A （2）自然誌B （2）
物理学実験講義A （2）物理学実験講義B （2）生物学実験講義A （2）生物学実験講義B （2）
化学実験講義A （2）化学実験講義B （2）地球科学実習講義A （2）地球科学実習講義B （2）
数理・情報実習講義A （2）数理・情報実習講義B （2）天文学実習講義A （2）天文学実習講義B （2）
日本事情ⅠA（留学生用） （2）日本事情ⅠB（留学生用） （2）

自然科学演習A （2）自然科学演習B （2）

日
本
と
世
界
の 

文
化
・
歴
史

国際教育論A （2）国際教育論B （2）多文化共生論A （2）多文化共生論B （2）
百人一首の文化史A （2）百人一首の文化史B （2）日本の昔話A （2）日本の昔話B （2）
日本文学文化と風土A （2）日本文学文化と風土B （2）日本の詩歌A （2）日本の詩歌B （2）
西欧文学A （2）西欧文学B （2）現代日本文学A （2）現代日本文学B （2）
地域史（日本）A （2）地域史（日本）B （2）地域史（東洋）A （2）地域史（東洋）B （2）
地域史（西洋）A （2）地域史（西洋）B （2）歴史の諸問題A （2）歴史の諸問題B （2）
日本事情ⅡA（留学生用） （2）日本事情ⅡB（留学生用） （2）

現
代
・
社
会

法学A （2）法学B （2）日本国憲法 （2）
政治学A （2）政治学B （2）社会学A （2）社会学B （2）
人類学A （2）人類学B （2）地理学A （2）地理学B （2）
国際比較論A （2）国際比較論B （2）心理学A （2）心理学B （2）
ベーシック・マーケティング （2）流通入門 （2）基礎会計学 （2）企業会計 （2）
日本事情ⅢA（留学生用） （2）日本事情ⅢB（留学生用） （2）

スポーツと 
健康

スポーツ健康科学実技ⅠA （1）スポーツ健康科学実技ⅠB （1）スポーツ健康科学講義Ⅰ （2）
スポーツ健康科学実技ⅡA （1）スポーツ健康科学実技ⅡB （1）スポーツ健康科学講義ⅡA （2）スポーツ健康科学講義ⅡB （2）
スポーツ健康科学実技ⅢA （1）スポーツ健康科学実技ⅢB （1）スポーツ健康科学演習Ⅰ （2）

総
合

総合ⅠA （2）総合ⅠB （2）総合ⅦA （2）総合ⅦB （2）
総合ⅡA （2）総合ⅡB （2）総合ⅧA （2）総合ⅧB （2）
総合ⅢA （2）総合ⅢB （2）総合ⅨA （2）総合ⅨB （2）
総合ⅣA （2）総合ⅣB （2）全学総合ⅠA （2）全学総合ⅠB （2）
総合ⅤA （2）総合ⅤB （2）全学総合ⅡA （2）全学総合ⅡB （2）
総合ⅥA （2）総合ⅥB （2）

社会人基礎科目

キャリアデベロップメント論A （2）キャリアデベロップメント論B（2）
社会人基礎力入門講義 （2）社会人基礎力実践講義 （2）
企業家論 （2）企業のしくみ （2）
社会貢献活動入門 （2）公務員論 （2）

留
学
支
援
科
目

英語特別 
教育科目 Special Course in Advanced TOEFLⅠ　　（4） Special Course in Advanced TOEFL Ⅱ　　（4）

他学部 
開放科目 「第1部他学部開放科目一覧」（P.27）参照

語　

学　

系　

科　

目　

（14）

必修科目

（6）

英語Ⅰ（表現）A （1）英語Ⅱ（表現）A （1）
英語Ⅰ（表現）B （1）英語Ⅱ（理解）A （1）
英語Ⅰ（理解）A （1）
英語Ⅰ（理解）B （1）

選
択
必
修
科
目　

（8）

ドイツ語Ⅰ（文法）A （1）ドイツ語Ⅱ（文法）A （1）
ドイツ語Ⅰ（文法）B （1）ドイツ語Ⅱ（総合）A （1）
ドイツ語Ⅰ（総合）A （1）フランス語Ⅱ（文法）A （1）
ドイツ語Ⅰ（総合）B （1）フランス語Ⅱ（総合）A （1）
フランス語Ⅰ（文法）A （1）中国語Ⅱ（文法）A （1）
フランス語Ⅰ（文法）B （1）中国語Ⅱ（総合）A （1）
フランス語Ⅰ（総合）A （1） （上記の3ヶ国語から1ヶ国語 

2単位選択必修）フランス語Ⅰ（総合）B （1）
中国語Ⅰ（文法）A （1）英語Ⅱ（表現）B （1）
中国語Ⅰ（文法）B （1）英語Ⅱ（理解）B （1）
中国語Ⅰ（総合）A （1）ドイツ語Ⅱ（文法）B （1）
中国語Ⅰ（総合）B （1）ドイツ語Ⅱ（総合）B （1）

（上記の3ヶ国語から1ヶ国語 
4単位選択必修）

フランス語Ⅱ（文法）B （1）
フランス語Ⅱ（総合）B （1）
中国語Ⅱ（文法）B （1）
中国語Ⅱ（総合）B （1）
（上記の8科目から2単位選択必修）

TOEIC（基礎）A （1）TOEIC（標準）A （1）TOEIC（上級）A （1）
TOEIC（基礎）B （1）TOEIC（標準）B （1）TOEIC（上級）B （1）

英語ⅢA （1）
英語ⅢB （1）

検定ドイツ語A （1）時事ドイツ語A （1）
検定ドイツ語B （1）時事ドイツ語B （1）
検定フランス語A （1）時事フランス語A （1）
検定フランス語B （1）時事フランス語B （1）

ハングルⅠA （1）ハングルⅢA （1）中国語ⅢA （1）
ハングルⅠB （1）ハングルⅢB （1）中国語ⅢB （1）
ハングルⅡA （1） 中国語上級A （1）
ハングルⅡB （1） 中国語上級B （1）

（留学生用科目） （留学生用科目）
日本語ⅠAA （1）日本語と日本社会A （2）
日本語ⅠAB （1）日本語と日本社会B （2）
日本語ⅠBA （1）日本語と日本文化A （2）
日本語ⅠBB （1）日本語と日本文化B （2）
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【国際経済学科】
＜授業のとり方＞
（1）　授業はすべて半期で完結します。「講義要項」等で特別な制約（Aを修得してからBを修得すること等）

がない限り、AないしBのみの履修が可能です。
（2）　選択科目B（経済学科・総合政策学科開講科目）の履修方法については、各学科の「授業のとり方」を

参照してください。
（3）　「専門科目」「基盤教育」で最低要件の 96 単位を修得した場合、卒業要件単位 124 単位までの 28 単位

は選択科目A、選択科目B、基盤教育の中から自由に選択できます。
（4）　卒業論文を履修するためには、下記①②を満たさなければなりません。

①ゼミナールⅢA・ⅢBの両科目を修得済であり、かつゼミナールⅣA・ⅣBのいずれかを修得済みであ
ること。
②当該セメスタにおいてゼミナールⅣA･Ⅳ Bのいずれかを履修する、第 8セメスタ以上の学生であること。
※ただし、3 年次卒業対象者はその限りではありません。

＜卒業要件＞
授業科目区分 国際経済学科

専
門
科
目

必修科目 20
70

卒
業
要
件　
　

124

選択科目A 46
選択科目B

基
盤
教
育

共通教養科目
12

※…共通教養科目（哲学・思想分野から選択必修 2 単位
を含む）

26

社会人基礎科目
留学支援科目

（英語特別教育科目）
他学部開放科目

語学系科目

14

1年次
「英語Ⅰ」4単位必修
「ドイツ語Ⅰ」「フランス語Ⅰ」「中国語Ⅰ」の3ヶ
国語から1ヵ国語 4単位選択必修

2 年次

「英語ⅡA」2単位必修
「ドイツ語ⅡA」「フランス語ⅡA」「中国語ⅡA」
の3ヶ国語から1ヶ国語2単位選択必修
「英語ⅡB」「ドイツ語ⅡB」「フランス語ⅡB」「中
国語ⅡB」の8 科目から2単位選択必修
以上を含み14 単位以上

第８セメスタ以上で、下記の (1) から (4) の条件をすべて満たした学生のみが卒業できます。
（1）　専門科目の必修科目を20 単位以上修得、専門科目の選択科目Aを46 単位以上修得すること。また、専

門科目全体から70 単位以上修得すること。（なお、専門科目全体の卒業要件単位数 70 単位と必修科目
20 単位、選択科目Aの卒業要件単位数 46 単位の合計との差である4 単位は、いずれの専門科目から
修得してもよい。）

（2）　基盤教育から合計 26 単位以上修得すること。うち共通教養科目（哲学・思想分野から選択必修 2 単位
を含む）、社会人基礎科目、留学支援科目、他学部開放科目のいずれかから12 単位以上、語学系科目
から14 単位以上修得のこと。（語学系科目からは、1年次に必修 4 単位、選択必修 4 単位、2 年次に必
修 2 単位、選択必修 4単位の合計14 単位以上修得すること）。

（3）　学科教育課程表の科目（教職科目Bを除く）を124 単位以上修得すること。　なお、卒業要件総単位数
124 単位と、専門科目全体の卒業要件単位数 70 単位、基盤教育 26 単位の合計との差である28 単位は、
いずれの授業科目区分（教職科目Bは除く）から修得してもよい。

（4）　第 7 セメスタにて 2 単位以上履修し、かつ第 8 セメスタ以降において専門選択科目Ａ、専門必修科目
または語学系科目から合計 6 単位以上を修得すること。

※なお、3 年次卒業対象者は上記の限りではありません。
※第 8セメスタ終了時に卒業できなかった学生は、第 9セメスタ以降終了時に卒業要件を満たせば、9月に卒
業することができます。
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【国際経済学科　履修モデル】
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総  合  政  策  学  科

授業のとり方・学び方
～入学から卒業まで～
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総合政策学科　３つのポリシー

○アドミッション・ポリシー（入学者受入れの方針）

　総合政策学科では、政策や経営戦略の提言力を身に付けると同時に、現実の社会・経済の問題に
強い関心のある人の入学を希望している。具体的に、以下に該当する入学者を想定している。

（１）�社会の動きに対して積極的な関心を持ち、そこに見られる諸問題を広い視野の中で的確に把握
し、多角的なアプローチによってその解決策を考えてみたい人。�

（２）�社会科学を中心とした幅広い分野の学問を学ぶとともに、カリキュラムポリシーに提示した６
つの分野の中の１つを自分の卒業研究または卒業論文のテーマにすべく、深く掘り下げて学ぶ
意欲のある人。�

（３）�知識の習得にとどまらず、「豊かな人間性」を育み、実践的な問題発見を実践できる人。�

（４）�解決能力とコミュニケーション能力を鍛え、社会人として求められる資質をバランスよく向上
させたい人。�

（５）�本学科での学びを自らの生き方と関わらせ、積極的に今後のキャリア形成に活かしていこうと
する人。�

　そこで当学科では、学部内統一の入学試験の他に、ＡＯ推薦入試も実施している。ＡＯ入試では、
課題論文とプレゼンテーション、面接を課し、国語能力と論理力、社会・経済に対する問題意識を
中心に考査している。�

○カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針）

　早期から現実の制度や政策に触れる機会を提供し、現実の社会・経済に対する学生の問題発見能
力や分析能力を高める。そのために専門科目のカリキュラムは次の６つの分野を主眼に置く。①公
共政策分野（例：国や地方の財政）、②社会・労働政策分野（例：雇用や少子高齢化）、③情報メディ
ア政策分野（例：マルチメディアと情報化社会やコンピュータリテラシー）、④環境政策分野（例：
地球温暖化やエネルギーやゴミ問題）、⑤社会文化・政策比較分野（例：市民社会や比較社会文化論）、
⑥基礎教育・総合政策研究分野（例：ミクロ経済・マクロ経済）。このように、専門科目群に多様な
選択肢を用意し、政策・経営戦略の提言力を身につけるよう配慮している。さらに、１年次に基礎
ゼミナールを配置し、プレゼンテーションやディベートを通じて社会人として必要なスキルも合わ
せて習得させる。２、３年次のゼミナールでは専門分野に関する知見を広め、集大成として４年次
に卒業研究や卒業論文に取り組み、総合的な発見・分析・解決・提案力を強化する。

○ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）

　経済学の体系的な思考能力の上に、現状に対する考察力や現代の諸問題に対する政策提言能力を
身につけた学生を育成する。
　かかる観点より、卒業要件として、経済理論の基礎、及び社会経済に関する専門知識を習得する
ことを求める。また、卒業研究や卒業論文に取り組むことを促進し、政策提言能力の涵養をはかる。�
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総合政策学科で学ぶにあたって

総合政策学科主任　加賀見　一彰
総合政策学科の特徴
　総合政策は、最近20年ほどの間に発展した新しい学問分野です。急激に変化する現実社会のもとで、課
題発見と問題解決を志向するところに、この学問分野の特徴があります。総合政策の考え方に習熟するこ
とは、今後ますます大きく変化すると予想される現実社会で活躍するうえで、みなさんの大きな武器にな
ります。
さらに、総合政策学科は、前身の社会経済システム学科の教育目標を引き継いで、ものごとを多角的に捉
えることを重視しています。つまり、幅広い知識・問題関心に基づいて、鋭く深く掘り下げて問題解決を
図る能力を身につけることを教育目標に掲げています。

カリキュラムの全体像
　総合政策学科では、幅広い知識･問題意識を涵養しつつ、高い分析･問題解決能力を身につけるためのカ
リキュラムを構築しています。とくに、各科目がバラバラに存在するのではなく、有機的に結びついて全
体として大きな教育効果を生み出すように配慮されています。その軸となるのは、1年次から4年次まで必
修となっている少人数のゼミナールです。多様な科目を通じて吸収した幅広い知識を、ゼミで仲間たちと
の議論を通じて磨き上げ、自分独自の見解を「卒業論文」としてまとめあげ、卒業していくのが基本的な
学習モデルになります。

分析能力･問題解決能力の向上
　課題発見や問題解決は、根拠のない希望や理想ではなく、現実社会に関する正確な分析に基づいて提示
される必要があります。そこで、総合政策学科は、経済学をベースとする分析方法をしっかりと身につけ
るカリキュラムを用意しています。1年次では「ミクロ・マクロ経済入門」、2年次では「ミクロ経済」と「マ
クロ経済」を全て必修で学びます。そして、併設される演習科目によって、経済学の概念や理論を実践的
に使いこなす能力を磨くことができます。さらに、経済学的な知識を課題発見や問題解決に結びつけるた
めに、「総合政策入門」が、これも必修として1年次に設置されています。これらの学習成果を基盤として、
2年次以降のゼミや専門選択科目において、より具体的な分析能力・問題解決能力を高めていきます。

幅広い知識・問題意識の涵養
　また、適切な課題発見や問題解決のためには、幅広い知識や多角的な視点、高い問題意識を持つことが
大前提となります。そこで、総合政策学科では、学生の問題意識を刺激するような仕掛けをカリキュラム
のなかに組み込んでいます。1年次では、「ゼミナールⅠ」で情報収集能力やプレゼンテーション能力を身
につけると同時に、社会見学やクラス対抗ディベート大会を通じて現実社会に対する問題意識を高めてい
きます。また、同じく1年次の「現代社会経済入門」では、総合政策学科の全教員及び外部招聘講師がオ
ムニバス形式でそれぞれの専門領域について紹介をします。この講義を通じて様々な分野への理解を深め
るとともに、自分独自の問題関心を発見するきっかけを提供します。そして、2年次以降は、自分の問題
関心に照らして、多様な専門選択科目を通じて幅広い知識を身につける一方で、「ゼミナールⅡ～Ⅳ」に
おいてより専門的・集中的な議論を蓄積していくことになります。

そしてその先へ
　現実的に考えると、これからの日本の社会・経済は必ずしも平坦ではないかもしれません。しかし、ど
んな状況であっても、課題発見と問題解決の気概と能力を身につけていれば、自分自身の人生を力強く・
確実に切り拓いていくことができます。あなたも、総合政策学科で、社会を生き抜くスキルを獲得してみ
ませんか。



経済学部　第 1部　総合政策学科　授業科目一覧（教育課程表）

専

門

科

目

（84）

区分 １学年 ２学年 ３学年 ４学年

必
修
科
目　

（38）

ゼミナールⅠA （2）ゼミナールⅡA （2）ゼミナールⅢA （2）ゼミナールⅣA （2）
ゼミナールⅠB （2）ゼミナールⅡB （2）ゼミナールⅢB （2）ゼミナールⅣB （2）
ミクロ・マクロ経済入門A （2）ミクロ経済 （4）
ミクロ・マクロ経済入門B （2）マクロ経済 （4）
ミクロ・マクロ経済入門演習A （1）
ミクロ・マクロ経済入門演習B （1）
現代社会経済入門A （2）
現代社会経済入門B （2）
総合政策入門 （4）

選

択

科

目

A

 

（46）

経済学の数学入門 （2）ミクロ経済演習 （1） 卒業論文 （4）
コンピュータ・リテラシィⅠA （1）マクロ経済演習 （1） 政策提言　（注1） （4）
コンピュータ・リテラシィⅠB （1）
データ分析 （4）フランスの言語と思想 （2）インターネット英語A （2）ヨーロッパの言語と文化Ⅰ （2）
市民社会と国家 （2）比較文化社会 （2）インターネット英語B （2）ヨーロッパの言語と文化Ⅱ （2）
教育・家族・雇用システム　 （2）自然と環境学 （2）比較都市計画 （2）比較文化:グローバル教育 （2）
マルチメディアと情報化社会 （2）自然環境の理解 （2）情報化社会と人間 （2）健康科学 （2）
デジタルコンテンツと経済 （2） 情報倫理 （2）

民営化と規制改革　 （2）国の財政 （2）特別講義Ⅰ （2）
少子高齢化の経済政策 （2）地方の財政 （2）特別講義Ⅱ （2）
社会保障政策 （2）廃棄物政策 （2）特別講義Ⅲ （2）
社会政策A （2）情報メディア （2）特別講義Ⅳ （2）
社会政策B （2）政策デザイン （2）

キャリア 
形成支援 
科目A 

（注2）

社会的企業 （2）情報と職業A （2）社会経済活動実習　（注3） （2）
非営利組織 （2）情報と職業B （2）

現代の産業と企業 （2）地球環境保全の理論・制度・政策 （2）行政システム （2）
地域活性化と公民連携 （2）地球温暖化防止の制度と政策 （2）情報政策と企業経営 （2）
行政と企業のガバナンス （2）環境の制度と政策 （2）知的財産政策と企業経営 （2）
生き方・働き方の経済学 （2）マルチメディア表現実習A （1）情報と産業 （2）
ワーク・ライフ・バランスの総合政策 （2）マルチメディア表現実習B （1）情報と企業 （2）

選

択

科

目

B

キャリア 
形成支援 
科目B 

（注2）

キャリアデザインA （2）民法A （2）民法B （2）
キャリアデザインB （2）商法A （2）商法B （2）

現代産業論A （2）現代産業論B （2）
財務会計入門A （2）財務会計入門B （2）

経済学科

経済史A （2）経済数学ⅡA （2）ゲーム理論A （2）ゲーム理論B （2）
経済史B （2）経済数学ⅡB （2）応用ミクロ経済学A （2）応用ミクロ経済学B （2）
経済数学ⅠA （2）経済学史A （2）現代経済学A （2）現代経済学B （2）
経済数学ⅠB （2）経済学史B （2）公共経済学A （2）公共経済学B （2）
経済政策A （2）経済哲学A （2）中級マクロ経済学ⅠA （2）中級マクロ経済学ⅠB （2）
経済政策B （2）経済哲学B （2）中級マクロ経済学ⅡA （2）中級マクロ経済学ⅡB （2）

人口経済学A （2）経済成長論A （2）経済成長論B （2）
人口経済学B （2）政治経済学A （2）政治経済学B （2）

経済統計分析A （2）経済統計分析B （2）
計量経済学A （2）計量経済学B （2）
都市経済学A （2）都市経済学B （2）
産業組織論A （2）産業組織論B （2）
現代中小企業論A （2）現代中小企業論B （2）
法と経済学A （2）法と経済学B （2）
医療経済学A （2）医療経済学B （2）

特講Ⅰ （2）特講Ⅲ （2）特講Ⅳ （2）
特講Ⅱ （2）

国際経済
学科

アジア経済論A （2）近代欧米経済史A （2）近代欧米経済史B （2）
アジア経済論B （2）西欧経済史A （2）西欧経済史B （2）
ヨーロッパ経済論A （2）中国経済論A （2）中国経済論B （2）
ヨーロッパ経済論B （2）アメリカ経済論A （2）アメリカ経済論B （2）
国際関係論A （2）国際貿易論A （2）国際貿易論B （2）
国際関係論B （2）現代金融論A （2）現代金融論B （2）

多国籍企業論A （2）多国籍企業論B （2）
国際金融論A （2）国際金融論B （2）
国際公共経済A （2）国際公共経済B （2）
日本経済論A （2）日本経済論B （2）
世界の食料・資源経済A （2）世界の食料・資源経済B （2）
開発経済論A （2）開発経済論B （2）
経済発展論A （2）経済発展論B （2）
ファイナンス分析A （2）ファイナンス分析B （2）
国際リスク管理論A （2）国際リスク管理論B （2）
海外研修Ⅰ （2）海外研修Ⅱ （2）

情報科目
コンピュータ・リテラシィⅡA （1）コンピュータ・リテラシィⅡB （1）
コンピュータ・リテラシィⅢA （1）コンピュータ・リテラシィⅢB （1）
コンピュータ・リテラシィⅣA （1）コンピュータ・リテラシィⅣB （1）

教職科目A 社会科教育論 （2）

教
職
科
目
B

日本史A （2）日本史B （2）倫理学概説A （2）倫理学概説B （2）
外国史A （2）外国史B （2）哲学概説A （2）哲学概説B （2）
地誌学A （2）地誌学B （2）
自然地理学A （2）自然地理学B （2）
人文地理学A （2）人文地理学B （2）

（注1）　卒業論文と政策提言は両方同時に履修することはできません。
（注2）　キャリア形成支援科目は履修者のキャリア形成に特に配慮して設計・運営されるものです。詳細はシラバスに明記されています。
（注3）　インターンシップ・ボランティア科目。
（注4）　教職科目Bは卒業単位にならないので注意すること（履修制限外）。
（注5）　括弧内の数字は単位数を示す。
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経済学部　第 1部　総合政策学科　授業科目一覧（教育課程表）

基

盤

教

育

（16）

区分 １学年 ２学年 ３学年 ４学年

共

通

教

養

科

目

哲
学
・
思
想

選
択
科
目

哲学A （2）哲学B （2）哲学史A （2）哲学史B （2）
倫理学基礎論A （2）倫理学基礎論B （2）応用倫理学A （2）応用倫理学B （2）
科学思想史A （2）科学思想史B （2）美術史A （2）美術史B （2）
音楽学A （2）音楽学B （2）宗教学ⅠA （2）宗教学ⅠB （2）
宗教学ⅡA （2）宗教学ⅡB （2）地球倫理A （2）地球倫理B （2）
地域文化研究ⅠA （2）地域文化研究ⅠB （2）地域文化研究ⅡA （2）地域文化研究ⅡB （2）
地域文化研究ⅢA （2）地域文化研究ⅢB （2）論理学A （2）論理学B （2）
井上円了と東洋大学A （2）井上円了と東洋大学B （2）

自
然
・
環
境
・
生
命

自然の数理A （2）自然の数理B （2）生活と物理A （2）生活と物理B （2）
エネルギーの科学A （2）エネルギーの科学B （2）物質の科学A （2）物質の科学B （2）
環境の科学A （2）環境の科学B （2）地球の科学A （2）地球の科学B （2）
生物学A （2）生物学B （2）天文学A （2）天文学B （2）
自然科学概論A （2）自然科学概論B （2）自然誌A （2）自然誌B （2）
物理学実験講義A （2）物理学実験講義B （2）生物学実験講義A （2）生物学実験講義B （2）
化学実験講義A （2）化学実験講義B （2）地球科学実習講義A （2）地球科学実習講義B （2）
数理・情報実習講義A （2）数理・情報実習講義B （2）天文学実習講義A （2）天文学実習講義B （2）
日本事情ⅠA（留学生用） （2）日本事情ⅠB（留学生用） （2）

自然科学演習A （2）自然科学演習B （2）

日
本
と
世
界
の 

文
化
・
歴
史

国際教育論A （2）国際教育論B （2）多文化共生論A （2）多文化共生論B （2）
百人一首の文化史A （2）百人一首の文化史B （2）日本の昔話A （2）日本の昔話B （2）
日本文学文化と風土A （2）日本文学文化と風土B （2）日本の詩歌A （2）日本の詩歌B （2）
西欧文学A （2）西欧文学B （2）現代日本文学A （2）現代日本文学B （2）
地域史（日本）A （2）地域史（日本）B （2）地域史（東洋）A （2）地域史（東洋）B （2）
地域史（西洋）A （2）地域史（西洋）B （2）歴史の諸問題A （2）歴史の諸問題B （2）
日本事情ⅡA（留学生用） （2）日本事情ⅡB（留学生用） （2）

現
代
・
社
会

法学A （2）法学B （2）日本国憲法 （2）
政治学A （2）政治学B （2）社会学A （2）社会学B （2）
人類学A （2）人類学B （2）地理学A （2）地理学B （2）
国際比較論A （2）国際比較論B （2）心理学A （2）心理学B （2）
ベーシック・マーケティング （2）流通入門 （2）基礎会計学 （2）企業会計 （2）
日本事情ⅢA（留学生用） （2）日本事情ⅢB（留学生用） （2）

スポーツと 
健康

スポーツ健康科学実技ⅠA （1）スポーツ健康科学実技ⅠB （1）スポーツ健康科学講義Ⅰ （2）
スポーツ健康科学実技ⅡA （1）スポーツ健康科学実技ⅡB （1）スポーツ健康科学講義ⅡA （2）スポーツ健康科学講義ⅡB （2）
スポーツ健康科学実技ⅢA （1）スポーツ健康科学実技ⅢB （1）スポーツ健康科学演習Ⅰ （2）

総
合

総合ⅠA （2）総合ⅠB （2）総合ⅦA （2）総合ⅦB （2）
総合ⅡA （2）総合ⅡB （2）総合ⅧA （2）総合ⅧB （2）
総合ⅢA （2）総合ⅢB （2）総合ⅨA （2）総合ⅨB （2）
総合ⅣA （2）総合ⅣB （2）全学総合ⅠA （2）全学総合ⅠB （2）
総合ⅤA （2）総合ⅤB （2）全学総合ⅡA （2）全学総合ⅡB （2）
総合ⅥA （2）総合ⅥB （2）

社会人基礎科目

キャリアデベロップメント論A （2）キャリアデベロップメント論B （2）
社会人基礎力入門講義 （2）社会人基礎力実践講義 （2）
企業家論 （2）企業のしくみ （2）
社会貢献活動入門 （2）公務員論 （2）

留
学
支
援
科
目

英語特別 
教育科目 Special Course in Advanced TOEFLⅠ　　（4） Special Course in Advanced TOEFL Ⅱ　　（4）

他学部 
開放科目 「第1部他学部開放科目一覧」（P. 27）参照

語

学

系

科

目

必修科目

（8）

英語Ⅰ（表現）A （1）英語Ⅱ（表現）A （1）
英語Ⅰ（表現）B （1）英語Ⅱ（表現）B （1）
英語Ⅰ（理解）A （1）英語Ⅱ（理解）A （1）
英語Ⅰ（理解）B （1）英語Ⅱ（理解）B （1）

選
択
科
目

英語ⅢA （1）
英語ⅢB （1）

TOEIC（基礎）A （1）TOEIC（標準）A （1）TOEIC（上級）A （1）
TOEIC（基礎）B （1）TOEIC（標準）B （1）TOEIC（上級）B （1）
ドイツ語Ⅰ（文法）A （1）ドイツ語Ⅱ（文法）A （1）
ドイツ語Ⅰ（文法）B （1）ドイツ語Ⅱ（文法）B （1）
ドイツ語Ⅰ（総合）A （1）ドイツ語Ⅱ（総合）A （1）
ドイツ語Ⅰ（総合）B （1）ドイツ語Ⅱ（総合）B （1）

検定ドイツ語A （1）時事ドイツ語A （1）
検定ドイツ語B （1）時事ドイツ語B （1）

フランス語Ⅰ（文法）A （1）フランス語Ⅱ（文法）A （1）
フランス語Ⅰ（文法）B （1）フランス語Ⅱ（文法）B （1）
フランス語Ⅰ（総合）A （1）フランス語Ⅱ（総合）A （1）
フランス語Ⅰ（総合）B （1）フランス語Ⅱ（総合）B （1）

検定フランス語A （1）時事フランス語A （1）
検定フランス語B （1）時事フランス語B （1）

中国語Ⅰ（文法）A （1）中国語Ⅱ（文法）A （1）中国語ⅢA （1）
中国語Ⅰ（文法）B （1）中国語Ⅱ（文法）B （1）中国語ⅢB （1）
中国語Ⅰ（総合）A （1）中国語Ⅱ（総合）A （1）中国語上級A （1）
中国語Ⅰ（総合）B （1）中国語Ⅱ（総合）B （1）中国語上級B （1）
ハングルⅠA （1）ハングルⅢA （1）
ハングルⅠB （1）ハングルⅢB （1）
ハングルⅡA （1）
ハングルⅡB （1）

（留学生用科目） （留学生用科目）
日本語ⅠAA （1）日本語と日本社会A （2）
日本語ⅠAB （1）日本語と日本社会B （2）
日本語ⅠBA （1）日本語と日本文化A （2）
日本語ⅠBB （1）日本語と日本文化B （2）

49



50

【総合政策学科】

＜授業のとり方＞

（1）　授業はすべて半期で完結します。「講義要項」等で特別な制約（Aを修得してからBを修得すること等）
がない限り、AないしBのみの履修が可能です。

（2）　選択科目B（経済学科・国際経済学科開講科目）の履修方法については、各学科の「授業のとり方」を
参照してください。

（3）　「専門科目」「基盤教育」で最低要件の100 単位を修得した場合、卒業要件単位 124 単位までの 24 単位
は選択科目A、選択科目B、基盤教育の中から自由に選択できます。

（4）　卒業論文または政策提言を履修するためには、下記①②を満たさなければなりません。
①ゼミナールⅢA・ⅢBの両科目を修得済であり、かつゼミナールⅣA・ⅣBのいずれかを修得済みであ
ること。
②当該セメスタにおいてゼミナールⅣA･Ⅳ Bのいずれかを履修する、第 8セメスタ以上の学生であること。
※ただし、3 年次卒業対象者はその限りではありません。

＜卒業要件＞

授業科目区分 総合政策学科

専
門
科
目

必修科目 38

84

卒
業
要
件　
　

124

選択科目A 46

選択科目B

基
盤
教
育

共通教養科目

16

社会人基礎科目

留学支援科目
（英語特別教育科目）

他学部開放科目

語学系科目

8

1年次 …「英語Ⅰ」4単位必修

2 年次 …「英語Ⅱ」4単位必修

第８セメスタ以上で、下記の（1）～（5）の修得条件をすべて満たした学生のみが卒業できます。
（1）　専門科目の必修科目を38 単位修得
（2）　専門科目の選択科目Ａを46 単位以上修得
（3）　基盤教育の語学系科目の必修科目を8 単位修得
（4）　基盤教育から16 単位以上修得（上記（3）の必修 8 単位を含む）
（5）　学科教育課程表の科目（教職科目Bを除く）を124 単位以上修得すること。
　…　なお、卒業要件総単位数 124 単位と、専門科目全体の卒業要件単位数 84 単位、基盤教育 16 単位の合

計との差である24 単位は、いずれの授業科目区分（教職科目Bは除く）から修得してもよい。
※なお、3 年次卒業対象者は上記の限りではありません。
※第８セメスタ終了時に卒業できなかった学生は、第９セメスタ以降終了時に卒業要件を満たせば、９月に卒
業することができます。



総合政策学科　履修モデル
学科のカリキュラムを異なった5種類の興味で履修する場合のモデルを下表に示します。ただし、これは
あくまでも参考なので、各自の興味、キャリア・デザイン、資格取得目的等に応じて、自分にあった履
修パターンを組み立ててください。また、何か分からないことがあれば、ゼミナールの指導教員、教務
課の窓口などに気軽に問い合わせて下さい。

公共政策分野を
学び提案する

社会政策分野を
学び提案する

情報政策分野を
学び提案する

環境政策分野を
学び提案する

文化・政策比較を
学び提案する

１年次履修モデル

専門必修：18
語学必修： 4
専門選択：18
基盤教育： 4（8）
合　　計：44（48）

［専門必修］…ゼミナールⅠA（2）、B（2）、総合政策入門（4）、現代社会経済入門A（2）、B（2）
　　　　　　ミクロ・マクロ経済入門A（2）、B（2）、ミクロ・マクロ経済入門演習A（1）、B（1）、
［語学必修］…英語Ⅰ（表現）A（1）、B（1）、英語Ⅰ（理解）A（1）、B（1）
［専門選択科目］…経済学の数学入門（2）、コンピュータ・リテラシィⅠA（1）、B（1）
　　　　　　　　データ分析（4）、経済数学ⅠA（2）、B（2）、社会経済活動実習（2）など
経済政策A（2）、B（2）
など

教育・家族・雇用シス
テム（2）、市民社会と
国家（2）、など

マルチメディアと情報
化社会（2）、デジタル
コンテンツと経済（2）
など

自然と環境学（2）、自
然環境の理解（2）、健
康科学（2）など

比較文化社会（2）、比
較都市計画（2）、比較
文化：グローバル教育
（2）など

［基盤教育］…ドイツ語Ⅰ（文法）A（1）、B（1）、ドイツ語Ⅰ（総合）A（1）、B（1）
　　　　　　　　　フランス語Ⅰ（文法）A（1）、B（1）、フランス語Ⅰ（総合）A（1）、B（1）
　　　　　　　　　中国語Ⅰ（文法）A（1）、B（1）、中国語Ⅰ（総合）A（1）、B（1）
　　　　　　　　　スポーツ健康科学実技ⅠA（1）、B（1）、スポーツ健康科学講義Ⅰ（2）など
政治学A（2）、B（2）
など

社会学A（2）、B（2）、
など

自然の数理A（2）、B
（2）など

物質の科学A（2）、B
（2）など

国際比較論A（2）、B
（2）など

２年次履修モデル

専門必修：12
語学必修： 4
専門選択：24
基盤教育： 4（8）
合　　計：44（48）

［専門必修］…ゼミナールⅡA（2）、B（2）、ミクロ経済（4）、マクロ経済（4）
［語学必修］…英語Ⅱ（表現）A（1）、B（1）、英語Ⅱ（理解）A（1）、B（1）
［専門選択科目］…ミクロ経済演習（1）、マクロ経済演習（1）、データ分析（4）（1年次未履修）
　　　　　　　　インターネット英語A（2）、B（2）、社会経済活動実習（2）（1年次未履修）など
行政システム（2）、…
政策デザイン（2）など

社会政策A（2）、B（2）、
生き方・働き方の経
済学（2）、社会的企
業（2）、非営利組織
（2）、人口経済学A
（2）、B（2）など

情報メディア（2）、コン
ピュータ・リテラシィⅡA
（1）、B（1）、情報化
社会と人間（2）、情報
倫理（2）など

地球環境保全の理
論・制度・政策（2）、環
境の制度と政策（2）、
社会的企業（2）、非営
利組織（2）など

市民社会と国家（2）、
フランスの言語と思想
（2）、ヨーロッパの言
語と文化Ⅰ（2）、Ⅱ（2）、
国際関係論A（2）、B
（2）など

［基盤教育］…ドイツ語Ⅱ（文法）A（1）、B（1）、ドイツ語Ⅱ（総合）A（1）、B（1）
　　　　　　　　　フランス語Ⅱ（文法）A（1）、B（1）、フランス語Ⅱ（総合）A（1）、B（1）
　　　　　　　　　中国語Ⅱ（文法）A（1）、B（1）、中国語Ⅱ（総合）A（1）、B（1）
　　　　　　　　　スポーツ健康科学実技ⅡA（1）、B（1）、スポーツ健康科学講義ⅡA（1）、B（1）など
法学A（2）、B（2）など 人類学A（2）、B（2）な

ど
数理・情報実習講義A
（2）、B（2）など

環境の科学A（2）、B
（2）など

多文化共生論A（2）、B
（2）など

３年次履修モデル

専門必修： 4
専門選択：32
基盤教育： 4（8）
合　　計：40（44）

［専門必修］…ゼミナールⅢA（2）、B（2）
［専門選択］…インターネット英語A（2）、B（2）、社会経済活動実習（2）（２年次まで未履修）
国の財政（2）、地方の
財政（2）、民営化と規
制改革（2）、行政と企
業のガバナンス（2）、
現代の産業と企業
（2）、地域活性化と
公民連携（2）、公共経
済学A（2）、B（2）、法
と経済学A（2）、B（2）
など

ワーク・ライフ・バランス
の総合政策（2）、少
子高齢化の経済政策
（2）、社会保障政策
（2）、国の財政（2）、
地方の財政（2）、地
域活性化と公民連携
（2）、公共経済学A
（2）、B（2）など

情報と産業（2）、情報
と企業（2）、知的財産
政策と企業経営（2）、
マルチメディア表現実
習A（1）、B（1）、コン
ピュータ・リテラシィⅢA
（1）、B（1）、情報と職
業A（2）、B（2）、情報
政策と企業経営など

廃棄物政策（2）、地球
温暖化防止の制度と
政策（2）、現代の産業
（2）、公民連携と地
域政策（2）、政策評価
（2）、公民連携と地
域政策（2）、公共経済
学A（2）、B（2）など

社会政策A（2）、B
（2）、社会的企業
（2）、非営利組織
（2）、都市経済学A
（2）、B（2）、情報メ
ディア（2）、生き方・働
き方の経済学（2）、経
済発展論A（2）、B（2）
など

［基盤教育］…英語ⅢA（1）、B（1）、検定ドイツ語A（1）、B（1）、検定フランス語A（1）、B（1）…
中国語ⅢA（1）、B（1）など

日本国憲法（2）、社会
学A（2）、B（2）など

心理学A（2）、B（2）な
ど

論理学A（2）、B（2）、
社会学A（2）、B（2）な
ど

地球倫理A（2）、B（2）
など

歴史の諸問題A（2）、B
（2）など

４年次履修モデル

専門必修： 4
専門選択： 8
基盤教育： 0（4）
合　　計：12（16）

［専門必修］…ゼミナールⅣA（2）、B（2）
［専門選択］…卒業論文（4）または政策提言（4）
少子高齢化の経済政
策（2）、社会保障政策
（2）など

政策デザイン（2）、政
策評価（2）、現代の産
業（2）など

コンピュータ・リテラシィ
ⅣA（1）、B（1）、ゲーム
理論A（2）、B（2）など

国の財政（2）、地方の
財政（2）、社会政策A
（2）、B（2）など

現代の産業（2）、公民
連携と地域政策（2）な
ど

［基盤教育］…TOEIC（基礎）A（2）、B（2）、TOEIC（標準）A（2）、B（2）、時事ドイツ語A（2）、B（2）、時事フランス語
A（2）、B（2）、中国語上級A（2）、B（2）、その他基盤教育など

取得総単位数 140単位（156単位）
注：…このモデルでは、卒業に必要な単位数（124単位）を16単位上回っています。（カッコ内は32単位）…
カッコ内の数字は選択語学を4単位ずつ毎年継続した場合です。経済学部海外研修・語学研修への参
加もおすすめします。
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第 2 部 経 済 学 科

授業のとり方・学び方
～入学から卒業まで～
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経済学科（イブニングコース）　３つのポリシー

○アドミッション・ポリシー（入学者受入れの方針）

　井上円了が、思想や精神を練磨する術、「万物の原理を探り、その原理を定める学問」としての哲
学を世に広めるため、「私立哲学館」を創設して以来120年余が経った。経済学は、人間の経済活動
の原理を探り、その原理を定めようとする学問であるから、円了の目指した哲学に通ずると同時に、
現代の日本に不可欠な学問である。円了が「余資なく、優暇なき者」に哲学を広めようとしたと同様に、
我々経済学科（イブニングコース）は、社会人として活動している人々の中で、職業に活かせる知識、
専門的な学習、学ぶ喜びを求める人々に、経済学の基本的知識や社会に対する幅広い知識、それら
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『履修にあたっての心構え』

第２部経済学科主任　森田　信也

　経済学部の特徴は充実した専門科目と、幅広い教養科目、少人数のゼミ教育です。
　まず１年次に配当されている必修科目のゼミナールⅠという科目は少人数で、日本語の読み書き（文章
の要約・メモの取り方、レポートの書き方、プレゼンテーションの方法、情報収集と整理のノウハウなど）
を中心に、高校までとは異なり、大学で授業を受けるにあたって必要なスキルを身に付けることを主目的
とした授業です。これ以外の主な必修科目としては現代経済入門Ａ、Ｂがあります。これは各教員が自分
の専門分野を分りやすく紹介するオムニバス形式の授業です。現在経済の動向を知り、将来的に自分が就
きたい職種に関する知識を得る機会にも恵まれ、ゼミナールⅡ、Ⅲ、Ⅳの専門ゼミを選択する際に大いに
参考になる重要な科目です。
　２年次に開始される専門ゼミも重要な科目です。卒業論文の執筆を最終目標にして、研究を重ね、ゼミ
の仲間との共同作業を通じて学問のみならず、人間性をも磨く貴重な場にもなることでしょう。他にも、
選択科目Ａでは、経済を学ぶ上での基礎的な科目群が配置されていますので、強く履修を推奨します。さ
らに、第１・２部相互聴講科目も設置されています。１部で開講している科目を２部の学生が履修できる
科目や、他学部の開放科目を履修できる制度もあります。
　これらの専門科目とは別に、幅広い教養科目として共通教養科目、社会人基礎科目、語学を中心とした
基盤教育などにも豊富な科目が用意されています。また、東洋大学の教育の礎でもある「哲学」関連の科
目も本学ならではの科目です。今年、東洋大学は125周年という節目の年を迎え、学祖井上円了の思想に
触れる絶好の機会です。これらの授業は基本的に春学期がＡ、秋学期がＢと、独立した２つの科目になっ
ていますが、原則としてＡ、Ｂともに履修することでしっかりとした知識が身につくようにデザインされ
ているので、１年間通してＡ、Ｂともに履修することを強く推奨します。
　多くの講義科目のほかに、実験、実習、実技、演習など主体的に参加するタイプの科目もあります。こ
れらの科目は履修に際し、担当教員の許可が必要な場合や、他の科目とは異なる登録方法となる場合もあ
るので第１回目の授業には必ず出席して下さい。オリエンテーションでの説明やシラバスを参照し、不明
な点は、履修相談の際に担当教員に直接訪ねるか、教務課の窓口で問い合わせてください。
　それでは、４年間、充実した大学生活を送れるよう、経済学部の教職員一同、しっかりサポート体制を
整えています。学生諸君の奮闘を大いに期待します。
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１．授業科目・履修単位数の制限
経済学部では、「専門科目」・「教職科目」・「基盤教育」を開講し、授業を行っています。

また、４年間にわたってバランスよく授業科目を履修するために、履修登録することができる単位数に制限
があります。

履修上限単位数（単位）

１）１セメスタにつき24単位まで履修できます。（上限）
２）既に単位を修得した授業科目は履修できません。
３）上級学年に配当されている授業科目は履修できません。
４）履修制限に含まれる科目は以下のとおりです。

第２部

「専門科目」
a. 必修科目 この科目を履修・修得しなければ卒業できない科目です。

学科ごとに卒業要件（単位数）が異なります。
b. 選択科目Ａ 経済学科の基本となる専門科目で、最低要件（単位数）があります。
c. 選択科目Ｂ 幅広い分野として修得してほしい科目です。キャリア形成支援科目、教職に関する科目も

「教職科目」 履修・単位修得しても卒業単位とはなりません。
（教職に関する科目の履修についてはP. 67以降の教職課程のページを参照してください）

の各分野から構成されています。条件に沿って、一定の単位を履修し、かつ単位を修得します。

〔スポーツと健康科目について〕
①スポーツと健康科目の授業は、すべて白山キャンパスで開講されます。
②「スポーツ健康科学実技」の各コースの受講者数は人数調整が必要になる場合があるため、
詳細については『履修登録のしおり』、学内掲示を参照してください。 

64

第５章　第２部経済学科

年　次
１～４

春学期
24

秋学期
24

卒業要件

卒業要件単位
（124単位）

専　門　科 目

基　盤　教　育

必修科目
選択科目
共通教養科目
社会人基礎科目
留学支援科目
他学部開放科目
語学系科目

履修制限

制限内

卒業要件外単位
自由科目
教職科目 制限外

区　　分

含みます。

「基盤教育」
a. 共通教養科目　この科目内で「哲学・思想」区分は最低２単位以上履修・修得する必要があります。

d. 他学部開放科目
e. 語学系科目（必修科目）

b. 社会人基礎科目
c. 留学支援科目

（選択科目）
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〔自由科目について〕
経済学部の各学科授業科目一覧（教育課程表）にない科目で、なおかつ、他学部開放科目として履修

できない科目の履修を希望する場合は、卒業単位にならない自由科目として履修登録することができます。
（通年科目は除く）
①　所属する学部学科の科目と同一内容・同一名称の科目は履修できません。
②　履修する学部学科の学年配当に従ってください。
③ カリキュラム年度の異なる科目を履修することはできません。
④　第２部学生が第１部開講科目を自由科目として履修することはできません。
⑤　履修単位制限内に含まれます。
⑥ 自由科目を履修する場合は、担当教員の承認を必要とするので、所定用紙（教務課窓口で配布）
に必要事項を記入し、その科目の担当教員の署名または認め印をもらい教務課に提出してくださ
い。

２．第１・２部相互聴講制度
第２部学生が、第１部経済学部で開講されている授業科目を、下記の要領で履修・修得できる制度です。

①　経済学部第１・２部相互聴講科目を履修するためには、「ミクロ経済論」「マクロ経済論」を修得済みで
　　ある必要があります。
②   １セメスタにつき８単位以内、かつ卒業までに合計３０単位以内を履修・修得することができます。
③　経済学部第１・２部相互聴講科目一覧にある科目のみ履修できます。
④ １セメスタの制度履修単位（２４単位）に算入されます。
⑤　修得した単位は、専門科目として卒業単位に認められます。

１学年１部科目

国際経済

総合政策

開講学科

経
　
　
済

年学３年学２

ゲーム理論Ａ （2）
応用ミクロ経済学Ａ （2）
現代経済学Ａ （2）
中級マクロ経済学ⅠＡ （2）
中級マクロ経済学ⅡＡ （2）
経済成長論Ａ （2）
経済統計分析Ａ （2）
都市経済学Ａ （2）
ファイナンス論Ａ （2）
ERE・公務員試験経済科目対策講座Ａ（1）
ERE・公務員試験経済科目対策講座Ｂ（1）
現代金融論Ａ （2）
開発経済論Ａ （2）

４学年

ゲーム理論Ｂ （2）
応用ミクロ経済学Ｂ （2）
現代経済学Ｂ （2）
中級マクロ経済学ⅠＢ （2）
中級マクロ経済学ⅡＢ （2）
経済成長論Ｂ （2）
経済統計分析Ｂ （2）
都市経済学Ｂ （2）
ファイナンス論Ｂ （2）

現代金融論Ｂ （2）
開発経済論Ｂ （2）

注意：１．１・２部相互聴講科目は、「ミクロ経済論」「マクロ経済論」を修得していなければ、履修出来ません。
　　　　　また、上記の科目以外、１部開講の科目は履修することができません。

２．括弧内の数字は、その科目の単位数を示します。

〔他学部開放科目について〕
他学部が開講する科目です。他学部開放科目一覧を参照してください。
①　他学部開放科目一覧（P.62）に定める科目以外は履修することはできません。配当学年はその学
部の配当に従ってください。

②　過去に単位を修得した科目については、再度履修することはできません。
③　他学部開放科目は基盤科目の卒業必要単位数として算入します。
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４．ゼミナール・卒業論文
① ゼミナールについて

ゼミナールは少人数の授業の中で、教員と学生が自由に議論しながら、専門的な領域の学習を着実
に深めるためのものであると共に、教員と学生の親密な知的交流の場でもあります。大学院受験や公務
員試験、教員採用試験等で必要となる人物証明書の準備のためにも積極的に履修してください。

②　卒業論文について
１）卒業論文の執筆要項は、ToyoNet-ACEに掲載します。
２）卒業論文の提出期限は厳守してください。提出期間外は「一切」受け付けません。
３）手続の日程については掲示等でお知らせします。
　※卒業論文を執筆するためには卒業論文を提出する当該学期の履修登録が必要です。忘れずに登録
　　してください。

３．卒業
経済学部を卒業するためには、第２部経済学科が開講する授業科目を、学科が定める一定の履修条件

を基に124単位修得しなければなりません。詳細は授業のとり方・学び方のページを参照して、間違いなく
履修登録を行い単位を修得してください。
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４．ゼミナール・卒業論文
① ゼミナールについて

ゼミナールは少人数の授業の中で、教員と学生が自由に議論しながら、専門的な領域の学習を着実
に深めるためのものであると共に、教員と学生の親密な知的交流の場でもあります。大学院受験や公務
員試験、教員採用試験等で必要となる人物証明書の準備のためにも積極的に履修してください。

②　卒業論文について
１）卒業論文の執筆要項は、ToyoNet-ACEに掲載します。
２）卒業論文の提出期限は厳守してください。提出期間外は「一切」受け付けません。
３）手続の日程については掲示等でお知らせします。
　※卒業論文を執筆するためには卒業論文を提出する当該学期の履修登録が必要です。忘れずに登録
　　してください。

３．卒業
経済学部を卒業するためには、第２部経済学科が開講する授業科目を、学科が定める一定の履修条件

を基に124単位修得しなければなりません。詳細は授業のとり方・学び方のページを参照して、間違いなく
履修登録を行い単位を修得してください。



経済学部　第 2部　経済学科　授業科目一覧（教育課程表）

専

門

科

目

（72）

区分 １学年 ２学年 ３学年 ４学年

必
修
科
目　
（
8
）

ゼミナールⅠ （2）

現代経済入門Ⅰ （2）

経済学入門A （2）

経済学入門B （2）

選

択

科

目

A

 

（10）

経済学入門演習A （1）マクロ経済論　 （2）

経済学入門演習B （1）ミクロ経済論　 （2）

基礎数学A （1）経済史A （2）

基礎数学B （1）経済史B （2）

経済数学A （2）政治経済論A （2）

経済数学B （2）政治経済論B （2）

マクロ経済論演習 （1）

ミクロ経済論演習 （1）

選

択

科

目

B

 

（54）

ゼミナールⅡ （2）ゼミナールⅢA （2）ゼミナールⅣA （2）

ゼミナールⅢB （2）ゼミナールⅣB （2）

卒業論文 （4）

情報システムA （2）現代経済入門Ⅱ （2）財政論A （2）人口経済論A （2）

情報システムB （2）経済統計A （2）財政論B （2）人口経済論B （2）

アジア経済論A （2）経済統計B （2）地方財政論 （2）労働の経済A （2）

アジア経済論B （2）計量経済論A （2）法と経済A （2）労働の経済B （2）

ヨーロッパ経済論A （2）計量経済論B （2）法と経済B （2）社会政策A （2）

ヨーロッパ経済論B （2）経済哲学A （2）公共経済論A （2）社会政策B （2）

国際関係論A （2）経済哲学B （2）公共経済論B （2）医療経済論A （2）

国際関係論B （2）経済学史A （2）日本経済論A （2）医療経済論B （2）

経済学史B （2）日本経済論B （2）国際貿易論A （2）

経済発展論A （2）現代中小企業論A （2）国際貿易論B （2）

経済発展論B （2）現代中小企業論B （2）多国籍企業論A （2）

金融論A （2）産業組織論A （2）多国籍企業論B （2）

金融論B （2）産業組織論B （2）海外研修Ⅰ （2）

国際金融論A （2）環境経済システムA （2）海外研修Ⅱ （2）

国際金融論B （2）環境経済システムB （2）現代経済特講Ⅰ （2）

ファイナンス分析A （2）世界の食料・資源経済A （2）現代経済特講Ⅱ （2）

ファイナンス分析B （2）世界の食料・資源経済B （2）現代経済特講Ⅲ （2）

アメリカ経済論A （2）国際公共経済A （2）現代経済特講Ⅳ （2）

アメリカ経済論B （2）国際公共経済B （2）

コンピュータ・リテラシィⅠA （1）コンピュータ・リテラシィⅡA （1）

コンピュータ・リテラシィⅠB （1）コンピュータ・リテラシィⅡB （1）

第1部・第2部相互聴講科目（「第1部・第2部相互聴講科目一覧」（P.62）参照）

キ
ャ
リ
ア
形
成 

支
援
科
目

インターンシップ （2）

民法A （2）現代産業論A （2）

民法B （2）現代産業論B （2）

商法A （2）

商法B （2）

現代の経営 （2）経営学 （2）中小企業経営論A （2）中小企業経営論B （2）

現代の会計学 （2）会計学 （2）経営分析論 （2）企業評価論 （2）

経営組織論 （2）組織行動論 （2）経営財務論 （2）投資決定論 （2）

国際環境計画入門 （2）水辺と環境 （2）まちづくり手法論 （2）地域計画 （2）

都市地理学 （2）地域システム論 （2）

職業指導A （2）職業指導B （2）

社会・地歴指導法Ⅰ （2）社会・地歴指導法Ⅱ （2）

社会・公民指導法Ⅰ （2）社会・公民指導法Ⅱ （2）

教
職
科
目

日本史A （2）日本史B （2）人文地理学A （2）人文地理学B （2）

外国史A （2）外国史B （2）倫理学概説A （2）倫理学概説B （2）

地誌学A （2）地誌学B （2）哲学概説A （2）哲学概説B （2）

自然地理学A （2）自然地理学B （2）

（注） 1．教職科目は卒業単位にならないので注意すること（履修科目制限外）。
　　 2．括弧内の数字は単位数を示す。
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経済学部　第 2部　経済学科　授業科目一覧（教育課程表）

基

盤

教

育

（16）

区分 １学年 ２学年 ３学年 ４学年

共

通

教

養

科

目

哲
学
・
思
想　

（2）

哲学A （2）哲学B （2）哲学史A （2）哲学史B （2）

倫理学A （2）倫理学B （2）芸術学A （2）芸術学B （2）

宗教学ⅠA （2）宗教学ⅠB （2）宗教学ⅡA （2）宗教学ⅡB （2）

東洋思想A （2）東洋思想B （2）地域文化研究A （2）地域文化研究B （2）

井上円了と東洋大学A （2）井上円了と東洋大学B （2）

自
然
・
環
境
・
生
命

自然の数理A （2）自然の数理B （2）生活と物理A （2）生活と物理B （2）

エネルギーの科学A （2）エネルギーの科学B （2）物質の科学A （2）物質の科学B （2）

環境の科学A （2）環境の科学B （2）地球の科学A （2）地球の科学B （2）

生物学A （2）生物学B （2）天文学A （2）天文学B （2）

自然科学概論A （2）自然科学概論B （2）自然誌A （2）自然誌B （2）

生物学実験講義A （2）生物学実験講義B （2）化学実験講義A （2）化学実験講義B （2）

数理・情報実習講義A （2）数理・情報実習講義B （2）

日
本
と
世
界
の 

文
化
・
歴
史

百人一首の文化史A （2）百人一首の文化史B （2）日本の昔話A （2）日本の昔話B （2）

日本文学文化と風土A （2）日本文学文化と風土B （2）日本の詩歌A （2）日本の詩歌B （2）

西欧文学A （2）西欧文学B （2）現代日本文学A （2）現代日本文学B （2）

地域史A （2）地域史B （2）歴史の諸問題A （2）歴史の諸問題B （2）

現
代
・
社
会

法学 （2）日本国憲法 （2）政治学A （2）政治学B （2）

社会学A （2）社会学B （2）人類学A （2）人類学B （2）

地理学A （2）地理学B （2）心理学A （2）心理学B （2）

旅と言語 （2）観光の歴史 （2）

スポーツと 
健康

スポーツ健康科学実技A （1）スポーツ健康科学実技B （1）スポーツ健康科学講義Ⅰ （2）

スポーツ健康科学講義ⅡA （2）スポーツ健康科学講義ⅡB （2）

情報 情報化社会と人間 （2）情報ネットワーク論 （2）

総合

総合ⅠA （2）総合ⅠB （2）総合ⅡA （2）総合ⅡB （2）

総合ⅢA （2）総合ⅢB （2）総合ⅣA （2）総合ⅣB （2）

総合ⅤA （2）総合ⅤB （2）総合ⅥA （2）総合ⅥB （2）

総合ⅦA （2）総合ⅦB （2）

全学総合ⅠA （2）全学総合ⅠB （2）全学総合ⅡA （2）全学総合ⅡB （2）

社会人基礎科目

キャリアデベロップメント論 （2）

社会人基礎力入門講義 （2）社会人基礎力実践講義 （2）

社会貢献活動入門 （2）公務員論 （2）
留
学
支
援
科
目

英語特別 
教育科目 Special Course in Advanced TOEFLⅠ　　（4） Special Course in Advanced TOEFL Ⅱ　　（4）

他学部開放科目 「第2部他学部開放科目一覧」（P.62）参照

語

学

系

科

目

英語ⅠA （1）英語ⅡA （1）

英語ⅠB （1）英語ⅡB （1）

ドイツ語ⅠAA （1）ドイツ語ⅡAA （1）

ドイツ語ⅠAB （1）ドイツ語ⅡAB （1）

ドイツ語ⅠBA （1）ドイツ語ⅡBA （1）

ドイツ語ⅠBB （1）ドイツ語ⅡBB （1）

フランス語ⅠAA （1）フランス語ⅡAA （1）

フランス語ⅠAB （1）フランス語ⅡAB （1）

フランス語ⅠBA （1）フランス語ⅡBA （1）

フランス語ⅠBB （1）フランス語ⅡBB （1）

中国語ⅠAA （1）中国語ⅡAA （1）

中国語ⅠAB （1）中国語ⅡAB （1）

中国語ⅠBA （1）中国語ⅡBA （1）

中国語ⅠBB （1）中国語ⅡBB （1）

ハングルⅠAA （1）ハングルⅡAA （1）

ハングルⅠAB （1）ハングルⅡAB （1）

ハングルⅠBA （1）ハングルⅡBA （1）

ハングルⅠBB （1）ハングルⅡBB （1）
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第 2部　他学部開放科目一覧
開講学部 開講学科 第１学年 第２学年 第３学年 第４学年

文
学
部

インド哲学科

ヨーガとアーユルヴェーダ （2）現代のインド （2）仏教と社会福祉 （2）

ヒンドゥー教とは何か （2）インド現代思想 （2）現代に生きる仏教 （2）

日本の思想 （2）

日本文学文化学科

比較文学文化概説Ａ （2）比較文学文化概説Ｂ （2）

古代日本文学史Ａ （2）近世日本文学史Ａ （2）近現代日本文学史Ａ （2）

古代日本文学史Ｂ （2）近世日本文学史Ｂ （2）近現代日本文学史Ｂ （2）

中世日本文学史Ａ （2）

中世日本文学史Ｂ （2）

万葉文化論Ａ （2）近現代文化論Ａ （2）日本民俗学Ａ （2）

万葉文化論Ｂ （2）近現代文化論Ｂ （2）日本民俗学Ｂ （2）

王朝文化論Ａ （2）日本の古典籍Ａ （2）室町文化論Ａ （2）

王朝文化論Ｂ （2）日本の古典籍Ｂ （2）室町文化論Ｂ （2）

江戸文化論Ａ （2）

江戸文化論Ｂ （2）

英語圏文学文化と日本Ａ （2）フランス語圏文学文化と日本Ａ （2）日本の伝統行事Ａ （2）日本の美術Ａ （2）

英語圏文学文化と日本Ｂ （2）フランス語圏文学文化と日本Ｂ （2）日本の伝統行事Ｂ （2）日本の美術Ｂ （2）

ドイツ語圏文学文化と日本Ａ （2）中国文学文化と日本Ａ （2）

ドイツ語圏文学文化と日本Ｂ （2）中国文学文化と日本Ｂ （2）

教育学科

生涯学習概論Ⅰ （2）特別支援教育概論Ⅰ （2）

生涯学習概論Ⅱ （2）特別支援教育概論Ⅱ （2）比較社会論 （2）家庭教育論 （2）

比較政策論 （2）アメリカ思想史 （2）社会教育課題研究Ⅰ （2）社会教育計画論Ⅰ （2）

社会文化史（日本） （2）女性問題と学習 （2）社会教育課題研究Ⅱ （2）社会教育計画論Ⅱ （2）

社会文化史（西洋） （2）情報化と社会教育 （2）

経
営
学
部

経営学科
経営史A （2）環境マネジメント入門 （2）

経営史B （2）環境マネジメント （2）

法
学
部

法律学科

法制史（日本）A （2）法制史（西洋）A （2）法哲学A （2）

法制史（日本）B （2）法制史（西洋）B （2）法哲学B （2）

英米法A （2）労使関係法・労働市場法A （2）刑事政策A （2）

英米法B （2）労使関係法・労働市場法B （2）刑事政策Ｂ （2）

ドイツ法 （2）雇用関係法Ａ （2）国際法A （2）

フランス法 （2）雇用関係法Ｂ （2）国際法Ｂ （2）

行政学A （2）経済法A （2）政治学原論A （2）

行政学B （2）経済法B （2）政治学原論Ｂ （2）

社
会
学
部

社会学科

社会統計学 （2）社会文化思想史Ａ （2）集合行動論Ａ （2）社会学史Ａ （2）

社会文化思想史Ｂ （2）集合行動論Ｂ （2）社会学史Ｂ （2）

地域社会学Ａ （2）環境社会学Ａ （2）家族社会学Ａ （2）宗教社会学Ａ （2）

地域社会学Ｂ （2）環境社会学Ｂ （2）家族社会学Ｂ （2）宗教社会学Ｂ （2）

犯罪社会学Ａ （2）組織社会学Ａ （2）臨床心理学Ａ （2）

犯罪社会学Ｂ （2）組織社会学Ｂ （2）臨床心理学Ｂ （2）

マス・コミュニケーション概論Ａ （2）情報学基礎論Ａ （2）コミュニケーション論 （2）情報倫理概論 （2）

マス・コミュニケーション概論Ｂ （2）情報学基礎論Ｂ （2）

社会統計解析法 （2）産業地域論Ａ （2）

質的調査法 （2）産業地域論Ｂ （2）

社会福祉学科

社会福祉学概論Ａ （2）高齢者福祉論 （2）公的扶助論 （2）地域福祉論 （2）

社会福祉学概論Ｂ （2）障害者福祉論 （2）児童福祉論 （2）社会福祉法制・行政 （2）

ケアマネジメント論 （2）バリアフリー論 （2）子ども支援論 （2）

ジェンダーと福祉 （2）保健医療サービス論 （2）

国
際
地
域
学
部

社会調査法 （2）宗教と社会 （2）アジア・太平洋地域論 （2）

科学技術倫理 （2）文化人類学 （2）アジア社会論 （2）

現代社会論 （2）ヨーロッパの地誌と文化Ⅰ （2）経済協力論 （2）

社会システム哲学 （2）ヨーロッパの地誌と文化Ⅱ （2）環境管理適正技術論 （2）

社会システム論 （2）プロジェクト実施・評価 （2）都市環境論 （2）

環太平洋ツーリズム論 （2）自然災害と防災 （2）映像社会学 （2）

ホテル開発論 （2）経済地理学 （2）社会基盤計画・政策 （2）

サービス・マネジメント （2）地域福祉論 （2）都市計画 （2）

リゾート開発計画論 （2）公共経営論 （2）食品衛生論 （2）

自然保護・公園論 （2）地方自治論 （2）地域財政と観光 （2）

国際観光交流論 （2）欧州ツーリズム論 （2）

観光行動モデル （2）観光マーケティング （2）

北米ツーリズム論 （2）レストラン経営論 （2）
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【第２部経済学科】

＜授業のとり方＞

（1）　授業はすべて半期で完結します。「講義要項」等で特別な制約（Aを修得してからBを修得すること等）
がない限り、AないしBのみの履修が可能です。

（2）　「専門科目」「基盤教育」で最低要件の 88 単位を修得した場合、卒業要件単位 124 単位までの36 単位
は選択科目A、選択科目B、基盤教育の中から自由に選択できます。

（3）　卒業論文を履修するためには、下記①②を満たさなければなりません。
①ゼミナールⅢA・ⅢBの両科目を修得済であり、かつゼミナールⅣA・ⅣBのいずれかを修得済みであ
ること。
②当該セメスタにおいてゼミナールⅣA･Ⅳ Bのいずれかを履修する、第 8セメスタ以上の学生であること。

＜卒業要件＞

… …
授業科目区分 第 2部経済学科

専
門
科
目

必修科目 8

72

卒
業
要
件　
　
　

124

選択科目A 10

選択科目B 54

基
盤
教
育

共通教養科目

16
※共通教養科目（哲学・思想分野から
　選択必修 2 単位を含む）

16

社会人基礎科目

留学支援科目
（英語特別教育科目）

他学部開放科目

語学系科目
…

第８セメスタ以上で、下記の（1）～（6）の修得条件をすべて満たした学生のみが卒業できます。
（1）　専門科目の必修科目を8 単位修得…
（2）　専門科目の選択科目Ａを10 単位以上修得
（3）　専門科目の選択科目Ｂを54 単位以上修得
（4）　基盤教育の共通教養科目( 哲学・思想分野から選択必修 2 単位を含む )、社会人基礎科目、留学支援科

目、他学部開放科目、語学系科目のいずれかから16 単位以上修得
（5）　学科教育課程表の科目（教職科目を除く）を124 単位以上修得すること。
　…　なお、卒業要件総単位数 124 単位と、専門科目全体の卒業要件単位数 72 単位、基盤教育 16 単位の合

計との差である36 単位は、いずれの授業科目区分（教職科目は除く）から修得してもよい。
（6）　４年次最初のセメスタおよび最終セメスタで１科目以上履修し、かつ４年次で専門科目を２科目以上修

得すること
※第８セメスタ終了時に卒業できなかった学生は、第９セメスタ以降終了時に卒業要件を満たせば、９月に卒
業することができます。
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中堅専門職業人・ゼネラリス

１
年

経済政策分野

卒業論文
ゼミナールⅢ・Ⅳ

社会政策
環境経済システム
産業組織論
人口経済論
労働の経済
医療経済論　　　　  など

ゼミナールⅡ
現代経済入門Ⅱ
経済史
ミクロ経済論
マクロ経済論
経済統計

経済理論分野

卒業論文
ゼミナールⅢ・Ⅳ

金融論
財政論
政治経済論
計量経済論
経済学史
公共経済論　　　　  など

ゼミナールⅡ
現代経済入門Ⅱ
経済史
ミクロ経済論
マクロ経済論
経済統計

国際経済分野

卒業論文
ゼミナールⅢ・Ⅳ

国際金融論
国際貿易論
世界の食料・資源経済
国際公共経済
他国籍企業論
経済発展論　　　　 など

ゼミナールⅡ
現代経済入門Ⅱ
経済史
ミクロ経済論
マクロ経済論
経済統計

大学教育・経済学教育への導入
ゼミナールⅠ、現代経済入門Ⅰ
経済学入門、基礎数学、経済数学
情報システム、コンピュータ・リテラシィ、
国際関係論、英語、地球の科学、井上円了と東洋大学など

２ 

年

２
〜
４ 

年

激動する現代における経済の働きを多角的に把握。
２～４年次には「経済理論」「経済政策」「国際経済」の３分野から
自分の志向に合った科目を選択し、多彩な知識の体系的修得を目指す。

教…職…課…程…・…諸…資…格
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第６章　教職課程・諸資格
１．教職課程

教職課程を学ぶにあたって

本学は、哲学館開校以来、教員養成において輝かしい伝統と実績を有する大学です。現在も多くの東
洋大学出身者が全国の学校で活躍しています。今後も教職に志を抱く学生が教師として多数巣立っていく
ことが期待されます。中学校・高等学校の教員になるには、教育職員免許状が必要です。教育職員免許
状の取得のためには、卒業に必要な単位の他に、教職科目の単位を修得しなければなりません。
教職科目のひとつである教育実習は４年次に行われます。教育実習で教壇に立つと、教科内容につい

ての自らの理解の不十分さ、自らの人間性の未熟さを自覚させられます。したがって、常日頃から教壇に立
って人にものを教えるに足る十分な学力を身につけるよう、とりわけしっかり勉強することが必要です。また、
学業以外の、スポーツ、文化活動、ボランティア活動等に積極的に参加し、多様な個性をもつ生徒に柔軟に対
応しうるような、豊かな人間性を磨くよう、心がけて生活していくことが必要です。教師を目指す諸君には積極
的な学生生活が望まれます。
さらに、教育実習を終えた４年次後期に学ぶ「教職実践演習」を通して、４年間の教職課程で得
た知識や技能等が教員に必要な資質能力に結び付いているかを確認・補完し、教員としての職務
に臨む態勢を整えることになります。また、課程履修当初より「教職パスポート」を作成し、教員と
して必要な資質能力の修得についての履歴を学生・教員双方が把握することとなります。一方で、
文部科学省は将来的に１年間の教育実習および６年制の大学院修士課程修了を教育職員免許状の
授与条件にすることを含めた教員免許制度の抜本的な見直しに着手しています。教職に志を抱く
学生は、教師という職業がいかに注目され、多大な期待を寄せられているかという点を常に意識し、それに
応えられるような人材となるよう教職課程に臨んでください。
教員になるために必要となる教育職員免許状を取得するまでには、授業科目の履修の他、数々の手続き

を滞りなく行う必要があります。ひとつでも手続きに不備があったり、教育職員免許状取得に必要な科目が
１科目でも不足していたりすると、当然のことですが免許状は授与されません。したがって、この履修要覧
をよく読むこと、本学の行うオリエンテーションには必ず出席すること、教職課程の掲示板（６号館地下１
階 6B12番教室前および１号館１階1102 番教室横〈掲示内容は同一〉）を注意深く読むことが大切です。

〈１〉教育職員免許状について

大学卒業後、中学校・高等学校の教員になるためには教育職員免許状を取得しなければなりません。
経済学部で取得できる教育職員免許状は次のとおりです。

中学校教諭１種免許状
（教科）

高等学校教諭１種免許状
（教科）

社　　　　　　会

社　　　　　　会

地理歴史・公民・情報

地理歴史・公民・商業

免許状の種類
（教科）

学部学科

地理歴史・公民・商業経　　　 済

地理歴史・公民・商業

社　　　　　　会

社　　　　　　会

国　 際　 経　 済

総　 合　 政　 策

経　　　 済

経
　
　
　
　
　
　
　
済

第
　
１
　
部

第
　
２
　
部
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第６章　教職課程・諸資格
１．教職課程

教職課程を学ぶにあたって

本学は、哲学館開校以来、教員養成において輝かしい伝統と実績を有する大学です。現在も多くの東
洋大学出身者が全国の学校で活躍しています。今後も教職に志を抱く学生が教師として多数巣立っていく
ことが期待されます。中学校・高等学校の教員になるには、教育職員免許状が必要です。教育職員免許
状の取得のためには、卒業に必要な単位の他に、教職科目の単位を修得しなければなりません。
教職科目のひとつである教育実習は４年次に行われます。教育実習で教壇に立つと、教科内容につい

ての自らの理解の不十分さ、自らの人間性の未熟さを自覚させられます。したがって、常日頃から教壇に立
って人にものを教えるに足る十分な学力を身につけるよう、とりわけしっかり勉強することが必要です。また、
学業以外の、スポーツ、文化活動、ボランティア活動等に積極的に参加し、多様な個性をもつ生徒に柔軟に対
応しうるような、豊かな人間性を磨くよう、心がけて生活していくことが必要です。教師を目指す諸君には積極
的な学生生活が望まれます。
さらに、教育実習を終えた４年次後期に学ぶ「教職実践演習」を通して、４年間の教職課程で得
た知識や技能等が教員に必要な資質能力に結び付いているかを確認・補完し、教員としての職務
に臨む態勢を整えることになります。また、課程履修当初より「教職パスポート」を作成し、教員と
して必要な資質能力の修得についての履歴を学生・教員双方が把握することとなります。一方で、
文部科学省は将来的に１年間の教育実習および６年制の大学院修士課程修了を教育職員免許状の
授与条件にすることを含めた教員免許制度の抜本的な見直しに着手しています。教職に志を抱く
学生は、教師という職業がいかに注目され、多大な期待を寄せられているかという点を常に意識し、それに
応えられるような人材となるよう教職課程に臨んでください。
教員になるために必要となる教育職員免許状を取得するまでには、授業科目の履修の他、数々の手続き

を滞りなく行う必要があります。ひとつでも手続きに不備があったり、教育職員免許状取得に必要な科目が
１科目でも不足していたりすると、当然のことですが免許状は授与されません。したがって、この履修要覧
をよく読むこと、本学の行うオリエンテーションには必ず出席すること、教職課程の掲示板（６号館地下１
階 6B12番教室前および１号館１階1102 番教室横〈掲示内容は同一〉）を注意深く読むことが大切です。

〈１〉教育職員免許状について

大学卒業後、中学校・高等学校の教員になるためには教育職員免許状を取得しなければなりません。
経済学部で取得できる教育職員免許状は次のとおりです。

中学校教諭１種免許状
（教科）

高等学校教諭１種免許状
（教科）

社　　　　　　会

社　　　　　　会

地理歴史・公民・情報

地理歴史・公民・商業

免許状の種類
（教科）

学部学科

地理歴史・公民・商業経　　　 済

地理歴史・公民・商業

社　　　　　　会

社　　　　　　会

国　 際　 経　 済

総　 合　 政　 策

経　　　 済

経
　
　
　
　
　
　
　
済

第
　
１
　
部

第
　
２
　
部
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〈２〉教育職員免許状の取得条件について

教育職員免許状を取得するためには、下の表にあるように基礎資格として「学士の学位を有すること」
（卒業に必要な単位を修得すること）が要求されます。したがって、教育職員免許状取得のための単位は
修得できたとしても、卒業できない場合、教育職員免許状は取得できません。なお、４年次に必修となる
「教育実習」を履修するためには、３年次までに修得しておくべき科目・単位数の条件がありますので、そ
の条件が満たされない場合、４年間で教育職員免許状は取得できません。
教育職員免許状を取得するのに必要な科目は４年間で履修するように配置されていますので、１・２年

次に教職関連科目をほとんど履修・修得しない状態から卒業までの間にすべての科目を履修することは大
変困難です。また第２部学生は第１部学生と比較して１週間あたりの授業時間数が少ないため、教育職
員免許状を取得するための科目履修自体が難しいといえます。
このように教育職員免許状を取得するためには、卒業するための科目を修得することに加えて、さらに多く
の科目を履修・修得しなければなりませんので、１年生のうちから卒業までの４年間の履修計画を綿密に
立てておくことが非常に重要です。
※近年教員採用試験等で中学校教諭・高等学校教諭両方の教育職員免許状を取得（見込）している
ことが採用試験受験の条件となる場合や採用に有利になる傾向があります。したがってできる限り中学
校教諭・高等学校教諭両方の教育職員免許状を取得してください。
例：平成23年度東京都公立学校教員採用候補者選考の受験資格は中学校・高等学校両方の免許取
得（見込）。但し、あくまで平成23年度採用時点の受験資格のため、随時各都道府県の教員採用試験
の受験資格等調べてください。
※第１部経済学部学生で３年次卒業を希望する学生は教育職員免許状は取得できません。

基礎資格と免許法における最低修得単位数

〈３〉教職の履修登録について

教育職員免許状を取得するためには、卒業単位の充足のほかに、

免許法施行規則第66条の６に定める科目
教職に関する科目
教科に関する科目
教科または教職に関する科目

に定められた科目をそれぞれ必ず履修し、単位を修得する必要があります。
※「教職に関する科目」と、学科課程表の「教職科目Ｂ」（２部は「教職科目」）に入っている科目は、履修
制限外の単位として履修することができます。

免許法における最低修得単位数

免許状の種類 基礎資格

学士の学

位を有す

ること

中学校教諭

１種免許状

高等学校教諭

１種免許状

教職に関

する科目

教科に関

する科目

教科または

教職に関す

る科目

免許法施行規

則第66条の６

に定める科目

その他

介護等体験

（詳細はP.80）
31

23

20

20

8

16

8

8

〈注意〉
上記の免許法における最低修得単位数と、本学における最低修得単位数は異なります。本学の学生は、
本学における最低修得単位数を履修かつ修得しなければなりません。次頁からの表で確認してください。

第１部 経済学科（P.70～71参照）
国際経済学科（P.72～73参照）
総合政策学科（P.74～75参照）

第２部 経済学科（P.76～77参照）

全学科（P.69参照）



学科 免許法施行規則第66条
の6に定める科目区分 必要単位数 本学での開講科目 単位数

第1部
経済学科
国際経済学科
総合政策学科

日本国憲法 2単位 日本国憲法 2単位

体育 2単位

スポーツ健康科学実技ⅠA 1単位

スポーツ健康科学実技ⅠB 1単位

スポーツ健康科学実技ⅡA 1単位

スポーツ健康科学実技ⅡB 1単位

スポーツ健康科学実技ⅢA 1単位

スポーツ健康科学実技ⅢB 1単位

スポーツ健康科学講義Ⅰ 2単位

スポーツ健康科学講義ⅡA 2単位

スポーツ健康科学講義ⅡB 2単位

外国語コミュニケーション 2単位

英語Ⅰ（表現）A・B 各1単位

ドイツ語Ⅰ（文法）A・B 各1単位

フランス語Ⅰ（文法）A・B 各1単位

中国語Ⅰ（文法）A・B 各1単位

情報機器の操作 2単位

経
済

コンピュータ・リテラシィⅠ 1単位

統計情報処理Ⅰ 1単位
国
際
・
総
政

コンピュータ・リテラシィⅠA 1単位

コンピュータ・リテラシィⅠB 1単位

情報化社会と人間 2単位

第2部 経済学科

日本国憲法 2単位 日本国憲法 2単位

体育 2単位

スポーツ健康科学実技A 1単位

スポーツ健康科学実技B 1単位

スポーツ健康科学講義Ⅰ 2単位

スポーツ健康科学講義ⅡA 2単位

スポーツ健康科学講義ⅡB 2単位

外国語コミュニケーション 2単位

英語ⅠA・B 各1単位

ドイツ語ⅠAA・AB 各1単位

ドイツ語ⅠBA・BB 各1単位

フランス語ⅠAA・AB 各1単位

フランス語ⅠBA・BB 各1単位

中国語ⅠAA・AB 各1単位

中国語ⅠBA・BB 各1単位

情報機器の操作 2単位

コンピュータ・リテラシィⅠA 1単位

コンピュータ・リテラシィⅠB 1単位

情報化社会と人間 2単位
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〈２〉教育職員免許状の取得条件について

教育職員免許状を取得するためには、下の表にあるように基礎資格として「学士の学位を有すること」
（卒業に必要な単位を修得すること）が要求されます。したがって、教育職員免許状取得のための単位は
修得できたとしても、卒業できない場合、教育職員免許状は取得できません。なお、４年次に必修となる
「教育実習」を履修するためには、３年次までに修得しておくべき科目・単位数の条件がありますので、そ
の条件が満たされない場合、４年間で教育職員免許状は取得できません。
教育職員免許状を取得するのに必要な科目は４年間で履修するように配置されていますので、１・２年

次に教職関連科目をほとんど履修・修得しない状態から卒業までの間にすべての科目を履修することは大
変困難です。また第２部学生は第１部学生と比較して１週間あたりの授業時間数が少ないため、教育職
員免許状を取得するための科目履修自体が難しいといえます。
このように教育職員免許状を取得するためには、卒業するための科目を修得することに加えて、さらに多く
の科目を履修・修得しなければなりませんので、１年生のうちから卒業までの４年間の履修計画を綿密に
立てておくことが非常に重要です。
※近年教員採用試験等で中学校教諭・高等学校教諭両方の教育職員免許状を取得（見込）している
ことが採用試験受験の条件となる場合や採用に有利になる傾向があります。したがってできる限り中学
校教諭・高等学校教諭両方の教育職員免許状を取得してください。
例：平成23年度東京都公立学校教員採用候補者選考の受験資格は中学校・高等学校両方の免許取
得（見込）。但し、あくまで平成23年度採用時点の受験資格のため、随時各都道府県の教員採用試験
の受験資格等調べてください。
※第１部経済学部学生で３年次卒業を希望する学生は教育職員免許状は取得できません。

基礎資格と免許法における最低修得単位数

〈３〉教職の履修登録について

教育職員免許状を取得するためには、卒業単位の充足のほかに、

免許法施行規則第66条の６に定める科目
教職に関する科目
教科に関する科目
教科または教職に関する科目

に定められた科目をそれぞれ必ず履修し、単位を修得する必要があります。
※「教職に関する科目」と、学科課程表の「教職科目Ｂ」（２部は「教職科目」）に入っている科目は、履修
制限外の単位として履修することができます。

免許法における最低修得単位数

免許状の種類 基礎資格

学士の学

位を有す

ること

中学校教諭

１種免許状

高等学校教諭

１種免許状

教職に関

する科目

教科に関

する科目

教科または

教職に関す

る科目

免許法施行規

則第66条の６

に定める科目

その他

介護等体験

（詳細はP.80）
31

23

20

20

8

16

8

8

〈注意〉
上記の免許法における最低修得単位数と、本学における最低修得単位数は異なります。本学の学生は、
本学における最低修得単位数を履修かつ修得しなければなりません。次頁からの表で確認してください。

第１部 経済学科（P.70～71参照）
国際経済学科（P.72～73参照）
総合政策学科（P.74～75参照）

第２部 経済学科（P.76～77参照）

全学科（P.69参照）
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（１）本学における「免許法施行規則第66条の６に定める科目」
下記の表にしたがい、「日本国憲法」「体育」「外国語コミュニケーション」「情報機器の操作」のそれ

ぞれの分野で２単位ずつを修得しなければなりません。

学科
免許法施行規則第66条の6

に定める科目区分
必要単位数 本学での開講科目 単位数

2単位

1単位

1単位

1単位

1単位

1単位

1単位

2単位

2単位

2単位

2単位

2単位

2単位

2単位

1単位

1単位

2単位

2単位

1単位

1単位

2単位

2単位

2単位

2単位

2単位

各1単位

各1単位

各1単位

各1単位

各1単位

各1単位

1単位

1単位

2単位

日本国憲法

スポーツ健康科学実技ⅠA

スポーツ健康科学実技ⅠB

スポーツ健康科学実技ⅡA

スポーツ健康科学実技ⅡB

スポーツ健康科学実技ⅢA

スポーツ健康科学実技ⅢB

スポーツ健康科学講義Ⅰ

スポーツ健康科学講義ⅡA

スポーツ健康科学講義ⅡB

英語演習Ⅰ（表現）A

ドイツ語演習Ⅰ（文法）A

フランス語演習Ⅰ（文法）A

中国語演習Ⅰ（文法）A

コンピュータ・リテラシィⅠA

コンピュータ・リテラシィⅠB

情報化社会と人間

日本国憲法

スポーツ健康科学実技A

スポーツ健康科学実技B

スポーツ健康科学講義Ⅰ

スポーツ健康科学講義ⅡA

スポーツ健康科学講義ⅡB

英語演習ⅠA

英語演習ⅠB

ドイツ語ⅠAA・AB

ドイツ語ⅠBA・BB

フランス語ⅠAA・AB

フランス語ⅠBA・BB

中国語ⅠAA・AB

中国語ⅠBA・BB

コンピュータ・リテラシィⅠA

コンピュータ・リテラシィⅠB

情報化社会と人間

日本国憲法 2単位

体育 2単位

外国語コミュニケーション 2単位

情報機器の操作 2単位

日本国憲法 2単位

体育 2単位

外国語コミュニケーション 2単位

情報機器の操作 2単位

経済学科第2部

経済学科
国際経済学科
総合政策学科

第1部
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〈４〉教育実習について

「教育実習」は、大学で学んだ教育理論や技術をもとに、教育実習校（中学校・高等学校）での実習
を通じて、教育の意味や学校教育の全領域について学習するものです。「教育実習Ⅰ（事前・事後指導
を含む）」（３週間以上実習対象者）、「教育実習Ⅱ（事前・事後指導を含む）」（２週間実習対象者）
は、４年次に履修します。４月から事前指導が行われ、ほとんどの学生が６月頃から実際に学校現場に
赴き、中学校教諭の免許状取得の場合には３週間（学校によって４週間の場合もある）、高等学校教諭
の免許状取得の場合は２週間の教育実習を行います。教育実習終了後、教育実習事後指導として、学
生の実習体験発表、実習感想文の提出、アンケート調査などによって、教育実習の成果を振り返り、教員と
して必要な資質能力が培えたかどうかを確認します。教育実習は勤務という形態で行われるので実習期
間中に就職活動をするような時間的・精神的余裕は全くありません。教職という仕事の重要性を認識し、実
習期間中は就職活動などは中止し、実習に専念して下さい。

教育実習参加条件
教育実習にあたっては、３年次終了までに下記の条件をすべて満たしていなければなりません。
下記の条件がひとつでも欠けると、教育実習に参加することはできません。

①教壇に立って授業を行うに必要な学力を有すること。
②教育実習指導教員の指導のもとに、教育実習生としてふさわしい行動のとれる人物であること。
③３年次終了の時点で卒業に必要な単位数を第１部学生で100単位以上、第２部学生で90単
位以上を修得していること。
④３年次終了の時点で、以下、（ⅰ）と（ⅱ）の２つの条件をともに満たしていること。
（ ） 「教職概論」、「教育基礎論Ⅰ」、「教育基礎論Ⅱ」、「教育心理学」、「生徒指導論（進

路指導を含む）」、「教育相談」、「教育方法研究（情報機器の活用を含む）」、「道徳教育
の研究」、「特別活動の研究」、「教科教育論」の10科目のうち、６科目以上の単位を修
得済みであること。

（ ）実習予定教科の「教科の指導法Ⅰ」「教科の指導法Ⅱ」を修得済みであること。
※ただし、地歴と公民については、実習校の都合で、自分が修得した「教科の指導法」と実習教
科が対応しない場合がある。その場合には教務課窓口に相談すること。
⑤４年次において、卒業に必要な科目（単位）および教育職員免許状を取得するために必要な
科目（単位）を修得し終える見込みのある者。
⑥大学を含む関係諸機関との手続きを不備なく行っていること。
⑦大学の行う定期健康診断を受診していること。
⑧教育実習料（含む保険料）を納入していること。

なお、以上の教育実習参加資格条件に加え、更に下記の「東京都公立学校教育実習取扱要綱」に
定められている実習資格要件に欠ける場合も、教育実習に参加することはできません。

（教育実習生の実習資格）
第５条 この要綱に基づき公立学校において教育実習ができる者は、次の各号に掲げる要件を備

えた者に限る。
教育実習の実施について、あらかじめ東京都教育委員会に実施の届出を行った大学等に在籍
する者であること。
大学等の最高学年に在学し、若しくはこれと同等以上で教育職員免許状の取得見込みで、教職
に就く意思のある者であること。

２ 前項各号の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する者は除く。
伝染の恐れのある疾病若しくは教育実習を行ううえで妨げとなる精神障害等のある者
公立学校の正常な教育活動を妨げる恐れのある者

（教育実習生の責務）
第12条　教育実習生は、大学等及び教育実習校の指導に誠実に従わなくてはならない。

（東京都公立学校教育実習取扱要綱抜粋）
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教育実習のスケジュール

１月下旬
＜２年次＞

次年度教育実習事務手続説明会の掲示

４月中旬 取得希望免許状及び内諾予定校のWeb 登録・教育実習登録票（コピー）の提出

４月上旬

＜３年次＞
教育実習事務手続説明会
次年度教育実習予定校確保（内諾）についての説明

４月以降 教育実習校へ内諾依頼
各自で出身校等へ次年度実習の依頼に行く

教育実習希望調書提出

教育実習校の発表
掲示にて発表

教育実習受入内諾書の確認

12月

９月中旬

１月下旬 次年度教育実習直前説明会の掲示

教育実習参加条件充足者発表
教育実習直前説明会
実習直前の心構え、実習上の注意事項、実習校持参書類の配布

４月上旬

＜４年次＞

４月中旬 教育実習料振込

５月上旬 教育実習承諾書確認
打ち合わせ日、実習期間、教科等最終確認

５月中旬 訪問指導校の発表
掲示にて発表。該当者は教務課にて指示をうけること

実習終了後
１ヵ月以内 教育実習日誌の提出

※ 日程の詳細はすべて教職関係掲示板で行います。必ず教職関係掲示板（６号館地下１階6B12番教室前およ
び１号館１階1102番教室横）を確認してください。説明会を欠席したり、手続きを怠ったりすると、実習参加が
できなくなりますので注意してください。また内諾を得たのちの辞退や、一度納入した実習料の返金は一切できま
せん。

※ 「情報」の免許取得希望者は、実習校の決定に時間を要します。

東京都公立学校 その他の学校
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〈４〉教育実習について

「教育実習」は、大学で学んだ教育理論や技術をもとに、教育実習校（中学校・高等学校）での実習
を通じて、教育の意味や学校教育の全領域について学習するものです。「教育実習Ⅰ（事前・事後指導
を含む）」（３週間以上実習対象者）、「教育実習Ⅱ（事前・事後指導を含む）」（２週間実習対象者）
は、４年次に履修します。４月から事前指導が行われ、ほとんどの学生が６月頃から実際に学校現場に
赴き、中学校教諭の免許状取得の場合には３週間（学校によって４週間の場合もある）、高等学校教諭
の免許状取得の場合は２週間の教育実習を行います。教育実習終了後、教育実習事後指導として、学
生の実習体験発表、実習感想文の提出、アンケート調査などによって、教育実習の成果を振り返り、教員と
して必要な資質能力が培えたかどうかを確認します。教育実習は勤務という形態で行われるので実習期
間中に就職活動をするような時間的・精神的余裕は全くありません。教職という仕事の重要性を認識し、実
習期間中は就職活動などは中止し、実習に専念して下さい。

教育実習参加条件
教育実習にあたっては、３年次終了までに下記の条件をすべて満たしていなければなりません。
下記の条件がひとつでも欠けると、教育実習に参加することはできません。

①教壇に立って授業を行うに必要な学力を有すること。
②教育実習指導教員の指導のもとに、教育実習生としてふさわしい行動のとれる人物であること。
③３年次終了の時点で卒業に必要な単位数を第１部学生で100単位以上、第２部学生で90単
位以上を修得していること。
④３年次終了の時点で、以下、（ⅰ）と（ⅱ）の２つの条件をともに満たしていること。
（ ） 「教職概論」、「教育基礎論Ⅰ」、「教育基礎論Ⅱ」、「教育心理学」、「生徒指導論（進

路指導を含む）」、「教育相談」、「教育方法研究（情報機器の活用を含む）」、「道徳教育
の研究」、「特別活動の研究」、「教科教育論」の10科目のうち、６科目以上の単位を修
得済みであること。

（ ）実習予定教科の「教科の指導法Ⅰ」「教科の指導法Ⅱ」を修得済みであること。
※ただし、地歴と公民については、実習校の都合で、自分が修得した「教科の指導法」と実習教
科が対応しない場合がある。その場合には教務課窓口に相談すること。
⑤４年次において、卒業に必要な科目（単位）および教育職員免許状を取得するために必要な
科目（単位）を修得し終える見込みのある者。
⑥大学を含む関係諸機関との手続きを不備なく行っていること。
⑦大学の行う定期健康診断を受診していること。
⑧教育実習料（含む保険料）を納入していること。

なお、以上の教育実習参加資格条件に加え、更に下記の「東京都公立学校教育実習取扱要綱」に
定められている実習資格要件に欠ける場合も、教育実習に参加することはできません。

（教育実習生の実習資格）
第５条 この要綱に基づき公立学校において教育実習ができる者は、次の各号に掲げる要件を備

えた者に限る。
教育実習の実施について、あらかじめ東京都教育委員会に実施の届出を行った大学等に在籍
する者であること。
大学等の最高学年に在学し、若しくはこれと同等以上で教育職員免許状の取得見込みで、教職
に就く意思のある者であること。

２ 前項各号の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する者は除く。
伝染の恐れのある疾病若しくは教育実習を行ううえで妨げとなる精神障害等のある者
公立学校の正常な教育活動を妨げる恐れのある者

（教育実習生の責務）
第12条　教育実習生は、大学等及び教育実習校の指導に誠実に従わなくてはならない。

（東京都公立学校教育実習取扱要綱抜粋）
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教育実習のスケジュール

１月下旬
＜２年次＞

次年度教育実習事務手続説明会の掲示

４月中旬 取得希望免許状及び内諾予定校のWeb 登録・教育実習登録票（コピー）の提出

４月上旬

＜３年次＞
教育実習事務手続説明会
次年度教育実習予定校確保（内諾）についての説明

４月以降 教育実習校へ内諾依頼
各自で出身校等へ次年度実習の依頼に行く

教育実習希望調書提出

教育実習校の発表
掲示にて発表

教育実習受入内諾書の確認

12月

９月中旬

１月下旬 次年度教育実習直前説明会の掲示

教育実習参加条件充足者発表
教育実習直前説明会
実習直前の心構え、実習上の注意事項、実習校持参書類の配布

４月上旬

＜４年次＞

４月中旬 教育実習料振込

５月上旬 教育実習承諾書確認
打ち合わせ日、実習期間、教科等最終確認

５月中旬 訪問指導校の発表
掲示にて発表。該当者は教務課にて指示をうけること

実習終了後
１ヵ月以内 教育実習日誌の提出

※ 日程の詳細はすべて教職関係掲示板で行います。必ず教職関係掲示板（６号館地下１階6B12番教室前およ
び１号館１階1102番教室横）を確認してください。説明会を欠席したり、手続きを怠ったりすると、実習参加が
できなくなりますので注意してください。また内諾を得たのちの辞退や、一度納入した実習料の返金は一切できま
せん。

※ 「情報」の免許取得希望者は、実習校の決定に時間を要します。

東京都公立学校 その他の学校
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〈５〉介護等体験について

小・中学校の免許希望者は、教職に必要な科目の修得、卒業要件の充足の他に、３年次に特別支援
学校で２日間と社会福祉施設で５日間、計７日間、高齢者や障害者に対する介護、介助、交流等の体験
を行い、受入先に体験を行った証明をいただく必要があります。
この体験を行うには、大学を通して申し込みをしなければなりません。
概要は以下の通りです。

（１）参加条件
以下の条件を１つでも満たさない場合は、介護等体験に参加できません。
①介護等体験に積極的に参加する意欲があること。
②全２回の説明会（２年次11月・３年次４月を予定）に出席し、必要な書類を提出すること。
③実施年度の４月に大学の定期健康診断を受診し異常なしと診断され、心身ともに健康であること。
④麻疹（はしか）の抗体検査・予防接種を行い、免疫があると認められた者であること。
⑤介護等体験料を所定の期日までに振り込んでいること。
⑥指定された体験日程で介護等体験に参加できること。
⑦その他、必要な手続きのすべてを完了していること。

（２）体験日程・体験先
受入先の都合を考慮したうえ東京都教育委員会および東京都社会福祉協議会が希望者一人ひとりの

日程と受入先を調整・決定します。個人的な事情や要望（サークル、アルバイト、海外留学、就職活動等）
による日程・受入先の指定や変更（また、このことに関する個人交渉）・辞退は一切できないので、参加
を希望する者はこの点を了承し、自分の都合を調整したうえで体験に臨んでください。

①日程
授業期間だけではなく夏季・冬季休暇期間・土・日・祝祭日を含む日程で行います。

②体験先
いずれも東京都に所在する学校・施設で行います。体験希望者が多いため、現住所に近い場所で行
えるとは限りません。

〈特別支援学校〉
視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者（身体虚弱者を含む。）に対し

て、小中学校等に準ずる教育を行うとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図る
ために必要な知識技能を授けることを目的とする学校。在籍する児童生徒等に対する教育を行うほか、
障害により教育上特別の支援を必要とする小中学校等の児童生徒等の教育に関し、必要な助言又は
援助を行います。

〈社会福祉施設〉
・高齢者にかかわる施設
・児童福祉・障害児にかかわる施設
・障害者（身体、知的、精神障害者）にかかわる施設
・生活保護にかかわる施設

（３）内容
・学校、施設の利用者の介護・介助（入浴・排泄等含む）
・学校、施設の利用者との交流（話し相手）、学習活動の指導・援助
・学校、施設が実施する行事（学園祭・バザー・遠足、サークル活動等）の補助
・学校、施設の掃除、洗濯等の作業
特別支援学校事例…授業参観・作業学習補助・学校行事補助等（プール実習・マラソン大会等）
社会福祉施設事例…車椅子補助・点字の勉強・送迎バスへの添乗・サークル活動の補助等
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（４）介護等体験に関するスケジュール

介護等体験第１回説明会の掲示10月下旬

介護等体験第１回説明会
体験の概要・申込前の注意事項・今後の手続きの説明・参加仮登録

11月

＜２年次＞

介護等体験第２回説明会の掲示１月下旬

介護等体験第２回説明会
体験上の注意、申込方法の説明、申込と体験に必要な書類の配布

申込受付
申込書類の提出及び体験費用の納入４月上旬

一括申込（大学→社会福祉協議会、教育委員会）
これ以降の個人的理由による辞退は不可４月中旬

受入決定発表（掲示）および要項・受入連絡票配布（大学→学生）
体験日時および必要事項（細菌検査の有無、体験の準備等）の確認６月下旬

体験準備および体験
要項・受入連絡票を熟読の上、体験に臨むこと６月以降

介護等体験日誌の提出
体験終了後
２週間以内

４月初め

＜３年次＞

※日程の詳細はすべて教職関係掲示板で行います。必ず教職関係掲示板を確認してください。説明会を欠席したり、
手続きを怠ったりすると、体験参加ができなくなりますので注意してください。また申込み後の辞退や、一度納入した
体験費用の返金は一切できません。

〈６〉教職実践演習について

　平成22年度入学生より、４年次後期に必修科目として「教職実践演習」が設置されることになりました。
この新科目では、４年間の教職課程を総括し、自己の適性や動機を再確認するとともに、教職資質につ
いての診断と補完を行うことになります。ここには無論、介護等体験や教育実習といった学外での経験・
学びも含まれます。さらには、教職の資質は大学の授業だけではなく、日常のコミュニケーションや社会
観察、子どもとの交流体験といった様 な々要因によっても形成されます。つまり、学生諸君は、従来以上
に教職課程の学びに意識的になる必要があるということです。このことは教職を目指す動機や意欲のみな
らず、絶えず自己の適性を厳しく問い続けていくことが、今後の教員免許取得には求められるということ
を意味しています。特に、本科目が４年次後期に置かれるということの意味合いを十分に理解した上で教
職課程の履修を判断してください。
　また、教職課程を履修する諸君は、こうした４年間の継続的、系統的な学びの流れを目に見える形にし
た『教職パスポート』を大切に保管・活用することになります。１年次後期に配布する『教職パスポート』は、
諸君の４年間にわたる教職課程の学びを記録し、上に述べた課題を遂行するために活用するものです。
紛失や破損のないように、４年間自己管理を徹底し、教職関連の各種行事や授業等で記録・活用するこ
とになります。この管理と活用が「教職実践演習」履修の条件の一つになるので大切に保管してください。
詳細については、１年次後期に予定している「教職パスポート配付・説明会」で指導を行いますので必
ず出席してください。
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〈５〉介護等体験について

小・中学校の免許希望者は、教職に必要な科目の修得、卒業要件の充足の他に、３年次に特別支援
学校で２日間と社会福祉施設で５日間、計７日間、高齢者や障害者に対する介護、介助、交流等の体験
を行い、受入先に体験を行った証明をいただく必要があります。
この体験を行うには、大学を通して申し込みをしなければなりません。
概要は以下の通りです。

（１）参加条件
以下の条件を１つでも満たさない場合は、介護等体験に参加できません。
①介護等体験に積極的に参加する意欲があること。
②全２回の説明会（２年次11月・３年次４月を予定）に出席し、必要な書類を提出すること。
③実施年度の４月に大学の定期健康診断を受診し異常なしと診断され、心身ともに健康であること。
④麻疹（はしか）の抗体検査・予防接種を行い、免疫があると認められた者であること。
⑤介護等体験料を所定の期日までに振り込んでいること。
⑥指定された体験日程で介護等体験に参加できること。
⑦その他、必要な手続きのすべてを完了していること。

（２）体験日程・体験先
受入先の都合を考慮したうえ東京都教育委員会および東京都社会福祉協議会が希望者一人ひとりの

日程と受入先を調整・決定します。個人的な事情や要望（サークル、アルバイト、海外留学、就職活動等）
による日程・受入先の指定や変更（また、このことに関する個人交渉）・辞退は一切できないので、参加
を希望する者はこの点を了承し、自分の都合を調整したうえで体験に臨んでください。

①日程
授業期間だけではなく夏季・冬季休暇期間・土・日・祝祭日を含む日程で行います。

②体験先
いずれも東京都に所在する学校・施設で行います。体験希望者が多いため、現住所に近い場所で行
えるとは限りません。

〈特別支援学校〉
視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者（身体虚弱者を含む。）に対し

て、小中学校等に準ずる教育を行うとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図る
ために必要な知識技能を授けることを目的とする学校。在籍する児童生徒等に対する教育を行うほか、
障害により教育上特別の支援を必要とする小中学校等の児童生徒等の教育に関し、必要な助言又は
援助を行います。

〈社会福祉施設〉
・高齢者にかかわる施設
・児童福祉・障害児にかかわる施設
・障害者（身体、知的、精神障害者）にかかわる施設
・生活保護にかかわる施設

（３）内容
・学校、施設の利用者の介護・介助（入浴・排泄等含む）
・学校、施設の利用者との交流（話し相手）、学習活動の指導・援助
・学校、施設が実施する行事（学園祭・バザー・遠足、サークル活動等）の補助
・学校、施設の掃除、洗濯等の作業
特別支援学校事例…授業参観・作業学習補助・学校行事補助等（プール実習・マラソン大会等）
社会福祉施設事例…車椅子補助・点字の勉強・送迎バスへの添乗・サークル活動の補助等
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（４）介護等体験に関するスケジュール

介護等体験第１回説明会の掲示10月下旬

介護等体験第１回説明会
体験の概要・申込前の注意事項・今後の手続きの説明・参加仮登録

11月

＜２年次＞

介護等体験第２回説明会の掲示１月下旬

介護等体験第２回説明会
体験上の注意、申込方法の説明、申込と体験に必要な書類の配布

申込受付
申込書類の提出及び体験費用の納入４月上旬

一括申込（大学→社会福祉協議会、教育委員会）
これ以降の個人的理由による辞退は不可４月中旬

受入決定発表（掲示）および要項・受入連絡票配布（大学→学生）
体験日時および必要事項（細菌検査の有無、体験の準備等）の確認６月下旬

体験準備および体験
要項・受入連絡票を熟読の上、体験に臨むこと６月以降

介護等体験日誌の提出
体験終了後
２週間以内

４月初め

＜３年次＞

※日程の詳細はすべて教職関係掲示板で行います。必ず教職関係掲示板を確認してください。説明会を欠席したり、
手続きを怠ったりすると、体験参加ができなくなりますので注意してください。また申込み後の辞退や、一度納入した
体験費用の返金は一切できません。

〈６〉教職実践演習について

　平成22年度入学生より、４年次後期に必修科目として「教職実践演習」が設置されることになりました。
この新科目では、４年間の教職課程を総括し、自己の適性や動機を再確認するとともに、教職資質につ
いての診断と補完を行うことになります。ここには無論、介護等体験や教育実習といった学外での経験・
学びも含まれます。さらには、教職の資質は大学の授業だけではなく、日常のコミュニケーションや社会
観察、子どもとの交流体験といった様 な々要因によっても形成されます。つまり、学生諸君は、従来以上
に教職課程の学びに意識的になる必要があるということです。このことは教職を目指す動機や意欲のみな
らず、絶えず自己の適性を厳しく問い続けていくことが、今後の教員免許取得には求められるということ
を意味しています。特に、本科目が４年次後期に置かれるということの意味合いを十分に理解した上で教
職課程の履修を判断してください。
　また、教職課程を履修する諸君は、こうした４年間の継続的、系統的な学びの流れを目に見える形にし
た『教職パスポート』を大切に保管・活用することになります。１年次後期に配布する『教職パスポート』は、
諸君の４年間にわたる教職課程の学びを記録し、上に述べた課題を遂行するために活用するものです。
紛失や破損のないように、４年間自己管理を徹底し、教職関連の各種行事や授業等で記録・活用するこ
とになります。この管理と活用が「教職実践演習」履修の条件の一つになるので大切に保管してください。
詳細については、１年次後期に予定している「教職パスポート配付・説明会」で指導を行いますので必
ず出席してください。
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〈７〉教育職員免許状一括申請について

教育職員免許状に必要な単位を修得した学生は、教員免許状の取得が見込まれる年度に教育職員免
許状申請の手続きをする必要があります。教育職員免許状の発行は、東京都教育委員会が行いますが、
卒業時に教育職員免許状を受領するための申請手続きは通常大学を通して行います（以下一括申請）。
これらの手続きを怠った場合は、卒業時に教育職員免許状が授与されなくなるので注意してください。

教育職員免許状一括申請に関するスケジュール

※日程等の詳細の周知はすべて教職関係掲示板にて行うので必ず確認してください。
※科目等履修生の教育職員免許状を授与（交付）する日程は別途教職関係掲示板にて指示します。

◎個人申請について
上記手続を行わなかった場合でも、教育職員免許状に必要な単位を修得していれば、卒業後に個人で

教育職員免許状を申請すること（個人申請）が可能です。
個人で申請する際の申請先等は下記の通りです。

〈申請先〉
住民票をおいている都道府県の教育委員会（通常は都道府県庁の教育職員免許状を発行する部署）

〈申請に必要な書類・受付時期・免許状発行日〉
申請先によって異なるので各自で問い合わせをしてください。

〈８〉編入生・転入生の教育職員免許状取得について

教育職員免許状取得を希望する場合は以下のことに留意のうえ、事前に教務課まで相談に来てください。
単位認定・時間割編成によっては卒業時までに教育職員免許状が取得できない場合があります。
編・転入前の大学等で取得した教職に関する科目等について全ての科目を認定できるとは限りません。
卒業単位に算入されない教職に関する科目を個別で認定する場合は、卒業に必要な科目の認定単位数
が減少するので注意してください。
教務課で個別指導を受ける際は、編・転入前の大学等で該当教科の「学力に関する証明書」を請求
し、認定を希望する科目の講義内容・時間割とともに持参してください。

〈９〉休学および留学等で長期間大学へ通学することができない場合について

在学中に休学および留学等で長期間大学へ通学することができない場合は、教育実習・介護等体験等
の実施時期や教育職員免許状の取得時期が通常の学生より１～２年遅くなることがあるので、必ず事前
に教務課まで相談に来てください。

教育職員免許状一括申請説明会の掲示６月中旬

教育職員免許状一括申請説明会
申請免許状の申込

７月上旬

＜４年次＞

免許状記載内容の最終確認、東京都教育委員会に提出する書類の署名・捺印、申請料の納入12月上旬

教育職員免許状取得決定者発表３月中旬

教育職員免許状授与（交付） ※印鑑持参のこと卒業式当日
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〈10〉教員採用に関する支援について

キャリア形成支援センター（６号館１階）
各講座の開催・申込時期等については掲示等に注意してください。
・採用試験対策講座
・模擬試験関連情報提供・模擬面接
・専門スタッフによる学習指導

教職関係資料室（６号館４階）
開室時間は資料室前の掲示板で確認してください。
・教職関係資料（教員採用受験雑誌・教科書・参考書・学習指導案等）の貸し出し
・教職全般の相談（試験に関する情報提供、対策）

〈11〉教員採用試験について

教育職員免許状を取得した者が教員になるためには、まずは教員採用試験に合格する必要があります。
出願期間・受験条件・試験日程・試験方法は教育委員会・学校によって異なりますので注意してください。
教員採用試験の実施要綱の取り寄せと応募は各自で行ってください。
実施要綱が大学に届いた場合は、教職課程掲示板にて随時周知します。
教員採用試験（第１次・第２次）に合格した方は必ず教務課に届け出てください。

公立学校の教員採用
公立学校の教員になるためには、まずは各都道府県または市の教育委員会が実施する採用試験に

合格し、採用候補者の名簿に登録される必要があります。名簿の中からその年度の欠員状況、教員組
織の状況などを考慮して選定され、採用が決定します。

私立学校の教員採用
各都県の私学協会等が実施する「私立学校教員適性検査」を基に採用を行う場合と公募制による

採用があります。
「私立学校教員適性検査」は採用試験ではなく、適性検査を受けた受検者の氏名と評価等が記載
された名簿を基にして、教員の採用を行っていくものです。ただし、検査を実施する都県にある私立学校
全てが「私立学校教員適性検査」の結果を基に教員募集を行っているとは限りません。

〈12〉科目等履修生制度について

　将来、教員を目指す学生で、学部卒業までに教育職員免許状を取得するために必要な単位を修得でき
なかった場合や、すでに教育職員免許状を取得していて、卒業後、新たに別教科の教育職員免許状を取
得したい場合は、科目等履修生として必要な単位を修得し教育職員免許状を取得することができます。
　本学科目等履修生には、通学制と通信制があり、募集要件・履修できる科目等も異なります。希望者は、
必ず当該年度の各募集要項を確認のうえ出願してください。なお、本学で取得可能な教育職員免許状に
必要な科目がすべて科目等履修生に開講しているとは限らないので注意してください。
　通学制の概要は、次項のとおりです。通信制を希望する場合には、スケジュール等が異なるので通信教
育課（甫水会館）に問い合わせてください。
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〈７〉教育職員免許状一括申請について

教育職員免許状に必要な単位を修得した学生は、教員免許状の取得が見込まれる年度に教育職員免
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これらの手続きを怠った場合は、卒業時に教育職員免許状が授与されなくなるので注意してください。

教育職員免許状一括申請に関するスケジュール

※日程等の詳細の周知はすべて教職関係掲示板にて行うので必ず確認してください。
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◎個人申請について
上記手続を行わなかった場合でも、教育職員免許状に必要な単位を修得していれば、卒業後に個人で

教育職員免許状を申請すること（個人申請）が可能です。
個人で申請する際の申請先等は下記の通りです。

〈申請先〉
住民票をおいている都道府県の教育委員会（通常は都道府県庁の教育職員免許状を発行する部署）

〈申請に必要な書類・受付時期・免許状発行日〉
申請先によって異なるので各自で問い合わせをしてください。

〈８〉編入生・転入生の教育職員免許状取得について

教育職員免許状取得を希望する場合は以下のことに留意のうえ、事前に教務課まで相談に来てください。
単位認定・時間割編成によっては卒業時までに教育職員免許状が取得できない場合があります。
編・転入前の大学等で取得した教職に関する科目等について全ての科目を認定できるとは限りません。
卒業単位に算入されない教職に関する科目を個別で認定する場合は、卒業に必要な科目の認定単位数
が減少するので注意してください。
教務課で個別指導を受ける際は、編・転入前の大学等で該当教科の「学力に関する証明書」を請求
し、認定を希望する科目の講義内容・時間割とともに持参してください。

〈９〉休学および留学等で長期間大学へ通学することができない場合について

在学中に休学および留学等で長期間大学へ通学することができない場合は、教育実習・介護等体験等
の実施時期や教育職員免許状の取得時期が通常の学生より１～２年遅くなることがあるので、必ず事前
に教務課まで相談に来てください。

教育職員免許状一括申請説明会の掲示６月中旬

教育職員免許状一括申請説明会
申請免許状の申込

７月上旬

＜４年次＞

免許状記載内容の最終確認、東京都教育委員会に提出する書類の署名・捺印、申請料の納入12月上旬

教育職員免許状取得決定者発表３月中旬

教育職員免許状授与（交付） ※印鑑持参のこと卒業式当日
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〈10〉教員採用に関する支援について

キャリア形成支援センター（６号館１階）
各講座の開催・申込時期等については掲示等に注意してください。
・採用試験対策講座
・模擬試験関連情報提供・模擬面接
・専門スタッフによる学習指導

教職関係資料室（６号館４階）
開室時間は資料室前の掲示板で確認してください。
・教職関係資料（教員採用受験雑誌・教科書・参考書・学習指導案等）の貸し出し
・教職全般の相談（試験に関する情報提供、対策）

〈11〉教員採用試験について

教育職員免許状を取得した者が教員になるためには、まずは教員採用試験に合格する必要があります。
出願期間・受験条件・試験日程・試験方法は教育委員会・学校によって異なりますので注意してください。
教員採用試験の実施要綱の取り寄せと応募は各自で行ってください。
実施要綱が大学に届いた場合は、教職課程掲示板にて随時周知します。
教員採用試験（第１次・第２次）に合格した方は必ず教務課に届け出てください。

公立学校の教員採用
公立学校の教員になるためには、まずは各都道府県または市の教育委員会が実施する採用試験に

合格し、採用候補者の名簿に登録される必要があります。名簿の中からその年度の欠員状況、教員組
織の状況などを考慮して選定され、採用が決定します。

私立学校の教員採用
各都県の私学協会等が実施する「私立学校教員適性検査」を基に採用を行う場合と公募制による

採用があります。
「私立学校教員適性検査」は採用試験ではなく、適性検査を受けた受検者の氏名と評価等が記載
された名簿を基にして、教員の採用を行っていくものです。ただし、検査を実施する都県にある私立学校
全てが「私立学校教員適性検査」の結果を基に教員募集を行っているとは限りません。

〈12〉科目等履修生制度について

　将来、教員を目指す学生で、学部卒業までに教育職員免許状を取得するために必要な単位を修得でき
なかった場合や、すでに教育職員免許状を取得していて、卒業後、新たに別教科の教育職員免許状を取
得したい場合は、科目等履修生として必要な単位を修得し教育職員免許状を取得することができます。
　本学科目等履修生には、通学制と通信制があり、募集要件・履修できる科目等も異なります。希望者は、
必ず当該年度の各募集要項を確認のうえ出願してください。なお、本学で取得可能な教育職員免許状に
必要な科目がすべて科目等履修生に開講しているとは限らないので注意してください。
　通学制の概要は、次項のとおりです。通信制を希望する場合には、スケジュール等が異なるので通信教
育課（甫水会館）に問い合わせてください。
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科目等履修生（通学制）に関するスケジュール（詳細は当該年度の募集要項で確認してください）

※　インターネットでも閲覧・出力可。（「東洋大学 科目等履修生」でキーワード検索してください）

〈13〉教職課程履修学生への連絡・伝達について

教職に関する事項（各種説明会・手続き・発表・呼び出し等）はすべて教職課程掲示板にて連絡しま
す。登校時には必ず1102番教室（１号館１階）横もしくは6B12教室（６号館地下１階）前の掲示を
確認して下さい。

科目等履修生募集要項配布（教務部右脇備え付け）※２月上旬～中旬

履修科目の相談（教務課）３月上旬～中旬

出願（教務課）３月上旬～中旬

試験・合格発表３月下旬

注意：介護等体験のみの履修はできません。
出願に当たっての履修科目については、事前に教務課にご相談ください。

就学手続４月上旬

〈14〉教員免許状更新制について

教員免許状取得後10年ごとに更新講習を受け修了認定されることにより、有効期限が更新される教員
免許更新制が平成21年に施行されましたが、文部科学省では、教員の資質向上のための教員免許制度
の抜本的な見直し（教員養成課程の充実や専門免許状制度の導入の検討を含む。）に着手し、その過
程において現行制度の効果等を検証することとなりました。新たな教員免許制度の内容及び移行方針を
具体化する中で、現在の教員免許更新制の在り方について結論を得ることが示されています。日頃から教
育関連のニュースによく目を通しておくとともに、教職課程の履修に際しては、自分自身の教職に対する意思
を再確認してくだい。
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公務員採用試験をはじめ、諸資格についての情報は、インターネットのホームページ等で紹介されていま
す。試験に関する情報等は各自で検索してください。

１．国家公務員

２．公務員採用試験他各種試験

公務員

問い合せ先 人事院　　http://www.jinji.go.jp/top.htm

試験名

国家Ⅰ種

国家Ⅱ種

国税専門官

外務専門職

防衛庁Ⅱ種

労働基準
監督官

法務教官

裁判所事務官
Ⅰ種・Ⅱ種

家庭裁判所
調査官補

衆議院事務局
Ⅰ種・Ⅱ種

参議院事務局
Ⅰ種・Ⅱ種

国立国会図書館
Ⅰ種・Ⅱ種

自衛隊幹部
候補生

各省庁
将来の幹部候補として採用されるキャリア。政策の企画立
案、法律の制定・改定、予算編成など、日本の将来を左右
する行政の中枢を担う。
中央省庁の中堅職員あるいは出先機関の幹部職員として、
国家の屋台骨を支える存在である。
国の財政基盤を支える税のスペシャリスト。法律、経済、
会計学などの専門的知識を駆使して適切かつ公平な課税
を実現し、租税収入の確保を行う。
語学の専門家としてのみならず、国や地域の社会、文化、
歴史等にも通じた専門家としても活躍が期待される。
防衛庁は国家Ⅱ種とは別に独自の採用試験を行う。中級
係員として防衛庁の各機関に配属され、行政事務に従事
する。
労働者の賃金や労働時間に関する労働条件の改善、確保
を図る。労働者の生命と健康を守るために、監督・調査を
事業主に対して行う。

非行を犯した少年を社会復帰させるために生活指導・監護
を行い、少年たちの個性や能力を伸ばしていく仕事である。

各裁判所に配属され、各種裁判事務や、その合理的・効
率的な運用を図るための事務を行う。内部選抜試験により
裁判所書記官への道が開かれている。
家庭裁判所が受理した家事・少年事件について、事実関
係や関係者の生活状況などの調査や面接調査を行い、調
査報告書を裁判官に報告する。
衆議院の議員活動を補佐し、本会議や委員会の運営、調
査に関する事務および一般事務に従事する。特別職の国
家公務員。
参議院の議員活動を補佐し、本会議や委員会の運営、調
査に関する事務および一般事務に従事する。特別職の国
家公務員。

国会議員の調査研究活動の補佐、一般国民へのレファレ
ンスサービス（調査依頼受付）など、幅広い業務を行う。

制服組のキャリア。陸海空曹長に任命され、幹部候補生学
校で１年間の教育を受けた後、部隊勤務につく。

各省庁の本省お
よび付属機関

全国の国税局お
よび税務署

外務省本省およ
び在外公館
本庁、防衛施設
庁、調達実施本
部など
全国の労働基準
局および労働基
準監督署
各地の少年院、
少年鑑別所、
女子少年院

全国の裁判所

全国の
家庭裁判所

衆議院事務局

参議院事務局

国立国会図書館
中央館・支部図
書館

全国各基地

主な勤務先 仕事内容
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科目等履修生（通学制）に関するスケジュール（詳細は当該年度の募集要項で確認してください）

※　インターネットでも閲覧・出力可。（「東洋大学 科目等履修生」でキーワード検索してください）

〈13〉教職課程履修学生への連絡・伝達について

教職に関する事項（各種説明会・手続き・発表・呼び出し等）はすべて教職課程掲示板にて連絡しま
す。登校時には必ず1102番教室（１号館１階）横もしくは6B12教室（６号館地下１階）前の掲示を
確認して下さい。

科目等履修生募集要項配布（教務部右脇備え付け）※２月上旬～中旬

履修科目の相談（教務課）３月上旬～中旬

出願（教務課）３月上旬～中旬

試験・合格発表３月下旬

注意：介護等体験のみの履修はできません。
出願に当たっての履修科目については、事前に教務課にご相談ください。

就学手続４月上旬

〈14〉教員免許状更新制について

教員免許状取得後10年ごとに更新講習を受け修了認定されることにより、有効期限が更新される教員
免許更新制が平成21年に施行されましたが、文部科学省では、教員の資質向上のための教員免許制度
の抜本的な見直し（教員養成課程の充実や専門免許状制度の導入の検討を含む。）に着手し、その過
程において現行制度の効果等を検証することとなりました。新たな教員免許制度の内容及び移行方針を
具体化する中で、現在の教員免許更新制の在り方について結論を得ることが示されています。日頃から教
育関連のニュースによく目を通しておくとともに、教職課程の履修に際しては、自分自身の教職に対する意思
を再確認してくだい。
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公務員採用試験をはじめ、諸資格についての情報は、インターネットのホームページ等で紹介されていま
す。試験に関する情報等は各自で検索してください。

１．国家公務員

２．公務員採用試験他各種試験

公務員

問い合せ先 人事院　　http://www.jinji.go.jp/top.htm

試験名

国家Ⅰ種

国家Ⅱ種

国税専門官

外務専門職

防衛庁Ⅱ種

労働基準
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Ⅰ種・Ⅱ種

参議院事務局
Ⅰ種・Ⅱ種
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よび付属機関
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よび税務署

外務省本省およ
び在外公館
本庁、防衛施設
庁、調達実施本
部など
全国の労働基準
局および労働基
準監督署
各地の少年院、
少年鑑別所、
女子少年院

全国の裁判所

全国の
家庭裁判所

衆議院事務局
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国立国会図書館
中央館・支部図
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全国各基地

主な勤務先 仕事内容試験名 内容

総
合
職
試
験

院卒者試験
係員の官職のうち、主として制作の企画立案等の高度
の知識、技術又は経験を必要とする業務に従事するこ
とを職務とする官職に係る試験。
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大卒程度試験（教養区分）

一般職大卒程度試験
係員の官職のうち、主として事務処理等の定型的な業
務に従事することを職務とする官職に係る試験。

　大卒者を対象とする国家公務員試験にはこの他、以下のものがあります。

試験名

専
門
職
試
験
（
大
卒
程
度
）

皇宮護衛官採用試験（大卒程度試験）

法務省専門職員（人間科学）採用試験

外務省専門職員採用試験

財務専門職員採用試験

国税専門職員採用試験

食品衛生監視員採用試験

労働基準監督官採用試験

航空管制官採用試験

問い合わせ先　人事院　http://www.jinji.go.jp/top.htm
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２．地方公務員

問い合せ先 各都道府県人事委員会事務局

企業等の財務書類の監査・証明、等を業務とする公認会計士の資格を得るための試験です。

問い合せ先 関東財務局　　http://kantou.mof.go.jp
日本公認会計士協会　http://www.hp.jicpa.or.jp

国際コミュニケーション英語能力テスト。英語によるコミュニケーション能力のレベルを正確に知るために利
用できる信頼性の高いテスト。近年3,500以上の企業・団体・学校で採用。経済学部では、このTOEICテ
ストにおける単位認定制度が実施されています。

問い合せ先 http://www.toeic.or.jp

Microsoft office Specialistはマイクロソフトオフィスの利用能力を証明する世界的な資格認定制度。
これを取得すると、就職の際の実務能力の証明になります。

問い合せ先 http://mos.odyssey-com.co.jp/index.html
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試験名

道府県庁上級

都　庁

政令指定都市

特別区

市役所

大卒警察官

大卒消防官

各道府県庁
およびその
出先機関

市町村の区域を越える広域的行政や連絡調整事務を扱
う。総合開発計画の策定や道路・河川の管理など、仕事
の分野は幅広い。特定の部局に限らず、本庁の各部門や
出先機関の様 な々職場に幅広く配置され、多彩な職務に
従事する。
業務内容は基本的に道府県と同じだが、1,200万人の都民
を対象に、日本の首都東京の未来を担う大変やりがいのあ
る仕事である。
政令指定都市において、本来都道府県が行う事務も含め、
一般の市に比べて分掌事務が広範囲にわたる。
業務内容は基本的に一般の都市と同じであるが、首都東
京に拠点を置きつつ地元に密着した仕事ができるという魅
力がある。
住民生活に密着した第一線の業務を担う。住民の健康安
全の確保、戸籍の管理など、身近で基礎的なサービスを提
供する。
交番勤務や機動隊などの第一線に配属された後、本人の
希望に応じて専門分野に配属される。
消火、救助、救急、予防活動など、消防・防災行政の幅広
い業務に携わる。

東京都庁
およびその
出先機関

各政令指定都市
の役所

東京23区の
各区役所

各市役所

都道府県警

各自治体の消防署

容内事仕先務勤な主

公認会計士試験

TOEIC（Test of English for International Communication）

マイクロソフト オフィス スペシャリスト
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ＥＲＥ（経済学検定試験）は、主として各大学の経済学部やその他社会科学系学部の学生、ビジネス
界で活躍する社会人を対象に、全国規模で経済学の数理的・理論的な基礎知識の習得程度と実体経済
での応用能力のレベルを判定する６科目の検定試験です。

ＥＲＥミクロ・マクロとは、主に経済学部の１・２年生、他学部の学生や社会人を対象に経済学の基本
科目であるミクロ経済学・マクロ経済学の理論的な基礎知識の習得程度と実体経済での応用能力のレベ
ルを判定します。

問い合わせ先　日本経済学教育協会　http://www.ere.or.jp

問い合わせ先 http://www.newskentei.jp/

ERE、EREミクロ・マクロ

ニュース検定

　ニュース時事能力検定（ニュース検定）は、新聞やテレビのニュース報道を読み解くための「時
事力」を認定するもので、時事問題の理解に欠かせないキーワードや、社会の仕組みと流れにつ
いての知識を６段階に分けて測定する検定試験です。「時事力」は社会人として身につけておくべ
き基本の力で、就職活動の際にも必要となる力です。
　経済学部学生は、１年生の６月にニュース時事能力検定試験【Ｎ検】準２級を受験します。（受
験費用は経済学部負担）。
　また、準２級合格者は「２級合格対策講座」と題した、講義・オンライン講座・２級検定受検
のコースを無料で受講できます（検定料は自己負担です）。
　これをきっかけに卒業までにさらに上級の１級取得を目指して継続して学習してください。
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経済学部長

日本型の雇用・就業形態が根本的に転換しつつある今日、個性的な人生を送るポイントは、21世紀に必
要不可欠な産業あるいは職種で求められる能力を身に付けることです。こうした職種の一つに公共サービ
スを担う公務員があります。
公務員試験を突破するためにはまず経済学や法律の基本的な知識を修得しておかなければなりません。

そしてその多くは経済学部での学習によって身につくものです。普段の学習と公務員試験は別物ではありま
せん。
ですから、公務員試験にチャレンジしようとするみなさんは、経済学部専門科目における必修科目や各選
択科目、一般教養的科目で公務員試験の試験範囲に設定されている科目もバランスよく履修し、それを出
来る限り理解することが必要です。
また、キャリア形成支援センターの主催する公務員試験対策を目的とした講座が設けられていますので積
極的に参加してください。
「努力は裏切らない！」をモットーにして、目標に向かって着実にステップアップしてください。
参考として、公務員試験対策のため履修が望ましい経済学部１・２年次開講選択科目を例示します。

公務員試験を目指す経済学部のみなさんへ

第１部経済

国際経済

総合政策

第２部経済

「経済数学ⅠＡ・Ｂ」「経済学入門演習Ａ・Ｂ」
「統計学ⅠＡ・Ｂ」「経済数学ⅡＡ・Ｂ」「統計学ⅡＡ・Ｂ」「ミクロ経済学
演習」「マクロ経済学演習」「財政学Ａ・Ｂ」「金融論Ａ・Ｂ」「日本経済論
Ａ・Ｂ」「ミクロ経済学」「マクロ経済学」「経済政策Ａ・Ｂ」
※「特講Ⅰ」※「特講Ⅱ」
「経済数学ⅠＡ・Ｂ」「経済学入門演習Ａ・Ｂ」「経済データ分析Ａ・Ｂ」
「経済数学ⅡＡ・Ｂ」「統計分析論Ａ・Ｂ」「ミクロ経済学Ｂ」「マクロ経済
学Ｂ」「ミクロ・マクロ経済学演習Ｂ」「日本経済論Ａ・Ｂ」「国の財政」
「地方の財政」「現代金融論Ａ・Ｂ」
※「特講Ⅰ」※「特講Ⅱ」
「経済学の数学入門」「経済数学ⅠＡ・Ｂ」「経済数学ⅡＡ・Ｂ」「データ
分析」「ミクロ・マクロ経済入門Ａ・Ｂ」「ミクロ・マクロ経済入門演習Ａ・Ｂ」
「ミクロ経済」「ミクロ経済演習」「マクロ経済」「マクロ経済演習」「日本
経済論Ａ・Ｂ」「国の財政」「地方の財政」「現代金融論Ａ・Ｂ」
※「特講Ⅰ」※「特講Ⅱ」
「経済数学Ａ・Ｂ」「経済学入門演習Ａ・Ｂ」「ミクロ経済論」「マクロ経済
論」「ミクロ経済論演習」「マクロ経済論演習」「経済統計Ａ・Ｂ」
「金融論Ａ・Ｂ」「財政論Ａ・Ｂ」「日本経済論Ａ・Ｂ」

カリキュラム
2012年度入学生

目　　科科　学

※特講Ⅰ：憲法、特講Ⅱ：民法、特講Ⅲ：行政法、特講Ⅳ：公務員試験問題演習
（特講Ⅲ・Ⅳは３・４年次で履修してください。）

特講Ⅰ・Ⅱに関連して、以下の授業も履修することが望ましい。
「日本国憲法（2）」「法学Ａ（2）」「法学Ｂ（2）」（第２部は「法学（2）」）「民法Ａ（2）」「民法Ｂ（2）」）
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資格および業務

社会福祉主事は、福祉事務所の相談業務（ケースワーカー）を担当する職員の資格です。
下記の社会福祉法第19条第１号科目の中から、３科目以上修得し卒業した者に、任用資格が認めら

れますが、地方公務員として採用されなければ、この資格を活かすことはできません。なお、この資格を基
盤として、実務経験を持てば、児童福祉士等に任用されます。
また、民間福祉施設の職員採用条件として、社会福祉主事任用資格が求められることがあります。

（１）資格
大学において、社会福祉に関する科目を修めて卒業した者（社会福祉法第１９条第１号）。

（２）修得すべき科目
社会福祉法第19条第１号の規定により、大学において修得すべき社会福祉主事に関する科目の単位

は、下記の社会福祉法第19条第１号科目の中から３科目以上を修得してください。
※ がついている科目は全てセットで修得してください。

３．社会福祉主事

第１部　社会福祉主事に関する科目
社会福祉法第19条第1号科目 本学開講科目

社会福祉概論

社会福祉事業史

社会福祉援助技術論

社会福祉調査論

社会福祉施設経営論

社会福祉行政論

社会保障論

公的扶助論

児童福祉論

家庭福祉論
保育理論

身体障害者福祉論

知的障害者福祉論
精神障害者保健福祉論

老人福祉論

医療社会事業論

地域福祉論

法学

民法

行政法

社会福祉学概論A
社会福祉学概論B
社会福祉発達史A
社会福祉発達史B
社会福祉援助技術論ⅠA
社会福祉援助技術論ⅠB
社会福祉援助技術論ⅡA
社会福祉援助技術論ⅡB
社会調査入門Ⅰ
社会調査入門Ⅱ

社会福祉法制・行政A
社会福祉法制・行政B
●社会保障論A
●社会保障論B
●公的扶助論
児童福祉論A
児童福祉論B

障害者福祉論A
障害者福祉論B

高齢者福祉論A
高齢者福祉論B
医療福祉論A
医療福祉論B
●地域福祉論
●法学B
●日本国憲法
民法A
民法B
民法Ⅰ部（総則）A
民法Ⅰ部（総則）B
民法Ⅱ部（物権）A
民法Ⅱ部（物権）B
民法Ⅲ部（債権総論）A
民法Ⅲ部（債権総論）B
民法Ⅳ部（債権各論）A
民法Ⅳ部（債権各論）B
民法Ⅴ部（親族・相続）A
民法Ⅴ部（親族・相続）B
行政法Ⅰ部A
行政法Ⅰ部B
行政法Ⅱ部A
行政法Ⅱ部B

社会福祉法第19条第1号科目 本学開講科目

経済学

社会政策

経済政策

心理学

社会学

教育学

倫理学

公衆衛生学

医学一般

リハビリテーション論
看護学
介護概論
栄養学
家政学

経済学A
経済学B
ミクロ経済学入門
マクロ経済学入門

●経済学入門A
●経済学入門B
●ミクロ・マクロ経済入門A
●ミクロ・マクロ経済入門B
●生き方と働き方の経済
●雇用・労働政策
経済学（マクロ）
経済学（ミクロ）
応用マクロ経済学
応用ミクロ経済学
経済原論A
経済原論B

●社会政策A
●社会政策B
●経済政策A
●経済政策B
●心理学概論A
●心理学概論B
●心理学の基礎
●社会学A
●社会学B
社会学概論Ⅰ
社会学概論Ⅱ
教育基礎論Ⅰ
教育基礎論Ⅱ
教育学概論

●倫理学基礎論A
●倫理学基礎論B
●応用倫理学A
●応用倫理学B
●倫理学概説A
●倫理学概説B
倫理学概論

医学一般A
医学一般B

介護概論

科目を全て修得することにより認定

●印は学科教育課程表および他学部開放科目に掲載されている科目。
●印のない科目については、自由科目として履修してください。



社会福祉法第19条 第1号科目 本学開講科目

社会福祉概論 　社会福祉学概論A
　社会福祉学概論B

社会福祉事業史 ●社会福祉発達史A
●社会福祉発達史B

社会福祉援助技術論

　ソーシャルワークの基盤と専門職A
　ソーシャルワークの基盤と専門職B
　ソーシャルワークの理論と方法A
　ソーシャルワークの理論と方法B
　ソーシャルワークの理論と方法C
　ソーシャルワークの理論と方法D

社会福祉調査論 　社会調査入門Ⅰ
　社会調査入門Ⅱ

社会福祉行政論 ●社会福祉法制・行政A
●社会福祉法制・行政B

社会保障論 ●社会保障論A
●社会保障論B

公的扶助論 ●公的扶助論

児童福祉論 　児童福祉論A
　児童福祉論B

家庭福祉論 　家族援助論
保育理論

身体障害者福祉論 　障害者福祉論A
　障害者福祉論B

知的障害者福祉論
精神障害者保健福祉論

老人福祉論 　高齢者福祉論A
　高齢者福祉論B

医療社会事業論 　医療ソーシャルワーク論

地域福祉論 ●地域福祉論A
　地域福祉論B

法学 ●法学A
●法学B

民法

●民法A
●民法B
　民法Ⅰ（総則）Ａ
　民法Ⅰ（総則）Ｂ
　民法Ⅱ(物権)Ａ
　民法Ⅱ(物権)Ｂ
　民法Ⅲ(債権総論)Ａ
　民法Ⅲ(債権総論)Ｂ
　民法Ⅳ(債権各論)Ａ
　民法Ⅳ(債権各論)Ｂ
　民法Ⅴ(親族・相続)Ａ
　民法Ⅴ(親族・相続)Ｂ

行政法

　行政法ⅠＡ
　行政法ⅠＢ
　行政法ⅡＡ
　行政法ⅡＢ

社会福祉法第19条 第1号科目 本学開講科目

経済学

　経済学A
　経済学B
　ミクロ経済学入門
　マクロ経済学入門
●経済学入門A
●経済学入門B
●ミクロ・マクロ経済入門A
●ミクロ・マクロ経済入門B
●生き方・働き方の経済学
●ワーク・ライフ・バランスの総合政策
　経済学(マクロ)
　経済学(ミクロ)
　応用マクロ経済学
　応用ミクロ経済学
　経済原論Ａ
　経済原論Ｂ

社会政策 ●社会政策A
●社会政策B

経済政策 ●経済政策A
●経済政策B

心理学

　心理学概論Ａ
　心理学概論Ｂ
●心理学A
●心理学B

社会学

●社会学A
●社会学B
　社会学概論Ⅰ
　社会学概論Ⅱ

教育学
　教育基礎論Ⅰ
　教育基礎論Ⅱ
　教育学概論

倫理学

●倫理学基礎論A
●倫理学基礎論B
●応用倫理学A
●応用倫理学B
●倫理学概説A
●倫理学概説B
　倫理学概論

公衆衛生学
医学一般
リハビリテーション論

　医学一般

看護学
介護概論 　介護概論
栄養学
家政学

　科目を全て修得することにより認定

●印は学科教育課程表および他学部開放科目に掲載されている科目。
● 印のない科目については、自由科目として履修してください。ただし、

科目によっては、自由科目でも履修できない場合があります。
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経済学部長

日本型の雇用・就業形態が根本的に転換しつつある今日、個性的な人生を送るポイントは、21世紀に必
要不可欠な産業あるいは職種で求められる能力を身に付けることです。こうした職種の一つに公共サービ
スを担う公務員があります。
公務員試験を突破するためにはまず経済学や法律の基本的な知識を修得しておかなければなりません。

そしてその多くは経済学部での学習によって身につくものです。普段の学習と公務員試験は別物ではありま
せん。
ですから、公務員試験にチャレンジしようとするみなさんは、経済学部専門科目における必修科目や各選
択科目、一般教養的科目で公務員試験の試験範囲に設定されている科目もバランスよく履修し、それを出
来る限り理解することが必要です。
また、キャリア形成支援センターの主催する公務員試験対策を目的とした講座が設けられていますので積
極的に参加してください。
「努力は裏切らない！」をモットーにして、目標に向かって着実にステップアップしてください。
参考として、公務員試験対策のため履修が望ましい経済学部１・２年次開講選択科目を例示します。

公務員試験を目指す経済学部のみなさんへ

第１部経済

国際経済

総合政策

第２部経済

「経済数学ⅠＡ・Ｂ」「経済学入門演習Ａ・Ｂ」
「統計学ⅠＡ・Ｂ」「経済数学ⅡＡ・Ｂ」「統計学ⅡＡ・Ｂ」「ミクロ経済学
演習」「マクロ経済学演習」「財政学Ａ・Ｂ」「金融論Ａ・Ｂ」「日本経済論
Ａ・Ｂ」「ミクロ経済学」「マクロ経済学」「経済政策Ａ・Ｂ」
※「特講Ⅰ」※「特講Ⅱ」
「経済数学ⅠＡ・Ｂ」「経済学入門演習Ａ・Ｂ」「経済データ分析Ａ・Ｂ」
「経済数学ⅡＡ・Ｂ」「統計分析論Ａ・Ｂ」「ミクロ経済学Ｂ」「マクロ経済
学Ｂ」「ミクロ・マクロ経済学演習Ｂ」「日本経済論Ａ・Ｂ」「国の財政」
「地方の財政」「現代金融論Ａ・Ｂ」
※「特講Ⅰ」※「特講Ⅱ」
「経済学の数学入門」「経済数学ⅠＡ・Ｂ」「経済数学ⅡＡ・Ｂ」「データ
分析」「ミクロ・マクロ経済入門Ａ・Ｂ」「ミクロ・マクロ経済入門演習Ａ・Ｂ」
「ミクロ経済」「ミクロ経済演習」「マクロ経済」「マクロ経済演習」「日本
経済論Ａ・Ｂ」「国の財政」「地方の財政」「現代金融論Ａ・Ｂ」
※「特講Ⅰ」※「特講Ⅱ」
「経済数学Ａ・Ｂ」「経済学入門演習Ａ・Ｂ」「ミクロ経済論」「マクロ経済
論」「ミクロ経済論演習」「マクロ経済論演習」「経済統計Ａ・Ｂ」
「金融論Ａ・Ｂ」「財政論Ａ・Ｂ」「日本経済論Ａ・Ｂ」

カリキュラム
2012年度入学生

目　　科科　学

※特講Ⅰ：憲法、特講Ⅱ：民法、特講Ⅲ：行政法、特講Ⅳ：公務員試験問題演習
（特講Ⅲ・Ⅳは３・４年次で履修してください。）

特講Ⅰ・Ⅱに関連して、以下の授業も履修することが望ましい。
「日本国憲法（2）」「法学Ａ（2）」「法学Ｂ（2）」（第２部は「法学（2）」）「民法Ａ（2）」「民法Ｂ（2）」）
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資格および業務

社会福祉主事は、福祉事務所の相談業務（ケースワーカー）を担当する職員の資格です。
下記の社会福祉法第19条第１号科目の中から、３科目以上修得し卒業した者に、任用資格が認めら

れますが、地方公務員として採用されなければ、この資格を活かすことはできません。なお、この資格を基
盤として、実務経験を持てば、児童福祉士等に任用されます。
また、民間福祉施設の職員採用条件として、社会福祉主事任用資格が求められることがあります。

（１）資格
大学において、社会福祉に関する科目を修めて卒業した者（社会福祉法第１９条第１号）。

（２）修得すべき科目
社会福祉法第19条第１号の規定により、大学において修得すべき社会福祉主事に関する科目の単位

は、下記の社会福祉法第19条第１号科目の中から３科目以上を修得してください。
※ がついている科目は全てセットで修得してください。

３．社会福祉主事

第１部　社会福祉主事に関する科目
社会福祉法第19条第1号科目 本学開講科目

社会福祉概論

社会福祉事業史

社会福祉援助技術論

社会福祉調査論

社会福祉施設経営論

社会福祉行政論

社会保障論

公的扶助論

児童福祉論

家庭福祉論
保育理論

身体障害者福祉論

知的障害者福祉論
精神障害者保健福祉論

老人福祉論

医療社会事業論

地域福祉論

法学

民法

行政法

社会福祉学概論A
社会福祉学概論B
社会福祉発達史A
社会福祉発達史B
社会福祉援助技術論ⅠA
社会福祉援助技術論ⅠB
社会福祉援助技術論ⅡA
社会福祉援助技術論ⅡB
社会調査入門Ⅰ
社会調査入門Ⅱ

社会福祉法制・行政A
社会福祉法制・行政B
●社会保障論A
●社会保障論B
●公的扶助論
児童福祉論A
児童福祉論B

障害者福祉論A
障害者福祉論B

高齢者福祉論A
高齢者福祉論B
医療福祉論A
医療福祉論B
●地域福祉論
●法学B
●日本国憲法
民法A
民法B
民法Ⅰ部（総則）A
民法Ⅰ部（総則）B
民法Ⅱ部（物権）A
民法Ⅱ部（物権）B
民法Ⅲ部（債権総論）A
民法Ⅲ部（債権総論）B
民法Ⅳ部（債権各論）A
民法Ⅳ部（債権各論）B
民法Ⅴ部（親族・相続）A
民法Ⅴ部（親族・相続）B
行政法Ⅰ部A
行政法Ⅰ部B
行政法Ⅱ部A
行政法Ⅱ部B

社会福祉法第19条第1号科目 本学開講科目

経済学

社会政策

経済政策

心理学

社会学

教育学

倫理学

公衆衛生学

医学一般

リハビリテーション論
看護学
介護概論
栄養学
家政学

経済学A
経済学B
ミクロ経済学入門
マクロ経済学入門

●経済学入門A
●経済学入門B
●ミクロ・マクロ経済入門A
●ミクロ・マクロ経済入門B
●生き方と働き方の経済
●雇用・労働政策
経済学（マクロ）
経済学（ミクロ）
応用マクロ経済学
応用ミクロ経済学
経済原論A
経済原論B

●社会政策A
●社会政策B
●経済政策A
●経済政策B
●心理学概論A
●心理学概論B
●心理学の基礎
●社会学A
●社会学B
社会学概論Ⅰ
社会学概論Ⅱ
教育基礎論Ⅰ
教育基礎論Ⅱ
教育学概論

●倫理学基礎論A
●倫理学基礎論B
●応用倫理学A
●応用倫理学B
●倫理学概説A
●倫理学概説B
倫理学概論

医学一般A
医学一般B

介護概論

科目を全て修得することにより認定

●印は学科教育課程表および他学部開放科目に掲載されている科目。
●印のない科目については、自由科目として履修してください。



社会福祉法第19条 第1号科目 本学開講科目

社会福祉概論 ●社会福祉学概論A
●社会福祉学概論B

社会福祉事業史

社会福祉援助技術論

　ソーシャルワーク論A
　ソーシャルワーク論B

社会福祉調査論 　社会調査入門Ⅰ
　社会調査入門Ⅱ

社会福祉行政論 ●社会福祉法制・行政

社会保障論 　社会保障論A
　社会保障論B

公的扶助論 ●公的扶助論

児童福祉論 ●児童福祉論

家庭福祉論
保育理論

身体障害者福祉論 ●障害者福祉論

知的障害者福祉論
精神障害者保健福祉論

老人福祉論 ●高齢者福祉論

医療社会事業論

地域福祉論 ●地域福祉論

法学 ●法学
●日本国憲法

民法

●民法A
●民法B
　民法Ⅰ（総則）Ａ
　民法Ⅰ（総則）Ｂ
　民法Ⅱ(物権)Ａ
　民法Ⅱ(物権)Ｂ
　民法Ⅲ(債権総論)Ａ
　民法Ⅲ(債権総論)Ｂ
　民法Ⅳ(債権各論)Ａ
　民法Ⅳ(債権各論)Ｂ
　民法Ⅴ(親族・相続)Ａ
　民法Ⅴ(親族・相続)Ｂ

社会福祉法第19条 第1号科目 本学開講科目

行政法

　行政法ⅠＡ
　行政法ⅠＢ
　行政法ⅡＡ
　行政法ⅡＢ

経済学

　経済学A
　経済学B
●労働の経済Ａ
●労働の経済Ｂ
●経済学入門A
●経済学入門B
　経済原論Ａ
　経済原論Ｂ

社会政策 ●社会政策A
●社会政策B

経済政策 　経済政策A
　経済政策B

心理学

　心理学概論Ａ
　心理学概論Ｂ
●心理学A
●心理学B

社会学

●社会学A
●社会学B
　社会学概論Ａ
　社会学概論Ｂ

教育学
　教育基礎論Ⅰ
　教育基礎論Ⅱ
　教育学概論

倫理学

●倫理学A
●倫理学B
●倫理学概説A
●倫理学概説B
　倫理学概論A
　倫理学概論B

公衆衛生学
医学一般 　医学一般
リハビリテーション論
看護学
介護概論 　介護概論
栄養学
家政学

　科目を全て修得することにより認定

●印は学科教育課程表および他学部開放科目に掲載されている科目。
● 印のない科目については、自由科目として履修してください。ただし、

科目によっては、自由科目でも履修できない場合があります。

90100

第２部　社会福祉主事に関する科目

社会福祉法第19条第1号科目 本学開講科目

社会福祉概論

社会福祉事業史

社会福祉援助技術論

社会福祉調査論

社会福祉施設経営論

社会福祉行政論

社会保障論

公的扶助論

児童福祉論

家庭福祉論
保育理論

身体障害者福祉論

知的障害者福祉論
精神障害者保健福祉論

老人福祉論

医療社会事業論
地域福祉論

法学

民法

行政法

●社会福祉学概論A
●社会福祉学概論B

社会福祉援助技術論ⅠA
社会福祉援助技術論ⅠB
社会福祉援助技術論ⅡA
社会福祉援助技術論ⅡB
社会調査入門Ⅰ
社会調査入門Ⅱ

社会福祉法制・行政A
社会福祉法制・行政B
社会保障論A
社会保障論B

児童福祉論A
児童福祉論B

障害者福祉論A
障害者福祉論B

高齢者福祉論A
高齢者福祉論B

地域福祉論
●法学
●日本国憲法
●民法A
●民法B
民法Ⅰ部（総則）A
民法Ⅰ部（総則）B
民法Ⅱ部（物権）A
民法Ⅱ部（物権）B
民法Ⅲ部（債権総論）A
民法Ⅲ部（債権総論）B
民法Ⅳ部（債権各論）A
民法Ⅳ部（債権各論）B
民法Ⅴ部（親族・相続）A
民法Ⅴ部（親族・相続）B
行政法Ⅰ部A
行政法Ⅰ部B
行政法Ⅱ部A
行政法Ⅱ部B

社会福祉法第19条第1号科目 本学開講科目

経済学

社会政策

経済政策

心理学

社会学

教育学

倫理学

公衆衛生学

医学一般

リハビリテーション論
看護学
介護概論
栄養学
家政学

経済学A
経済学B
●経済学入門A
●経済学入門B
●労働の経済A
●労働の経済B
経済原論A
経済原論B
●社会政策A
●社会政策B
●経済政策A
●経済政策B
●公共政策A
●公共政策B
心理学概論A
心理学概論B
●心理学の基礎
●社会学A
●社会学B
社会学概論A
社会学概論B
教育基礎論Ⅰ
教育基礎論Ⅱ
教育学概論
●倫理学A
●倫理学B
●倫理学概説A
●倫理学概説B
倫理学概論A
倫理学概論B

医学一般A
医学一般B

介護概論

科目を全て修得することにより認定

●印は学科教育課程表および他学部開放科目に掲載されている科目。
●印のない科目については、自由科目として履修してください。
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第２部　社会福祉主事に関する科目

社会福祉法第19条第1号科目 本学開講科目

社会福祉概論

社会福祉事業史

社会福祉援助技術論

社会福祉調査論

社会福祉施設経営論

社会福祉行政論

社会保障論

公的扶助論

児童福祉論

家庭福祉論
保育理論

身体障害者福祉論

知的障害者福祉論
精神障害者保健福祉論

老人福祉論

医療社会事業論
地域福祉論

法学

民法

行政法

●社会福祉学概論A
●社会福祉学概論B

社会福祉援助技術論ⅠA
社会福祉援助技術論ⅠB
社会福祉援助技術論ⅡA
社会福祉援助技術論ⅡB
社会調査入門Ⅰ
社会調査入門Ⅱ

社会福祉法制・行政A
社会福祉法制・行政B
社会保障論A
社会保障論B

児童福祉論A
児童福祉論B

障害者福祉論A
障害者福祉論B

高齢者福祉論A
高齢者福祉論B

地域福祉論
●法学
●日本国憲法
●民法A
●民法B
民法Ⅰ部（総則）A
民法Ⅰ部（総則）B
民法Ⅱ部（物権）A
民法Ⅱ部（物権）B
民法Ⅲ部（債権総論）A
民法Ⅲ部（債権総論）B
民法Ⅳ部（債権各論）A
民法Ⅳ部（債権各論）B
民法Ⅴ部（親族・相続）A
民法Ⅴ部（親族・相続）B
行政法Ⅰ部A
行政法Ⅰ部B
行政法Ⅱ部A
行政法Ⅱ部B

社会福祉法第19条第1号科目 本学開講科目

経済学

社会政策

経済政策

心理学

社会学

教育学

倫理学

公衆衛生学

医学一般

リハビリテーション論
看護学
介護概論
栄養学
家政学

経済学A
経済学B
●経済学入門A
●経済学入門B
●労働の経済A
●労働の経済B
経済原論A
経済原論B
●社会政策A
●社会政策B
●経済政策A
●経済政策B
●公共政策A
●公共政策B
心理学概論A
心理学概論B
●心理学の基礎
●社会学A
●社会学B
社会学概論A
社会学概論B
教育基礎論Ⅰ
教育基礎論Ⅱ
教育学概論
●倫理学A
●倫理学B
●倫理学概説A
●倫理学概説B
倫理学概論A
倫理学概論B

医学一般A
医学一般B

介護概論

科目を全て修得することにより認定

●印は学科教育課程表および他学部開放科目に掲載されている科目。
●印のない科目については、自由科目として履修してください。

Ⅲ　留学制度
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第１章　全学部共通　制度

〔１〕語学セミナーについて
　本学では、キャンパス・学部・大学院・通信教育部制を問わず参加できる、海外の大学で学ぶ語学研修・
異文化体験プログラムを実施しています。それぞれ夏季・春季休暇期間中に実施されます。
　語学セミナーに参加した学生は、所定の手続きにより単位認定を受けることが可能です。単位認定の詳細
については、「東洋大学語学セミナー参加学生に対する単位認定について」を確認してください。
※春期語学セミナーについては、卒業年度生は参加できない場合がありますので、希望する方は国際交流セ
　ンターまでお問い合わせください。

●夏期語学セミナー

コース概要

①　トンプソンリバーズ大学（TRU）コース
～全期間ホームステイで、カナダの文化・習慣・生活を肌で感じる感動体験～
研修先：トンプソンリバーズ大学（カナダ・ブリティッシュコロンビア州カムループス）
期　間：毎年８月～９月（約４週間）

●春期語学セミナー
②　ダブリンシティ大学（DCU）コース
～６週間のホームステイと英語集中プログラム。ヨーロッパの歴史を感じながら英語力アップ～
研修先：ダブリンシティ大学（アイルランド・ダブリン市）
期　間：毎年２月～３月（約６週間）
内　容：全期間ホームステイで、食事は平日２食付き（朝・夜）です。ゴールウェイ観光（２泊３日）
 をはじめとする旅行、セントパトリック・デイなども楽しめます。

③　CQ（シーキュー）大学（CQU）コース
～ホームステイ・英語集中講座・アクティビティを通じてリスニング・スピーキング力アップ～
研修先：CQ大学（オーストラリア・クイーンズランド州）
期　間：毎年２月～３月（約４週間）
内　容：全期間ホームステイで、食事は３食付きです。授業やアクティビティを通じ、英語・オーストラ
 リア特有のアボリジニ文化を学べます。

④　大連外国語大学（大外）コース
～東洋大学とゆかりの深い大連は、日本企業が中国で最も多く進出しているビジネスエリア。中国語を全く
　習ったことがなくても参加できます。～
研修先：大連外国語大学（中国・遼寧省大連市）
期　間：毎年２月～３月（約４週間）
内　容：大学構内の留学生寮に滞在（二人部屋）し、食事は自己負担で、学食や近辺の食堂を利用
 します。日帰り旅順研修旅行、瀋陽研修旅行（２泊３日）も含まれます。

内　容： 全期間ホームステイで、食事は平日２食付です。リスニング・スピーキングに重点を置いた英
語集中講座、大自然を体感できる多数のアクティビティ、研修旅行等を通じ、“使える”英語
の習得を目的としたプログラムです。

　下記の研修先・内容は、2011年度に実施されたものです。実際の研修先・内容は、募集年度のパンフレット
（国際交流センター発行）または、国際交流センターホームページ（http://www.toyo.ac.jp/international/）を参
照してください。

第１章　全学部共通　制度
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第１章　全学部共通　制度

〔１〕語学セミナーについて
　本学では、キャンパス・学部・大学院・通信教育部制を問わず参加できる、海外の大学で学ぶ語学研修・
異文化体験プログラムを実施しています。それぞれ夏季・春季休暇期間中に実施されます。
　語学セミナーに参加した学生は、所定の手続きにより単位認定を受けることが可能です。単位認定の詳細
については、「東洋大学語学セミナー参加学生に対する単位認定について」を確認してください。
※春期語学セミナーについては、卒業年度生は参加できない場合がありますので、希望する方は国際交流セ
　ンターまでお問い合わせください。

●夏期語学セミナー

コース概要

①　トンプソンリバーズ大学（TRU）コース
～全期間ホームステイで、カナダの文化・習慣・生活を肌で感じる感動体験～
研修先：トンプソンリバーズ大学（カナダ・ブリティッシュコロンビア州カムループス）
期　間：毎年８月～９月（約４週間）

●春期語学セミナー
②　ダブリンシティ大学（DCU）コース
～６週間のホームステイと英語集中プログラム。ヨーロッパの歴史を感じながら英語力アップ～
研修先：ダブリンシティ大学（アイルランド・ダブリン市）
期　間：毎年２月～３月（約６週間）
内　容：全期間ホームステイで、食事は平日２食付き（朝・夜）です。ゴールウェイ観光（２泊３日）
 をはじめとする旅行、セントパトリック・デイなども楽しめます。

③　CQ（シーキュー）大学（CQU）コース
～ホームステイ・英語集中講座・アクティビティを通じてリスニング・スピーキング力アップ～
研修先：CQ大学（オーストラリア・クイーンズランド州）
期　間：毎年２月～３月（約４週間）
内　容：全期間ホームステイで、食事は３食付きです。授業やアクティビティを通じ、英語・オーストラ
 リア特有のアボリジニ文化を学べます。

④　大連外国語大学（大外）コース
～東洋大学とゆかりの深い大連は、日本企業が中国で最も多く進出しているビジネスエリア。中国語を全く
　習ったことがなくても参加できます。～
研修先：大連外国語大学（中国・遼寧省大連市）
期　間：毎年２月～３月（約４週間）
内　容：大学構内の留学生寮に滞在（二人部屋）し、食事は自己負担で、学食や近辺の食堂を利用
 します。日帰り旅順研修旅行、瀋陽研修旅行（２泊３日）も含まれます。

内　容： 全期間ホームステイで、食事は平日２食付です。リスニング・スピーキングに重点を置いた英
語集中講座、大自然を体感できる多数のアクティビティ、研修旅行等を通じ、“使える”英語
の習得を目的としたプログラムです。

　下記の研修先・内容は、2011年度に実施されたものです。実際の研修先・内容は、募集年度のパンフレット
（国際交流センター発行）または、国際交流センターホームページ（http://www.toyo.ac.jp/international/）を参
照してください。

　東洋大学語学セミナー参加学生に対する単位認定について
　
（１）単位認定対象科目

学部 指定 語学セミナー（英語） 語学セミナー（中国語）

経済学部

春季
英 語Ⅱ（ 表 現 ） Ａ
英 語Ⅱ（ 理 解 ） Ａ
英 語 Ⅲ Ａ

中国語Ⅱ（文法）Ａ…
中国語Ⅱ（総合）Ａ
中 国 語 Ⅲ Ａ…
中 国 語 上 級 Ａ

夏季

英 語Ⅰ（ 表 現 ） Ｂ
英 語Ⅰ（ 理 解 ） Ｂ
英 語Ⅱ（ 表 現 ） Ｂ
英 語Ⅱ（ 理 解 ） Ｂ
英 語 Ⅲ Ｂ

中国語Ⅰ（文法）Ｂ
中国語Ⅰ（総合）Ｂ
中国語Ⅱ（文法）Ｂ
中国語Ⅱ（総合）Ｂ
中 国 語 Ⅲ Ｂ
中 国 語 上 級 Ｂ

（２）上記科目の単位認定要件
　　以下の要件全てを満たさないと単位が認定されません。

①単位認定する科目が単位未修得であること。
②語学セミナーに参加し、所定の評価を受けること。
③語学セミナーオリエンテーションにて配付する「語学セミナー単位認定希望有無調査票」
に単位認定を希望する旨を記入し、所定の期日までに教務課窓口に提出すること。

（３）単位認定までの流れ　
＊スケジュールは変更することがあります。参加する年度に必ず掲示を確認してください。

夏期セミナー 春期セミナー

語学セミナー説明会 ５月 １１月

↓

語学セミナー参加申し込み ６月 １１月

↓

語学セミナーオリエンテーション
（参加決定者対象） ７月 １月

↓

語学セミナー参加（要件②） ８～９月 ２～３月

↓

履修登録・単位認定対象科目の申請（要件③） １０月 翌年度の４月

↓

単位認定可否・成績評価通知 １１月 翌年度の５月

↓

（単位認定可）成績表・成績証明書に単位認
定対象科目の成績評価掲載 ３月 翌年度の９月
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〔２〕交換留学制度と認定留学制度

１．交換留学制度
　東洋大学では、現在３４大学と学術交流協定を締結し、またISEP（アイセップ）＊に加盟しています。交
換留学制度とは、アメリカ・イギリス・カナダ・オーストラリア・アイルランド・ドイツ・フランス・韓国・中国の協定
校、または米国のISEP加盟校に１学年度間学生を派遣し、同じくこれらの大学から交換留学生を本学に受
け入れる制度です。
*ISEP （International Student Exchange Program） とは、世界中のISEP加盟校間で学生交換留
学を推進する、非営利団体のコンソーシアム（世界的な大学連合組織）です。本学の交換留学の対象は、
米国のISEP加盟校（約１４０校）に限ります。

（１）　制度の特徴
い扱取の数年学在と籍学　 ①

②　単位の認定
件条・容内修履の目科、しら照に表程課育教の科学属所、後了終学留、は位単たし得修に中間期学留 　

等が適合した場合は、卒業単位に認定されます（上限４８単位、卒業論文は除く）。「本学の修得単位」
と「本学で認定された留学先大学の修得単位」により所属学部の卒業要件を満たせば、４年間での卒業
が可能となります。

　　ただし、所属学科・学年によっては４年間で卒業できません。

単位認定対象科目：科目ごとに個別認定　
単位認定手続き： 

留学終了後、国際交流センターにて留学先大学発行の「成績証明書」を受領する。
※大学により、発送される時期は異なります。

国際交流センターより配布される「交換留学単位認定願」に留学先で履修した科目・成績
を記入して、「成績証明書」、テキスト、シラバス等を教務課に提出し、単位認定を申請す
る。申請は留学終了後、１か月内に行うこと。

学部教授会で単位認定の可否について審議される。留学先大学から送付される成績証明
書等をもとに評価が決められ、単位認定科目・単位数が決定する。
認定科目を決定する際、担当教員と面談をする場合もある。
（第Ⅰ期：２月、第II期：９～１０月頃）

成績発表時に単位認定の結果（認定：N）が本学の成績表に印字される。

留学希望者は、単位認定方法について教務課で説明を受ける。
（留学決定後、単位認定方法や必要書類等についての説明会を行ないます）

　「東洋大学学生の留学に関する規程」第３条に基づき、本学の交換留学制度には協定校・ＩＳＥＰ交換留
学制度および認定留学制度があります。
※以下の情報は、２０１２年度４月現在の情報です。内容は変更される場合がありますので、随時学内掲
示・国際交流センターのホームページ（http://www.toyo.ac.jp/international/）で最新の情報を確認してく
ださい。　

　交換留学は、休学することなく留学できます（留学中も本学に在籍していますので、留学期間は在学年数に
算入されます）。「本学の修得単位」と「本学で設定された留学先大学の修得単位」により所属学部の卒業要件
を満たせば、４年間での卒業が可能となります。ただし、所属学科・学年によっては４年間で卒業できません。
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○単位認定について

派遣留学生は、留学先大学・大学院で取得した単位に関し、本学開講科目の単位として認定を申請できます。

単位の認定は、留学先における履修科目の内容および時間数が本学開講の対応科目と合致することが条件です。

そのためには留学前に指導教員、所属学部の国際交流委員、または教務課担当者と留学中の勉学計画について

十分に話し合いをしておくことが重要です。単位認定は、教授会の審議を経て決定されます。

○認定の基準

１．留学先大学の授与した単位数にかかわらず、留学先大学で履修した科目の実際の授業時間数を考慮して

○認定の事前相談

　単位認定の対象科目については、事前に教務課で確認を行う必要があります。

 行います。

２．原則として、授業内容が本学開講科目と同様である必要があります。ただし、学科の内規・慣行により、
 本学開講科目と異なる場合でも、認定される場合があります。

③　履修の継続（通年制対象：第Ⅱ期交換留学生の全学科）
　第Ⅱ期交換留学生は、春学期試験終了後（８月）以降に留学が開始されます。その年度の春学期に
履修登録した秋学期開講科目・通年開講科目については、所定の手続きを行うことにより、翌年度の秋学
期から継続して履修することができます。ただし、翌年度に申請科目が開講されていない場合、または申請
した科目同士が時間割上重複した場合は継続履修できません。なお、継続履修科目の登録は教務課に
て行います。したがって、留学中に「東洋大学Web情報システム」での履修登録は行わないでください。

④　留学にかかる費用
係る経費はすべて自己負に外以れそ。すまれさ除免てしと則原きづ基に定協、は料業授の学大先学留　 　

担となります。国や地域により、留学に係る費用は異なります。実際にかかる費用の目安は、国際交流セン
ター発行の「留学の手引き」に掲載されています。

　（自己負担費用）
東洋大学の学費（留学中も本学に在学しているため、学費は通常通り本学に納入してください）
渡航費
大学指定の海外旅行傷害保険料
留学先での寮費、食費、教材費、生活費等
＜ISEP交換留学＞　現地での大学寮費・食事代として、出発前に東洋大学へ 850,000 円（日本円）を
支払います。また、ISEP登録料がかかります（約４万円）。
＜その他の協定校へ留学する場合＞　出発前または現地で大学寮費・食費を直接留学先の大学へ
支払います。

⑤　『東洋大学交換留学生奨学金』の支給
（すまし給支を」金学奨生学留換交学大洋東「らか学本、に員全生学たれば選に生学留換交　 　 本学の

授業料相当額）。ただし、本学から他の奨学金（東洋大学第１・２・３種奨学金）が支給されている場合は、
この奨学金は支給されません。また、減免措置を受けている私費留学生は、減免後の授業料相当額と
なります。

限を度年業
修の定所、きづ基に条６第」程規るす関に料減免業授生学外国人留費私学大洋東「、は生学留費私○ 　

度とし、授業料が減免されています。所定の修業年度とは、学部生４年、大学院生博士

○
○
○
○
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前期（修士）は２年、博士後期は３年です。交換留学で卒業が延期となり、所定の修業年度を超えた
場合の授業料については減免を受けられませんので注意してください。

留学をする場合は、事前に手続き。んせまりあはで金学奨の学本、は金学奨の構機援支生学本日）独（※ 　
等が必要になる場合がありますので、留学が決定次第、学生生活課へ申し出てください。

（２）　募集概要
留学先の地域により、年２回（６月・１１月）、募集・選考を行います。

第Ⅰ期 第Ⅱ期
１． 派遣先国・派遣期間 １学年度間　　

［オーストラリア］２月～１２月 
［　韓　国　］３月～翌年１月

１学年度間 
［アメリカ］８月～翌年５月 

［カ ナ ダ］８月～翌年４月 
［イギリス］９月～翌年６月 

［アイルランド］９月～翌年５月 
［ド イ ツ］９月～翌年７月 
［フランス］９月～翌年５月 
［中 国］９月～翌年７月

２． 募 集 人 数 ７名 ５０名
３． 募集説明会・願書配布 ４月 １０月
４． 応 募 締 切 ７月 １１月
５． 学 内 選 考 試 験 ７月中旬 １１月中旬
６． 合 格 発 表 ８月 １２月
７． 出 願 資 格 １）学　籍

学大、生年４の定予学進院学大学本、生年３～１部学の学本、ていおに時願出 　
院生であること。

２）語学能力 

生で学大先学留、りあに分十が欲意学留】圏語国中・語スンラフ・語ツイド 【　
活・勉強ができるレベルの語学能力を有する者。

 <語学能力基準> 
　留学にあたっては、下記の基準を満たしていることが望ましい。
語 圏 基 準

英 語

 

ドイツ語 ドイツ語技能検定３級程度
フランス語 フランス語技能検定３級程度
中 国 語 中国語検定３級または中国語試験HSK３級程度
韓 国 語 「ハングル」能力検定２級程度

確を報情の新最で等項要集募、ジーペムーホータンセ流交際国ず必はに際の願出。すまりあが合場るす更変は容内 ※  
認してください。

　【英語圏】
アイルランド・アメリカ・カナダ：出願時において、TOEFL‒iBT５５点または
TOEFL‒ITP４８０点以上を取得している者。
オーストラリア：出願時において、TOEFL‒iBT６１点またはTOEFL‒ITP５００
点以上を取得している者。
イギリス：出願時において、IELTS６.０点またはTOEFL‒iBT７９点以上を取得
している者。

アイルランド・アメリカ・カナダ：TOEFL‒iBT６１点または
TOEFL‒ITP５００点以上
オーストラリア：TOEFL‒iBT８０点またはTOEFL‒ITP５５０点
以上
イギリス：IELTS６.５点またはTOFLE‒iBT９０点以上
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（３）　派遣先大学および募集人数
語 圏 期 別 国 大学名 募集人員

英 語 第Ⅱ期

ア メ リ カ

ミズーリ大学セントルイス校 
モンタナ大学 
ウィノナ州立大学 

ISEP加盟校（約１４０校） 

１ 名
１ 名
２
４ 名
４ 名
２ 名
２ 名

 名

１６ 名

カ ナ ダ トンプソンリバーズ大学 ２ 名

イ ギ リ ス カーディフ大学  ２ 名

アイルランド
ダブリンシティ大学
リムリック大学

リンゼイ・ウィルソン大学
カリフォルニア州立大学モントレーベイ校
テネシー大学ノックスビル校
メルヴィル大学

 
３ 名
１ 名

第Ⅰ期 オーストラリア
サンシャイン・コースト大学（※２０１２年度募集なし） 
シーキュー大学（CQU） 

―
２ 名

ドイツ語 第Ⅱ期 ド イ ツ マールブルク大学 ２ 名

フランス語 第Ⅱ期 フ ラ ン ス ストラスブール大学 ３ 名

中 国 語 第Ⅱ期 中 国 大連外国語大学 ２ 名

韓 国 語 第Ⅰ期 韓 国

韓国外国語大学 
建国（コングク）大学 
東国（トンゴク）大学 
大邱（テグ）大学 

１ 名
２ 名
１ 名
２ 名

合　計 ５７ 名

２．認定留学制度
　認定留学制度とは、協定校の枠にとらわれず、学位授与権のある海外の大学へ留学する制度です。交
換留学と同様、本学を休学することなく留学できます。
　出願・入学手続きは、原則として各自で行いますので、留学に先立って十分な情報を収集し、綿密な計画
を立てることが不可欠です。

（１）　制度の特徴
①　学籍と在学年数の取扱い

年学在は間期学留、でのすまいてし籍在に学本も中学留（すまきで学留くなとこるす学休、は学留定認　 　
数に算入されます）。「本学の修得単位」と「本学で認定された留学先大学の修得単位」により所属
学部の卒業用件を満たせば、４年間での卒業が可能となります。

②　単位の認定
交換留学制度　の「②単位の認定」と同様。

③　履修の継続（通年制対象：第Ⅱ期認定留学生全学科留学年度の春学期試験終了後以降に出発する場合）
　留学年度の春学期に履修登録した秋学期開講科目・通年開講科目については、所定の手続きを行うこと
により、翌年度の秋学期から継続して履修することができます。ただし、翌年度に申請科目が開講されていな
い場合、または申請した科目同士が時間割上重複した場合は継続履修できません。なお、継続履修科目の
登録は教務課にて行います。したがって、留学中に「東洋大学Web情報システム」での履修登録は行わ
ないでください。
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④　留学にかかる費用
　東洋大学から奨学金が支給されます（⑤参照）が、留学にかかる費用はすべて自己負担となります。留
学する国や地域、大学により、費用は大幅に異なります。
　　（自己負担費用）

東洋大学の学費（留学中も本学に在学しているため、学費は通常通り本学に納入してください）
留学先大学の授業料
渡航費
大学指定の海外旅行傷害保険料
留学先での寮費、食費、教材費、生活費等

⑤　『東洋大学認定留学生奨学金』の支給
　認定留学生には、本学から「東洋大学認定留学生奨学金」を支給します（本学の授業料半額相当）。

支は金学奨のこ、は合場るいてれさ給支が）金学奨種３・２・１第学大洋東（金学奨の他らか学本、しだた 　
給されません。また、減免措置を受けている私費留学生は、減免後の授業料の半額相当となります。

留学する場合は、事前に手続き等が。んせまりあはで金学奨の学本、は金学奨の構機援支生学本日）独（ ※
必要になる場合がありますので、留学が決定次第、学生生活課へ申し出てください。

（２）　募集概要
１．派遣先国・大学 学位授与権のある海外の大学の中から、自由に選べます。

盟加PESIの上以０３、国カ０２界世、は学留）トクレイダ・プッセイア（tceriD－PESI 　○　　
校で実施しており、申請すれば、本学では認定留学となります。詳細は、ISEPのホーム
ページで確認してください。http://www.isep.org/students/Programs/isep_direct.asp

　　○　語学学校、短期大学、専門学校等は不可。

２．募 集 人 数 若干名

３．願 書 配 布 随時（国際交流センターホームページよりダウンロードできます）

４．応 募 締 切 第Ⅱ期：春学期終了後に出発する場合（８～１０月留学開始）：２月末日
第Ⅰ期：秋学期終了後に出発する場合（２～ ４月留学開始）：１１月末日

５．選 考 方 法 書類審査・面接審査

６．合 格 発 表 出願２～３ヵ月後

７．派 遣 期 間 １学年度間以内

８．出 願 資 格 出願時において、以下の①、②を満たしていること。
①本学の学部１～３年生、本学大学院進学予定の４年生、大学院生であること。
②原則として、留学先大学からの入学許可書を入手していること。

（３）　教務課での事前相談について
　交換留学及び認定留学をすることが決定した学生は、留学終了後、最短で卒業および諸資格取得を可
能にするために、履修・手続き上注意すべき点（継続履修及び学年進行に関わる科目、帰国後の授業・成
績等）について、必ず履修登録前に教務課窓口に相談してください。

○
○
○
○
○



99236

語学セミナー・留学制度に関する問い合わせ 
国際交流センター（３号館５階） 
℡ ０３ ３９４５ ７６８２
http://www.toyo.ac.jp/international/ 
受付時間 月～金 ９：３０～１３：００、１４：００～１６：４５

土 ９：３０～１２：４５

学籍・履修・単位認定に関する問い合わせ 
教務課窓口（６号館１階） 
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TOEICにおいて、本学経済学部学生が以下に定めるスコアを取得し、それを証明する書類の提出など
所定の手続きをとれば、「英語」の履修が免除され、相応の単位と評価が認定されます。

☆対象学生
20 年度以降入学の本学経済学部第１部・第２部学生

☆TOEIC認定基準表

☆単位が認定される科目名と単位数（各 単位）
第１部
「英語Ⅰ（表現）Ａ」「英語Ⅰ（表現）Ｂ」「英語Ⅰ（理解）Ａ」「英語Ⅰ（理解）Ｂ」
「英語Ⅱ（表現）Ａ」「英語Ⅱ（表現）Ｂ」「英語Ⅱ（理解）Ａ」「英語Ⅱ（理解）Ｂ」
「英語ⅢＡ」「英語ⅢＢ」

第２部
「英語ⅠＡ」、「英語ⅠＢ」、「英語ⅡＡ」、「英語ⅡＢ」

※原則として、申請科目は、当該学期の履修登録科目とします。

☆スコア取得時期と単位認定年次
原則として
２年生 ： １年生在学中に取得したスコアが対象となります。
３年生 ： ２年生在学中に取得したスコアが対象となります。
４年生 ： ３年生在学中に取得したスコアが対象となります。

☆追加申請
一度申請し、単位認定を受けた後、TOEIC認定基準表のさらに上のランクのスコアを取得した場合は、

次学年時に再度申請することができます。その場合、増加した科目分の単位と評価が追加認定されます。

☆申請期間
春学期及び秋学期における各履修登録手続期間中

☆申請時に提出する書類
経済学部TOEIC単位認定申請書
TOEICのスコアを証明する公式の書類
OFFICIAL SCORE CERTIFICATE（認定証）または本学経済学部主催のＩＰテストのスコア
レポート（現物とコピーを窓口に持参し、コピーを提出）

第２章　経済学部独自学生支援プログラム
 1 ．TOEICによる単位認定制度

（変更があった場合は、学部掲示板にて周知しますので、注意してください。）
TOEICによる単位認定制度

点　　数
520～599
600～699
700～799
800以上

各年次で認定可能な科目数（単位数）（注１）
１科目（ 単位）
２科目（ 単位）
３科目（ 単位）
４科目（ 単位）

評　　価
Ａ
Ａ
Ａ
Ｓ
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☆主な手続き
� 該当するスコアの取得者は、履修登録期間に申請科目を履修登録のうえ、提出書類を経済学部
教務課に提出し、所定の手続きをとる。

� 経済学部語学委員会で提出書類を審査。
� 経済学部教授会で審議・承認。
� 単位認定した科目の担当教員に単位・評価が認定された旨を連絡。
� 当該学生に単位・評価が認定された旨を通知。
� 経済学部教務課で当該学生の履修・成績評価を処理。
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本学経済学部学生が、ホームステイをしながらウォーリック大学（イギリス・コヴェントリー）において、休
暇期間中に約３週間実施される英語研修に参加し、所定の要件を満たし、所定の手続きをとれば、「英
語」の履修が免除され、相応の単位と評価が認定されます。

《研修の概要》
・東洋大学での４回の事前学習。
・経済学部専任教員が引率し渡英。
・ウォーリック大学専任スタッフによる英語および英会話等の集中レッスン。
・ウォーリック大学が厳選するホームステイ先における英国の社会・文化の実体験。
・Oxford、Stratford‐upon‐Avon（シェークスピアの生誕地）、Iron Bridge（産業革命ゆかりの地）な
どへの週末旅行。
・習得した英会話力のロンドンでの実践。
※上記の研修で３０コマ（１コマ９０分）以上に相当する学習内容を確保します。

《対象学生》
本学経済学部第１・２部学生。

《成績評価》
東洋大学での事前学習、ウォーリック大学での研修などに参加し、所定の要件を満たし、所定の申請

手続きをとった後、語学委員会で審査し、教授会の審議・承認を経て、「英語Ａ」および「英語Ｂ」の２
科目セットで、それぞれ１単位、計２単位を認定します。

《研修参加時期と単位認定される科目名・単位数》
原則として研修に参加した次学年時に履修する「英語Ａ」（１単位）および「英語Ｂ」（１単位）の

２科目、合計２単位が認定されます。（ただし、４年次での研修参加者はこの限りではありません）

第１部　　１年次に参加：「英語Ⅱ（表現）Ａ」「英語Ⅱ（表現）Ｂ」または
「英語Ⅱ（理解）Ａ」「英語Ⅱ（理解）Ｂ」のいずれか２科目２単位

２年次に参加：「英語ⅢＡ」「英語ⅢＢ」の２科目２単位
３年次に参加：「英語ⅢＡ」「英語ⅢＢ」の２科目２単位

（ただし、３年次に英語Ⅲが未履修の場合に限ります）

第２部　　１年次に参加：「英語ⅡＡ」「英語ⅡＢ」の２科目２単位

《申請期間》
研修に参加した次学年の最初のセメスタにおける履修登録手続期間中に一括申請を行ってください。
※原則として、申請科目は、当該学期の履修登録科目とします。

 2 ．経済学部語学研修（ウォーリック大学）
経済学部では、夏季休暇中にイギリス中部のコヴェントリーにあるウォーリック大学で、学部独自の語学研

修を実施しています。期間は約３週間で、現地大学教員による英会話の集中レッスンやホームステイを通じ、
英語の一層のスキルアップと貴重な体験ができます。
また、語学研修の成績・事前研修およびレポート等を総合的に判断した結果、成績評価が優秀な学生に
対し旅費の一部（上限５万円）を援助しています。
また、以下のような単位認定制度（研修参加翌年度に認定）が整備されています。
なお、研修後のレポート作成および研修参加費が必要となります。

（変更があった場合は、学部掲示板にて周知しますので、注意してください。）
経済学部語学研修（ウォーリック大学）による単位認定制度
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《申請時に提出する書類》
経済学部語学研修（ウォーリック大学）単位認定申請書

《語学研修（ウォーリック大学）参加による単位認定の手順》

５月　　　　参加希望者は募集説明会に出席

６月　　　　研修参加者の決定・発表

６～７月　　事前学習（英語集中講座）および事前研修（２回実施）に参加決定者は出席

９月　　　 ウォーリック大学およびロンドンにて語学研修を実施

12月～　　　経済学部語学委員会および経済学部教授会で語学研修の成績評価について審査・
審議翌年１月

翌年１月　　語学研修の成績評価を参加者に通知

参加した 単位認定希望者は、語学研修に参加した次学年の最初のセメスタの履修登録期間に
単位認定申請手続を行う（注１）次の学年

申請手続　　経済学部語学委員会および経済学部教授会で単位認定申請内容について審査・審
議し、承認された単位認定結果を単位認定申請者に通知した翌月

注１：秋学期に学年が上がる学生は、秋学期の履修登録期間に単位申請手続を行いますの
で、教務課窓口にご相談ください。

 ３ ．経済学部海外研修（ストラスブール大学・マールブルグ大学）
３月初旬に本学の協定校であるフランス・ストラスブール大学、ドイツ・マールブルグ大学で10日間程度の

海外研修を実施しています。研修では現地大学教授による経済学の講義や学生との交流会、海外の文
化・習慣・歴史に触れることにより貴重な体験ができます。研修の前に事前学習、研修後にはレポート作成
を行います。
なお、研修参加費が必要となります。

《その他》
参加費用・日程・募集人数等の詳細については、募集チラシを参照してください。
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本学経済学部学生が、ホームステイをしながらウォーリック大学（イギリス・コヴェントリー）において、休
暇期間中に約３週間実施される英語研修に参加し、所定の要件を満たし、所定の手続きをとれば、「英
語」の履修が免除され、相応の単位と評価が認定されます。

《研修の概要》
・東洋大学での４回の事前学習。
・経済学部専任教員が引率し渡英。
・ウォーリック大学専任スタッフによる英語および英会話等の集中レッスン。
・ウォーリック大学が厳選するホームステイ先における英国の社会・文化の実体験。
・Oxford、Stratford‐upon‐Avon（シェークスピアの生誕地）、Iron Bridge（産業革命ゆかりの地）な
どへの週末旅行。
・習得した英会話力のロンドンでの実践。
※上記の研修で３０コマ（１コマ９０分）以上に相当する学習内容を確保します。

《対象学生》
本学経済学部第１・２部学生。

《成績評価》
東洋大学での事前学習、ウォーリック大学での研修などに参加し、所定の要件を満たし、所定の申請

手続きをとった後、語学委員会で審査し、教授会の審議・承認を経て、「英語Ａ」および「英語Ｂ」の２
科目セットで、それぞれ１単位、計２単位を認定します。

《研修参加時期と単位認定される科目名・単位数》
原則として研修に参加した次学年時に履修する「英語Ａ」（１単位）および「英語Ｂ」（１単位）の

２科目、合計２単位が認定されます。（ただし、４年次での研修参加者はこの限りではありません）

第１部　　１年次に参加：「英語Ⅱ（表現）Ａ」「英語Ⅱ（表現）Ｂ」または
「英語Ⅱ（理解）Ａ」「英語Ⅱ（理解）Ｂ」のいずれか２科目２単位

２年次に参加：「英語ⅢＡ」「英語ⅢＢ」の２科目２単位
３年次に参加：「英語ⅢＡ」「英語ⅢＢ」の２科目２単位

（ただし、３年次に英語Ⅲが未履修の場合に限ります）

第２部　　１年次に参加：「英語ⅡＡ」「英語ⅡＢ」の２科目２単位

《申請期間》
研修に参加した次学年の最初のセメスタにおける履修登録手続期間中に一括申請を行ってください。
※原則として、申請科目は、当該学期の履修登録科目とします。

 2 ．経済学部語学研修（ウォーリック大学）
経済学部では、夏季休暇中にイギリス中部のコヴェントリーにあるウォーリック大学で、学部独自の語学研

修を実施しています。期間は約３週間で、現地大学教員による英会話の集中レッスンやホームステイを通じ、
英語の一層のスキルアップと貴重な体験ができます。
また、語学研修の成績・事前研修およびレポート等を総合的に判断した結果、成績評価が優秀な学生に
対し旅費の一部（上限５万円）を援助しています。
また、以下のような単位認定制度（研修参加翌年度に認定）が整備されています。
なお、研修後のレポート作成および研修参加費が必要となります。

（変更があった場合は、学部掲示板にて周知しますので、注意してください。）
経済学部語学研修（ウォーリック大学）による単位認定制度
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《申請時に提出する書類》
経済学部語学研修（ウォーリック大学）単位認定申請書

《語学研修（ウォーリック大学）参加による単位認定の手順》

５月　　　　参加希望者は募集説明会に出席

６月　　　　研修参加者の決定・発表

６～７月　　事前学習（英語集中講座）および事前研修（２回実施）に参加決定者は出席

９月　　　 ウォーリック大学およびロンドンにて語学研修を実施

12月～　　　経済学部語学委員会および経済学部教授会で語学研修の成績評価について審査・
審議翌年１月

翌年１月　　語学研修の成績評価を参加者に通知

参加した 単位認定希望者は、語学研修に参加した次学年の最初のセメスタの履修登録期間に
単位認定申請手続を行う（注１）次の学年

申請手続　　経済学部語学委員会および経済学部教授会で単位認定申請内容について審査・審
議し、承認された単位認定結果を単位認定申請者に通知した翌月

注１：秋学期に学年が上がる学生は、秋学期の履修登録期間に単位申請手続を行いますの
で、教務課窓口にご相談ください。

 ３ ．経済学部海外研修（ストラスブール大学・マールブルグ大学）
３月初旬に本学の協定校であるフランス・ストラスブール大学、ドイツ・マールブルグ大学で10日間程度の

海外研修を実施しています。研修では現地大学教授による経済学の講義や学生との交流会、海外の文
化・習慣・歴史に触れることにより貴重な体験ができます。研修の前に事前学習、研修後にはレポート作成
を行います。
なお、研修参加費が必要となります。

《その他》
参加費用・日程・募集人数等の詳細については、募集チラシを参照してください。
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Ⅳ　学籍および各種証明書について



内　　　　　　　　　　容 適用学則

在　　籍 入学の手続きを完了し、学生証の交付を受けた学生は、本学の在籍者としての
身分を有することになります。

二重学籍の禁止 本学に在籍しているにもかかわらず、他大学及び本学の他学部・他学科に在籍
（在学）することはできません。 学則第 34 条

修業年限 本学に学生として最低 4 年間在学し、所定の単位を修得しなければ卒業は出来
ません。

学則第19条・第52条・
第 53 条第 1 項

在学年限 卒業に必要な単位を修得するために通算して在学できる年数（在学年数）は、
最長 8 年間です。ただし、休学期間の年数は在学年数に含みません。 学則第 20 条

各種変更届

入学手続き時に届け出た内容に変更が生じた場合、教務課の窓口で所定の用紙
に変更箇所を記入し、届け出なければなりません。特に学籍簿は学生の身分を
本学が証明する基礎となる重要な書類であり、永久保存され厳重に保管される
ものです。変更が生じた（氏名変更、住所変更等）場合はすみやかに届け出て
ください。

変更用紙は「東洋大学 Web 情報システム」から出力が可能です。
主な変更届と提出場所は以下の通りです。

※「東洋大学 Web 情報システム」を利用しても変更が可能です。

学則第 28 条第 3 項

変更事項 受付窓口 注意事項（提出物等）
本人氏名変更 

（改姓・改名）

教
務
課
窓
口

戸籍抄本

本人住所変更　※ 
（電話番号の変更含む） 外国人学生は登録原票記載事項証明書

最寄駅名変更　※
保証人変更 保証人の署名・捺印必要
保証人住所変更　※

（電話番号の変更含む）
保証人勤務先変更　 ※

（電話番号の変更含む）
緊急時連絡人変更
緊急時連絡人住所変更　※

（電話番号の変更含む）

本籍地変更 住民票（本籍の記載があるもの）
または戸籍抄本

学生証

本学の入学手続きを完了した学生に、学生証を交付します。
学生証は、本学学生としての身分を証明するものであり、常に携帯し、次の場
合これを提示しなければなりません。

　１）本学の教職員の請求がある場合
　２）定期試験を受験する場合
　３）各種証明書や学生旅客運賃割引証明書（学割）等の交付を受ける場合
　４） 通学定期乗車券や学生割引乗車券を購入する際と、それを利用して乗車

船した際に係員の請求があった場合、等

学生証は、学長印、学生本人の写真、裏面シールの添付が無いものは無効です。
学生証は他人に貸与、または譲渡することはできません。

学則第 29 条

有効期限
学生証の有効期限は４月１日から次年度の４月 15 日まで
の１年間です。入学時に交付を受けた学生証は４年間使
用します。

有効期限の更新
毎年学期初旬の進級手続き期間内に、学生証の裏面シー
ルを貼りかえ、学生証の有効期間の更新を受けなければ
なりません。

返還 卒業または退学・除籍等、本学に籍が無くなった場合は、
学生証を本学に返還しなければなりません。
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第１章　学籍（学籍異動に関する手続）



内　　　　　　　　　　容 適用学則

学生証

再発行
学生証を紛失もしくは破損・著しく汚損した場合は、直ちに本学へ届
け出し、以下の手続きに従って学生証の再発行をしなければなりませ
ん。

（再発行には１週間かかります。）

紛失の場合

①学生生活課で遺失物届出の確認
②証明書発行機で学生証再発行届出力
③学生生活課で再発行届に確認印を受領
④教務課窓口に③の再発行届を提出
⑤１週間後、教務課窓口で学生証と「学生証裏面シール」を受取り、
学生証裏面にシールを貼付

破損・棄損の
場合 破損・棄損した学生証を教務課窓口に持参し、再発行手続きをとります。

※再発行には再発行手数料（2,000 円）がかかります。

暗証番号
（パスワード）

第三者に不正使用されないために、4 桁の数字の暗証番号が登録され
ています。就学手続き時に届け出た暗証番号は、証明書発行機で証明
書を発行する際に必要です。メモなどを取り、必ず覚えておいてくだ
さい。

学籍番号

入学手続きを完了した学生には、学籍番号が与えられた学生証に記載されます。この
学籍番号は、卒業まで変わることはありません。
履修登録や、試験の答案用紙提出、各種の届出、証明書の申請等で必要となりますので、
正確に記憶しておいてください。

休　　学

病気・家庭の事情・留学等の理由で、3 ヶ月以上本学に修学できない場合は、教授会
の許可を得て休学することが出来ます。 学則第 35 条

期間

〇春学期休学の場合： 春学期の休学許可を受けた日から、当該学期の
9 月 30 日まで

〇秋学期休学の場合： 秋学期の休学許可を受けた日から、当該学期の
3 月 31 日まで

原則として２セメスタを超える休学することはできません。ただし、
特別な事情がある場合は教授会の許可を得て休学することが出来ます。

学則第 35 条第 2 項

休学の期間は通算して 8 学期（4 年間）を超えることはできません。

休学手続

休学希望者は、教務課で休学の説明を受け、許可願用紙に必要事項を
記入し保証人連署・捺印（印鑑は学生と保証人で別のものを使用）の上、
学生証を添え教務課窓口に提出してください。なお、事故・病気の場
合には、事故証明書、医師の診断書等が必要です。
休学に伴う納付金（学費等）については、P.115 参照。
休学の手続きは春学期休学の場合、6 月 30 日までとし、秋学期休学の
場合、12 月 31 日までとします（但し、窓口取扱期間に注意すること）。
次セメスタの休学希望者は定期試験期間までに教務課窓口に相談して
ください。２セメスタ連続休学を希望する場合は、各セメスタごとに
手続きが必要となります。
休学の期間は通算して 8 学期（セメスタ）を超えることはできません。学則第 38 条第 1 項
手続きについては、学生本人が行ってください。ただし、止むを得ず
本人が手続きが出来ない場合には、事前に教務課窓口に相談してくだ
さい。

許可 教授会で許可されると第 1 部学生は保証人宛に、第 2 部学生は本人宛
に休学許可書を郵送します。

履修登録 休学した学期の履修登録は全て無効となります。復学後あらためて履
修登録してください。

休学からの
復学 復学 〇春学期休学の場合：10 月 1 日付で復学しなければならない。

〇秋学期休学の場合： 4 月 1 日付で復学しなければならない。 学則第 35 条第 3 項

… 学科・学部コード
1210 第１部経済学部経済学科
1220 第１部経済学部国際経済学科
1230 第１部経済学部総合政策学科
2210 第２部経済学部経済学科

１ ２ １ ０ １ ２ ０ 9 9 9

学部・学科コード

学籍番号（10 桁）

入学年度
（西暦下 2桁）

番号（001 ～）

入学月（4月…0）
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内　　　　　　　　　　容 適用学則

休学から
の復学 復学手続

復学対象者（当該学期休学者）には、教務課より復学手続きの要領、復
学に必要な書類および納付金の振込用紙を各学期末に郵送します。
郵送された要領に従い指定の期間内に許可願用紙に必要事項を記入し、
保証人連署の上、学生証を持参し教務課で手続きしなければなりません。
復学に関する手続きを怠ると除籍となります。 学則第 38 条第 1 項

退　　学

事情により本学での修学が困難な場合は、教授会の許可を得て退学することができます。学則第 36 条

退学手続

退学希望者は、教務課で退学の説明を受け、許可願用紙に必要事項を記
入し保証人連署・捺印（印鑑は学生と保証人で別のものを使用）の上、
学生証を添えて教務課窓口に提出してください。なお、事故・病気の場
合には、事故証明書、医師の診断書等が必要です。
退学に伴う納付金（学費等）については、P.115 参照。
手続きについては、学生本人が行ってください。ただし、止むを得ず本
人が手続きが出来ない場合には、事前に教務課窓口に相談してください。

許可 教授会で許可されると第 1 部学生は保証人宛に、第 2 部学生は本人宛に
退学許可書を郵送します。

退学者の
再入学

再入学
退学した学生が、再入学を希望する場合、春学期再入学を希望する場合
は１月末、秋学期再入学を希望する場合は７月末までに教務課で再入学
の説明を受け、許可願用紙に必要事項を記入し保証人連署・捺印（印鑑
は学生と保証人で別のものを使用）の上、教務課窓口に提出してください。学則第 36 条第 2 項

許可 再入学が許可された場合、春学期へは 4 月 1 日付、秋学期へは 10 月 1 日
付で再入学することができます。

その他

再入学者は退学時までに在学していた期間を含め 8 年間で卒業しなけれ
ばなりません。 学則第 20 条第 2 項
再入学する学年は、原則として退学時の学年となりますが、単位の修得
状況によって学年を繰り下げる場合もあります。また、学科教育課程表
も入学年度のものを適用しますが、カリキュラムが大きく変わっている
場合には、再入学する学年の学科教育課程表を適用する場合があります。
履修方法については、再入学手続き時に教務課で説明をします。不明な
点は、教務課窓口へ問い合わせてください。

懲戒に 
よる退学

本学の規則に反し、または学生の本分に反する行為があった学生は、教授会の議を経て
懲戒による退学となる場合があります。 学則第 57 条

除　　籍

指定された期間内に納付金を納入しなかった学生、在学年限を超えた学生、休学期間を
超えた学生、新入生で指定された期間内に履修登録をしなかった学生、その他本学にお
いて修学の意志がないと認められる学生は除籍となります。 学則第 38 条

除籍とは 本学の学則およびその施行のために定められた規則に基づく権利の一切
を失うことです。

除籍になった
場合

すみやかに学生証を返還しなければなりません。
保証人宛に除籍通知書を郵送します。

除籍日
在校生の除籍日は 9 月 30 日又は、3 月 31 日とします。新入生で指定され
た期間内に履修登録をしなかった学生の除籍日は 4 月 30 日となります。
また、除籍者より証明書の申請があった場合には、除籍等の項目を明記
した在籍期間証明書を教務課窓口にて発行します。

除籍者の
再入学

再入学

除籍者は教授会の許可を得て再入学することができます（ただし、在学
年限を超えた者、休学期間を超えた者を除く）。除籍された学生が、再入
学を希望する場合、春学期再入学を希望する場合は１月末、秋学期再入
学を希望する場合は７月末までに教務課で再入学の説明を受け、許可願
用紙に必要事項を記入し保証人連署・捺印（印鑑は学生と保証人で別の
ものを使用）の上、教務課窓口に提出してください。

学則第 38 条第 3 項

許可 再入学が許可された場合、次年度の 4 月 1 日付および 10 月 1 日付で再入
学することができます。

その他

再入学者は除籍時までに在学していた期間を含め 8 年間で卒業しなけれ
ばなりません。 学則第 20 条第 2 項

再入学する学年は、除籍時の学年となりますが、単位の修得状況によっ
て学年を繰り下げる場合もあります。また、学科教育課程表も入学年度
のものを適用しますが、カリキュラムが大きく変わっている場合には、
再入学する学年の学科教育課程表を適用する場合があります。履修方法
については、再入学手続き時に教務課で説明をします。不明な点は、教
務課窓口へ問い合わせてください。
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内　　　　　　　　　　容 適用学則

進級制度

休学者が復学した場合等の特別な事情がない限り、原則として上級の学年に進級で
きます。
毎年 4 月初めの進級手続き期間内に、学生証の有効期限更新を受けなければなりま
せん。

4 年原級

本学に学生として最低 4 年間修学し、所定の単位を修得しなければ卒業はできませ
ん。
4 年次終了までに所定の単位数を修得できず、卒業できないことを 4 年原級といい
ます。卒業に必要な単位を修得するために通算して在学できる年数（在学年数）は、
最長で 8 年間ですから、その年限までは 4 年生ということになります。

原級手続

卒業できなかった学生は、教務課より郵送される要領に従って、教務課
で手続きをしてください。

原級に関する手続きを怠ると除籍になります。 学則第 38 条第 1 項

転部・転科

本学内で他の学部・学科への転部・転科を希望する学生に対し選考を実施します。 学則第 32 条
転部・転科先の学年は 2 年次または 3 年次となります。

手続き

11 月配布予定の試験要項に基づき手続きをとり、12 月下旬実施予定の試
験を受験してください。また、合格発表は翌年 3 月下旬に行う予定です。
試験要項と手続案内については学内に掲示されるので、注意してくださ
い。詳細については、教務課へ問い合わせてください。

編入学

本学では卒業後に本学の他学部・他学科への編入希望者に対して、編入学試験を実
施しています。試験要項は、9 月頃入試課にて配付予定です。 学則第 30 条

履修方法

編入学する学年は、原則として 3 年次となります。また、学科教育課程
表も編入学する入学年度のものを適用します。既修単位の取り扱いにつ
いては試験要項を確認してください。履修方法については、編入学の手
続時に教務課で説明をします。不明な点は、教務課窓口へ問い合わせて
ください。

転入学

他の大学の学生が、その大学の許可を得て本学に転入学を願い出たときは、転入学
試験を実施しています。試験実施要領は、9 月頃入試課にて配付予定です。 学則第 31 条

履修方法

転入学する学年は、原則として 2 年次または 3 年次となります。また、
学科教育課程表も転入学する入学年度のものを適用します。既修単位の
取り扱いについては試験要項を確認してください。履修方法については、
転入学の手続時に教務課で説明をします。不明な点は、教務課窓口へ問
い合わせてください。

科目等履修生

特定の授業科目を履修しようとする場合、科目等履修生として当該授業科目の履修
を許可される場合があります。 学則第 59 条

本学に在籍中は科目等履修生として授業科目を履修することはできません。

参考 科目等履修料―通年科目 40,000 円、半期科目 20,000 円（2011 年度）とな
ります。詳細については、教務課窓口へ問い合わせてください。

許可願

学籍異動に関する手続きをとる場合には、必ず教務課窓口で説明を受け、許可願を
提出しなければなりません。
主な許可願と提出物は以下の通りです。

※「許可願用紙」は「東洋大学 Web 情報システム」から出力が可能です。

許　可　項　目 受付窓口 注意事項
（提出物等）

休学許可願

教
務
課
窓
口

許
可
願
用
紙

休学からの復学許可願
退学許可願
退学からの再入学許可願
除籍からの再入学許可願
転部・転科願 志願書
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第２章 学則（学籍に関する事項の抜粋）

第３章　修学等

第１節　修業年限
（在学年限）
第20条 卒業に必要な単位を修得するために在学できる年数（以下「在学年数」という。）は、通算し

て８年を限度とする。この場合において、休学年数は在学年数に算入しない。
２ 再入学又は編入学をした者の在学年数は、前項の在学年数から再入学又は編入学までの通常の在
学の年数を控除した年数とする。

第４章　入学、退学、休学及び除籍等

第１節　入学、留学等
（入学の時期）
第24条 入学期は、学期の初日から30日以内とする。
（入学資格）
第25条 学部第１年次に入学できる者は、次の各号の一に該当する者とする。
一　高等学校を卒業した者
二 通常の課程による12年の学校教育を修了した者（通常の課程以外の課程によりこれに相当する
学校教育を修了した者を含む。）
三 外国において、学校教育における12年の課程を修了した者、又はこれに準ずる者で文部科学大
臣の指定したもの
四 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当
該課程を修了した者
五　文部科学大臣が指定した者
六 大学入学資格検定規程（昭和26年文部省令第13号）により文部科学大臣の行う大学入学資
格検定に合格した者
七 高等学校卒業程度認定試験規則（平成17年文部科学省令第１号）により文部科学大臣の行
う高等学校卒業程度認定試験に合格した者
八 その他本学において、相当の年令に達し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認
めた者

（入学の志願・選考）
第26条 入学志願者は、所定の書式による入学願書を提出し、別表（４）の１に定める入学検定料を

納入し、かつ、選考試験を受けなければならない。
（入学の手続き）
第27条 入学を許可された者は、入学金を納入し、所定の書式により誓約書を提出しなければならない。
（保証人）
第28条 保証人は、父、母又はその他の成人者で独立の生計を営む者でなければならない。
２ 保証人は、学生の在学中の一切の事項について責任を負う。
３ 学生は、保証人を変更し、又はその氏名若しくは居住地に変更があったときは、速やかに変更届を提
出しなければならない。

（学生証）
第29条 入学手続きを終えた者には、学生証を交付する。

第２章　学則（学籍に関する事項の抜粋）



111115

（編入学）
第30条 次の各号の一に該当する者が本学に編入学を希望するときは、選考の上、編入学を許可するこ
とができる。
一　短期大学を卒業した者
二　大学を卒業した者
三　高等専門学校を卒業した者
四　専修学校の専門課程（文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る。）を修了した者

（転入学）
第31条 他の大学の学生が、その大学の許可を得て本学に転入学を願い出たときは、転入学を認めるこ

とができる。
（転部・転科）
第32条 学生が学部の他の部へ、又は他の学部・学科へ転部・転科を願い出たときは、選考の上、これ

を許可することができる。
２　転部・転科に関する規程は、別に定める。
（留学）
第33条 学生が外国の大学で学修することを願い出たときは、教授会の議を経て留学を許可することが

できる。
２　前項の許可を得て留学した期間は、在学年数に算入する。
（二重学籍の禁止）
第34条 学生は、他の学部・学科と又は他の大学と併せて在学することはできない。

第２節　休学、退学、転学及び除籍
（休学）
第35条 学生が引き続き３ヵ月以上修学できないときは、許可を得て、その学期を休学することができる。
２ 休学は、連続する２学期限りとする。ただし、特別の事情がある場合は、教授会の議を経て、２学期
を超える期間の休学を許可することができる。ただし、休学の期間は、通算して８学期を超えることはで
きない。
３ 休学期間中に休学の理由が消滅した場合において、復学を願い出たときは、教授会の議を経て、これ
を許可することができる。

（退学）
第36条 退学しようとする者は、その理由を明確にして願い出て、許可を受けなければならない。
２　願いにより退学した者が、再入学を願い出たときは、教授会の議を経て、これを許可することができる。
（転学）
第37条 学生が転学を願い出たときは、教授会の議を経て、これを許可することができる。
（除籍）
第38条 次に掲げる各号のいずれかに該当する者は、除籍する。
一　授業料その他の学費を所定の期日までに納入しない者
二　第20条に定める在学年数を超えた者
三　第35条２項に定める休学期間を超えた者
四　新入生で指定された期限までに履修届を提出しないことその他本学において修学の意思がないと
認められる者

２ 学生は、除籍されることにより、本学則及びその施行のために定められた規則に基づいて有する一切
の権利を失う。
３ 第１項の規定（第２号及び第３号に掲げる者を除く。）により除籍された者が、再入学を願い出た
ときは、教授会の議を経て、これを許可することができる。

　　……第８章　賞罰及び奨学
（懲戒）
第57 条　学長は、本学の規則に反し、又は学生の本分に反する行為があった学生に対し、教授会の議

を経て、行為の軽重と教育上の必要とを考慮して、譴責、停学又は退学の処分をすることができ
る。
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２　退学処分は、次の各号の一に該当する者以外には、これを行うことはできない。
　　一　性行不良で改善の見込みがないと認められる者
　　二　学業を怠り、成業の見込みがないと認められる者
　　三　正当な理由なくして出席常でない者
　　四　本学の秩序を乱し、その他学生の本分に反した者
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（単位：円）

納付金は、４月期（春学期納入期間）に１年間分を全額一括納入す
ることが原則です。
ただし、授業料・一般施設設備資金については、次の二期に分けて納入
することができます。
第１期（春学期）納入期間　４月１日～４月25日
第２期（秋学期）納入期間　10月１日～10月15日

（各年の曜日の関係により、納入期間が短縮される場合があります。）
所定の納期までに納付金を納入しない学生は、学則第38条１項により、
除籍とします。
修学の意思がない場合は、納入期間内に退学許可願を教務課に提出
してください。
修学の意思がありながら学期始めに休学する場合は、納入期間内に休学
許可願を教務課に提出してください。
やむを得ない事情で納入期限までに納付金を納入できない場合は、納入
期間内に学生生活課に相談してください。

入学手続時（１年次）に分割納入した場合、２回目の納入に使用する
振込用紙は９月下旬に郵送します。
２年次以降は年間で必要な振込用紙をまとめて３月下旬に郵送します。
※分割納入する場合は、２回目の納入に使用する振込用紙を第２期
（秋学期）納入期間まで大切に保管してください。
保証人に送られる本学所定の当該年度の振込用紙を使用して金融機関
から振り込んでください。（第２部学生は入学時選択した送付先に送付、
留学生は本人に送付されます。）
現金の郵送・大学窓口での取扱は受け付けいたしません。
納入された納付金は超過納入が明らかな場合を除き返還いたしません。

※本人または保証人の住所に変更があった場合は、所定の手続により、住
所変更を行ってください。

○納付金についての問い合わせ先　　経理部財務課
TEL:03‐3945‐7305

○住所変更についての問い合わせ先　教務課窓口（６号館１階）
詳細はP.106［各種変更届］を参照してください。

経済学部納付金について

納入期間について

納入方法について

第３章　納付金に関する取扱

【2012年度入学　経済学部　納付金一覧】

経済学部

第１部

第２部

入学金 授業料
一般施設
設備資金

校友会費 甫水会費
学生課外活動
育成会費

合計
用費の他のそ費学

250,000 680,000 220,000 5,000 5,000 5,000 1,165,000

180,000 430,000 100,000 5,000 ― 5,000 720,000

「学費」と「その他の費用」を合わせて「納付金」と称します。
「学費」は大学徴収分を指し、「その他の費用」は預り金（受託徴収分）を指します。
２年次以降は、入学金を除く納付金が毎年度必要になります。

第３章　納付金に関する取扱
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第１期（春学期）の納入期限までに休学を願い出た場合
休学日を４月１日付として扱い、納付金のうち授業料は納入する必要は
ありません。
全額一括納入した場合は、第１期（春学期）分の授業料および第２期
（秋学期）分の納付金を払い戻しいたします。
春学期中に休学する場合
①春学期の途中で休学する場合、第１期（春学期）の納付金は払い戻
しをいたしません。
②全額一括納入した場合は、第２期（秋学期）分の納付金を払い戻し
いたします。
第２期（秋学期）の納入期限までに休学を願い出た場合
休学日を10月１日付として扱い、納付金のうち授業料は納入する必要は
ありません。
第２期（秋学期）分の納付金を納入した場合は、第２期（秋学期）分
の授業料を払い戻しいたします。
秋学期中に休学する場合
秋学期の途中で休学する場合、第２期（秋学期）の納付金は払い戻し
をいたしません。

２セメスタを連続して休学する場合
（当該学期に引き続き次学期も休学する場合）
連続休学する場合、次学期分の授業料を除く納付金は納入しなければ
なりません。

休学者が復学する場合の納付金は、入学年度の額が適用されます。
１セメスタ（半期）休学する場合、全額一括納入・分割納入の選択が
可能な納入期は、第１期（春学期）とします。
第２期（秋学期）に復学する場合は、復学時に１セメスタ（半期）分
の納付金を納入することになります。

新学期の納入期限の末日までに退学を願い出た場合
退学日を前学期の末日付として扱い、当該年度・学期の納付金を納入す
る必要はありません。
春学期中に退学する場合
①春学期の期中で退学する場合は、第１期（春学期）分の納付金は払
い戻しをいたしません。
②全額一括納入した場合は、第２期（秋学期）分の納付金は払い戻し
いたします。
秋学期中に退学する場合
秋学期の期中で退学する場合は、第２期（秋学期）分の納付金は払い
戻しをいたしません。

４年次生で原級する場合の納付金は、当該年度正規４年次生の納付金
を適用します。

学籍異動における
納付金の取扱について

休 学

セメスタ連続休学

休 学 復 学

退 学

原 級
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再入学する場合の納付金は、再入学する学年次の納付金を適用します。
ただし、入学金は、再入学する年度の新入生の額の半額となります。

納付金は転部・転科先の学年の納付金を適用します。ただし、入学金は、
転部・転科先との不足分を納入することになります。

編入学する場合の納付金は、編入学する年度の新入生の納付金を適用
します。ただし、本学出身者が編入学する場合、入学金は、編入学する年
度の新入生の額の半額となります。

転入学する場合の納付金は、転入学する年度の新入生の納付金を適用
します。

再 入 学

転 部 ・ 転 科

編 入 学

転 入 学
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４．各種証明書および実習料一覧

各種証明書

教務課では、以下に掲載する証明書を「証明書発行機」および「教務課窓口」で発行しています。

1．証明書発行機で発行される証明

証明書発行機で発行できる証明書は次のとおりです。
白山・白山第２・朝霞・川越・板倉いずれのキャンパスの発行機でも発行可能です。
発行の際は、学生証が必要です。

（2012年度）

注1）健康診断証明書は、本学の当該年度の定期健康診断を受診した場合のみ発行可能です。

2．教務課窓口で発行される証明

教務課窓口で各種証明書の発行を申請する場合は、次の手順になります。
証明書発行機にて画面の案内に従い、証明書発行に必要な金額の手数料を納めます。
発行される「証明書発行願」に必要事項を記入し、学生証を添えて当該窓口に申し込んでください。

（2012年度）

種　　　類 手数料
（円） 発行可能学年

必要期間手数料
（円）種　　　類

注1）学生証再発行
単位修得証明書

注4）学力に関する証明書
学芸員単位修得証明書
司書単位修得証明書
社会教育主事単位修得証明書
社会福祉主事単位修得証明書
卒業（見込）証明書･社会福祉士指定科目履修見込証明書

注2）人物証明書
注3）兄弟等の授業料免除に係わる証明書

英文成績証明書
英文在学証明書
英文卒業（見込）証明書
その他の証明書

注4）卒業証明書
注4）成績証明書

2,000

300

200

1,000

500

300

200

受付から１週間

証明書により異なる

在学証明書
卒業見込証明書
成績証明書
教育職員免許状取得見込証明書

注1）健康診断証明書

100

１～４年生
４年生

１～４年生
４年生

１～４年生

第４章　各種証明書および実習料一覧
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※証明書の有効期限は証明書日付から３ヵ月以内です。
申請後受け取りがなく、無効になった証明書は処分します。
注1）学生証再発行手続きの詳細については「学生証の再発行」の項目を参照してください。
注2）人物証明書は、原則として大学所定用紙に卒業論文担当教員が必要事項を記入後、教

務課窓口で証明手続きをします。記入済み所定用紙を教務課窓口に持参してください。
注3）兄弟等の授業料免除に係わる証明書は、学生生活課へ申し込んでください。
注4）卒業後、必要に応じて教務課窓口へ申し込んでください。

実習料他

教務課窓口で実習料等を納入する場合は、次の手順になります。
証明書発行機にて画面の案内に従い、実習料等の料金を納めます。
発行される「各種申込用紙」に必要事項を記入し、学生証を添えて教務課窓口に申し込んでくだ
さい。

（2012年度）

種　類 手数料
（円） 備　考

教育実習料（３週間実習）
教育実習料（２週間実習）
介護等体験実習料
教育職員免許状申請手数料
司書教諭修了証書申請手数料
相談援助実習料
博物館実習料
転部・転科試験受験料
卒業再試験料

15,000
10,000
10,000
3,600
1,000
40,000
10,000
10,000
5,000

別途保険料210円

１教科につき

１科目につき



3

は　じ　め　に
社会学部長　青木　辰司

１．人材の養成に関する目的
社会学部は、「古今東西の知の摂取と融合ならびに実践主義に基づき、理論と実証を最も重視し、現
代社会の問題に鋭く切り込む視座を涵養する人材の育成」を目標としている。
人権と社会正義の価値を重視し、現代社会をグローバルな視点から見据え、社会学的想像力の下に身近
な課題の発見と実証的な研究をする力量を養うことを目的とし、超少子高齢・人口減少社会を支え、
グローバルに活躍する人材の育成をめざしている。
２．学生に修得させるべき能力等の教育目標
社会学部の教育理念は「理論、実証、実践の結合」である。この理念の実現のために、以下のよう
な知識や能力の修得を目標としている。
⑴ 全学年必修の演習科目を通して、基本的なコミュニケーション能力と主体的な学習能力を修得する。
⑵ 多様な学部専門科目を通して、基礎的な社会学の理論や先行研究の成果についての知識を修得する。
⑶ 全学科必修の「社会調査および実習」を初めとする社会調査関連科目を通して、理論を質的・量
的に検証しながら、実証的に研究を行うコンピテンシー（成果をあげる行動特性）を修得する。
⑷ ４年間の学部教育を通して、社会学の知識と技能を、社会貢献や現代社会における諸問題の解
決へと結びつける実践力を修得する。

　皆さん、東洋大学社会学部にようこそ。
　いよいよ新しい生活が始まります。きっとこれからの４年間に亘る大学生活に対して、期待に胸をふくらませてお
られることでしょう。夢の実現にむかって、初心を忘れず、さらに大きな第一歩を進めてください。
　社会学部は、50年以上の伝統の下、以下のような教育理念と教育目標を据えています。この機会にその内容を
しっかりとかみしめて履修を行ってください。

この『履修要覧』は皆さんの４年間の学生生活を意義あるものとし、これからのキャンパス・ライフを豊かにする
ために作成され、入学時のみに配布されるものです。
「Ⅰ 社会学部の歴史と特色」では、東洋大学社会学部の誇るべき伝統とこれからの方向が示され、「Ⅲ 学科の
教育目標履修科目の選択（第１部）」においては、第１部の社会学科、社会文化システム学科、社会福祉学科、メ
ディアコミュニケーション学科、社会心理学科の５学科の、また、「Ⅳ 学科の教育目標履修科目の選択（第２部）」で
は、第２部の社会学科、社会福祉学科の２学科の、それぞれの特質が描かれています。
これを読むことによって、皆さんは社会学部生としてのアイデンティティーと心構えを知ることになるでしょう。
「Ⅱ 学修制度－履修登録・授業・試験・成績－」では、授業科目、授業時間、履修登録、成績評価、卒業要件や、
実際に授業をどのように受けていったらよいかが、具体的に書かれています。「単位」、「必修科目」、「演習」、「卒
業論文」などは、高校時代とは異なる新しい事柄と思われますので、内容を十分に理解するようにしてください。
そして、例示されているモデルを参考に、自分独自の時間割を作成してください。高校時代のように、あらかじめ
決められたものではなく、自分の関心にもとづいて自由に作り上げて、自分だけの「マイ・タイムテーブル」ができま
す。それこそが正に皆さんのカレッジライフを左右するストーリーになるのです。
一緒に配布されます、毎年度の『講義要項』（講義内容、教員の紹介、研究室案内など）と『履修登録のしお

り』（履修の手続きなど）をよく読んで、間違いのないように、確認しながら履修登録を行ってください。
「Ⅴ 諸資格」には、将来の職業選択に関係する教員、社会教育主事、社会福祉主事、学芸員、社会福祉士（国家
試験受験資格）、社会調査士、認定心理士などの資格取得の仕方について記載され、「Ⅵ 留学制度」では、語学セ
ミナーや海外留学などの案内が書かれています。皆さんがこれから就職や進学にチャレンジするために、大いに活
用されることを希望します。
そして「Ⅶ 学籍・納付金および各種証明書・実習料」では、在学年限、学生証、納付金納入方法、大学生として
守るべきルール（学則）があることについて、それぞれ細かく記載されています。
いずれも、皆さんが大学生活をスムースに進めるために必要不可欠な事項が書かれております。丁寧に読ん

で、重要と思われる箇所にはアンダーラインを引き、できればメモをとっておいてください。
皆さんが、自分の大学生活の過し方についてオリジナル・プランを設計して、それにもとづいて、多くのことを学

び、多くの人 と々出会い、そして新しい自分とも出会って、東洋大学生として、充実した４年間を送られますことを心
から願っております。








