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TeachersFrom

　高校時代は思う存分なにかに挑戦
できるとき。私はひたすらバスケット
ボールに打ち込みました。日々の練
習、朝練に筋トレ、われながらスト
イックな学生生活でしたが、目標を
もち挑戦すること、夢中になり突き
進むことはその後の人生の糧になる
と実感しています。

　高校では授業中よく居眠りをして
いた私も、政治経済の授業には集中
していました。現在は「働くこと」
や「家族」について経済学的な視点
から研究していますが、みなさんも
興味があることからどんなことを学
びたいか、考えてみるのもよいので
はないでしょうか。

堀内英次先生
国際経済学

湯川志保先生
労働経済学・家族の経済学

先生の高校時代At That Time

先生の高校時代 At That Time

はじめに――先生からあなたへ

経済学をとおした
世界と人との
ふれあいを

MesSagE

経済学部　経済学科

FROM TEACHERS
はじめに	 p3

FEATURES
学科の特徴	 p4

STUDENT LIFE
学生たちに聞く！	 p6

CLASSES
授業の特色と内容	 p8

SEMINARS
ゼミの紹介	 p10

BACKUP SYSTEM
学生へのサポート	 p11

VOICES OF OB & OG
卒業生の声	 p12

CAREERS
資格と就職先	 p13

CURRICULUM
4年間の学びの流れ	 p14

C O N T E N T S

好きなことから
学びへ

チャレンジ！

MesSagE

高校時代は
ゲームに

ハマっていました

MesSagE 　教育問題から地域社会、産業構造
まで、現代社会において無数にある
経済問題には絶対の正解があるとは
かぎりません。謎を発見し、解明し、
他者に伝える――実社会でも要求さ
れる学問的スキルをとおして、みな
さんとともに「謎」に挑戦できるの
を楽しみにしています。

古市将人先生
財政学

先生からのエールWords Of Cheer
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MMESSAGEESSAGE

経済学科、3つの特徴

　世界的な視野から今日の日本および世
界経済の動きを正しく捉え、積極的に企
業や社会の課題に取り組めるリーダーを
育成することを、経済学科は目指してい
ます。カリキュラムは実学重視の視点か
ら組まれており、皆さんは、世界経済の
実態を知ることから出発し、企業、財

政、金融、貿易などの経済原理と歴史を
学んだ上で、さまざまな課題の解決方法
に取り組んでいきます。卒業後のキャリ
アデザインを具体的にイメージしながら、
「自分流」の使える経済学をぜひ身に着
けてください。教員一同も、皆さんを応
援しています。

実学として役に立つ経済学：
「自分流」で課題に取り組める
ビジネスリーダーを目指す

奥田英信
経済学科長

Three Main 
Features

　経済の現場を知ることから出発し、
理論へと進んでいく実学重視のカリキ
ュラム。大学・実業界・政府系機関出
身など、豊富な経歴をもつ教員陣によ
る実践的講義を行います。

各界出身の教員陣による
実学重視のカリキュラム

1

　経済に関連する多様な科目を用意。
自分が興味をもった分野から経済学に
入り、少しずつ関心を広げていくこと
で、幅広い分野を学ぶことができます。

経済を学ぶ入り口となる
幅広く多様な科目を用意

2

　キャリアデザイン関連の講義によっ
て卒業後の夢を具体的にイメージする
ことで目標を明確化し、就業意識を高
めます。自分流の将来が見つかります。

明確な目標を設定し、
自ら考え行動する人材を育成

3
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　幅広い学びを求めてこの学科を選びました。「産業論」
の授業では国内企業が置かれている状況を地球規模で知り、
経済の大切さを実感しました。将来はマーケティングか金
融の仕事で多くの人と出会いたくて、アルバイト先の飲食
店でも、仕事仲間とのかかわりを大切にしています。

篠原理菜さん
経済学科3年／東京都立成瀬高等学校出身

人を笑顔にする仕事に就きたい

　高校生のころから公務員になりたいと考えていたので、
実績や公務員試験へのサポートが手厚い帝京大学へ進学し
ました。3年次から大学と提携した専門学校による試験対策
に特化した課外講座も受講。学内で受けられるのがうれし
いです。公務員になるための準備を着実に進めています。

　入学後、教員になるという中高時代の目標が復活。さま
ざまな産業を学ぶ「日本経済入門」の講義でも、将来進路
指導をするさい役立つかも、と教員目線になることも。経
済学科は人材の宝庫！　資格取得をめざす人、積極的にイ
ンターンシップに参加する人など、人脈も広がりました。

牧宏紀さん
経済学科3年／埼玉県立朝霞高等学校出身

公務員への着実なステップ

濱田歩希さん
経済学科3年／千葉県立船橋芝山高等学校出身

自主性を育み行動力もアップ

# STUDENT LIFE# STUDENT LIFE # STUDENT LIFE# STUDENT LIFE # STUDENT LIFE# STUDENT LIFE # STUDENT LIFE# STUDENT LIFE

MUST-HAVE
ITEM

キャンパスライフチュータ
ーの仲間たち。後輩と新入
生を誘ったときの一枚。

本を読んだり、ゲームをし
たり……部屋で快適に過ご
すために購入した座椅子。

吹奏楽部のマーチング風景。
パートはホルン。箱根駅伝
の応援を沿道でしたい！

パソコンはレポートの作成
や授業でも使うので、持っ
ていると便利です。

スイスの実業家の自己啓発
本。細かい項目分けでいろ
んな状況に対応しています。

入学祝いとして両親からも
らったボールペン。4色＋
シャーペンで機能的です。

RINA 
SHINOHARA

- Junior -

HIRONORI 
MAKI

- Junior -

MINA 
TAKIKAWA

- Sophomore -

AYUKI HAMADA
- Junior -

ソラティオキッチンではピ
アノのBGMが流れていて、
それが何気にお気に入り。

軽音サークルでドラムを担
当。はじめてライブは緊張
しましたが、上達も実感！

　所属する吹奏楽部ではスポーツの応援で演奏することも
ありますが、「スポーツビジネス概論」では、そうした応
援もビジネスと関係があることを知り、この分野に興味を
もちました。さまざまな角度から経済を学び、将来は選手
の応援やサポートをする人に光を当てる仕事がしたいです。

滝川未菜さん
経済学科2年／
東京都私立二松学舎大学附属高等学校出身

スポーツとビジネスの接点に

学生たちに聞く！

MEMORIES

MEMORIES

MEMORIES

MEMORIES

RECOMMEND

RECOMMEND

STAY
HOME
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統計学

　統計学とはデータを扱う学問。「あ
の投手は、力はあるのにプレッシャー
に弱い」「ショートヘアの方が男の子
にもてる」など、ふだん何気なく交わ
している会話の延長線上にも統計学は
存在します。本講義では、統計学の基
礎を押さえることで、数字や図表が多
く、難しいと思われがちな「データの
眺め方」のコツを伝授します。

授業の特色と内容

Pi
ck

 Up

C l a s s e s

　日本もその一員であるアジア。ひとくちに
アジアといっても、風土や歴史はさまざま。
そのような多様性を背景にアジアの経済はど
のように発展してきたのか。日本の江戸時代
の対外関係を皮切りに、「経済と政治・社会」
の観点を土台にしつつ、欧米諸国や中国との
関係を考察し、近代アジアの歴史と経済をダ
イナミックに読み解きます。

アジア経済史

歴史から見えてくる経済

　英語が世界共通言語であることは誰しも認
めることですが、日本にかぎらず、世界各地
の非英語圏の国にも英字新聞は数多く存在し、
各国の事情、経済や政治に関する考え方を知
ることができます。それらの媒体を毎週一緒
に読みながら、日本語で解説することで、英
語の読解力を身につけ、視野を広げることが
本講義の目標です。

政治経済英語

英語で経済

　利便性が高く、文化芸術の中心であり、多
様な住民が集う都市にはさまざまな利点があ
る一方、高い地価と狭い住宅、交通渋滞や長
距離通勤、大気汚染などの環境問題や犯罪率
の高さなど多くの都市問題も抱えています。
この講義では、日本の都市経済の実相を、い
くつかの基本的なケースをとりあげながら考
察していきます。

都市経済学

都市の実相を考察

　今日、私たちの足元から地球規模まで広が
っている公害・環境問題は人類の最重要課題
といっても過言ではありません。本講義では、
日本を含むアジア各国の環境問題に焦点を当
て、具体的な事例をとりあげながら、環境問
題に対する認識を深めるとともに、その解決
のために経済学が果たす役割を、わかりやす
く解説していきます。

環境経済学

環境から経済を考えてみる

　電気やガス、バスや航空など、公的な要素
の強い産業を担う企業は法律や規制で企業活
動に制約が課せられ、事業そのものも公的機
関によって行われることが少なくありません。
なぜ、制約が必要なのか、公共性と私的性は
どう違うのか。規制緩和や民営化といった手
法とも関連づけながら公益事業について学ん
でいく講義です。

日本の公益事業

「公」と「私」ってどう違うの？

データの見方をマスターせよ

　一国の経済動向をみるマクロ経済学に対し
てミクロ経済学では消費者や企業や市場など
が考察の対象になります。本講義の目的は、
消費者選択理論と企業理論を学び、ミクロ経
済学の中級レベルを習得すること。さまざま
な要素が絡まり合う市場で参加者はどのよう
に意思決定をし、経済活動を行うのか。基礎
的な考え方を身につけます。

ミクロ経済学

経済学の重要項目！

Pi
ck

 Up

Pi
ck

 Up

VARIOUS
SUBJECTS

講義と講義の間にあえて空き時間をつくり、図書館で
課題をしています。所属する吹奏楽部でいかせるドイ
ツ語や資格取得をめざしている手話も勉強中。

滝川未菜さん
1年次春期の場合

TIME TABLE 時間割（例）

MON TUE WED THU FRI

1時限
9:00	-10:30 入門ミクロ経済学Ⅰ 日本経済入門Ⅰ スポーツ

ビジネス概論Ⅰ

2時限
10:45-12:15 心理学Ⅰ 経済学概論Ⅰ

3時限
13:00	-14:30

帝京学─実学・国際
性・開放性を培う─

現代英語
Ⅰ

4時限
14:45	-16:15

手話
コミュニケーション

入門Ⅰ

国際
コミュニケーション
Ⅰ－Ⅰ（ドイツ語）

5時限
16:30	-18:00

国際経済
入門Ⅰ

ライフデザイン
演習Ⅰ 危機管理論Ⅰ
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　経済といえば、商品取引や景気動向
の話をイメージする人が多いかもしれ
ませんが、本演習ではみなさんにも身
近な「仕事」や「生活」、「教育」にかか
わる問題について経済学的な観点から
アプローチします。パソコンなどを使
ったデータ分析、文献の輪読やグルー
プディスカッションなども行うので社
会生活で役立つスキルも身につきます。

　本ゼミでは、フィールドワークを通
じて見えてきた地域の課題について、
その原因を分析したり解決策を模索し
ます。ゼミの活動では、プレゼンテー
ション、ディスカッションを行い、他
者に自分の考えを伝える力や自ら問い
を立てる力を養います。身近な地域で
起こっている問題とじっくり向き合う
ことで、難しく思える経済や社会につ
いての理解も深めていきます。

小西杏奈ゼミ
財政

　今日の日本経済は、さまざまな企業
や各種業界が提供する商品やサービス、
技術によりなりたっています。本演習
は、企業や業界の情報や歴史の整理を
メインテーマに、受講生自らが研究対
象を決定し、調査報告を発表すること
をめざします。年度の終わりに提出す
るレポートは卒業論文や就職活動へつ
ながることを期待して作成します。

宮田純ゼミ
企業研究・業界研究

学生へのサポート

　経済学部では、ゼミで研究した内容を披露
し合う発表会を年２回開催しています。経済
政策からまちおこしに至るまでさまざまなテ
ーマについて議論し合うことで、学部のゼミ
活動を刺激する場となっています。

合同ゼミ発表

　1年次の秋学期、経済学部の全学科では春
学期の学業結果をふまえ、必修科目の「ライ
フデザイン演習」の担当教員が受け持ち学生
全員を対象に個人面談を独自に実施していま
す。この全員面談をとおして、学習だけでな
く学生生活全般について相談することにより、
さまざまな困難や問題点を発見し、新しい環
境にスムーズに適応できるようサポートする
体制をとっています。

ライフデザイン演習の
全員面談

　経済の現場を知ることから出発し、理論へ
と進んでいく実学重視のカリキュラム。大学
・実業界・政府系機関出身など、豊富な経歴
を持つ教員陣による実践的講義を行います。
また、各教員の人脈をいかした就職支援も行
っており、自分流のキャリア実現をサポート
しています。

各界出身の教員陣による
実学重視のカリキュラム

1

2 3

湯川志保ゼミ
労働と暮らし

ゼミの紹介
S e m i n a r sTO LEARN

MORE 
DEEPLY

Support for Students

仕事や暮らしを経済から見てみよう

情報と歴史から
経済にアプローチ

思考を
立ち上げる方法

BACKUP SYSTEM

Pi
ck

 Up

Pi
ck

 Up

Pi
ck

 Up
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OB & OGOB & OG CareersCareersCareersCareers
資格と就職先

※2つ以上の資格（教員免許
を含む）を取得する場合は4
年以上かかることがあります。

主な進路

教員免許
中学校教諭一種（社会）

教員免許
高等学校教諭一種

（地理歴史、公民、商業）
学芸員

図書館司書

キャンプインストラクター
受験資格

2級ファイナンシャル・
プランニング

技能検定受検資格

司書教諭 社会教育士

綜合警備保障

大塚商会

トヨタモビリティ東京

小田急電鉄

第一屋製パン

伊藤園

ソニー生命保険

山崎製パン

東京都交通局

青梅信用金庫

多摩信用金庫

世田谷信用金庫

東京シティ信用金庫

西武信用金庫

静岡中央銀行

福島県庁

川崎市役所

取手市役所

多摩市役所

静岡県警察本部

東京消防庁

ほか

卒業生の声

VOICES OF

　将来人の役に立てる職業に就きたくて、ゼミ
では地域社会にかかわりの深い中小企業を研究
テーマに選びました。職場に足を運ぶなど、実
際に中小企業の仕事にふれた経験は社会人とし
ての職業観を明確にしただけでなく、研究をと
おして先生や先輩方からいただいた助言は現在
従事する金融機関の窓口業務にもいきています。

　社会経験豊富な先生が多いので、卓上の理論
ではなく、実践的な授業が多いです。また学生
が主体的に授業にかかわることも多いので、自
然と企画力が身につきます。今は広報という仕
事のなかで、ここで学んだ“アイデアをビジネ
スにいかす方法”を、メディア相手に実践して
います。

佐藤智香さん

二宮恵司さん

2017年卒業

2015年卒業

地方銀行勤務

パナソニック株式会社勤務

MESSAGE

MESSAGE

EMPLOYER

EMPLOYER

NAME

NAME

YEAR OF GRADUATION

YEAR OF GRADUATION

VOICE #01

VOICE #02

AFTER  
GRADUATION

　取得可能な資格　

　卒業後の進路実績　

OB & OGOB & OG

学びたいことを
学べるのが

帝京大学のメリット！

主体的な学びで
身につく企画力！

For 
The 

Futu
re

2021年3月時点

2021年
(%)
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●現代英語Ⅰ・Ⅱ
●ライフデザイン演習Ⅰ・Ⅱ
◎経済学概論Ⅰ・Ⅱ
◎日本経済入門Ⅰ・Ⅱ
◎入門ミクロ経済学Ⅰ・Ⅱ
◎入門マクロ経済学Ⅰ・Ⅱ
◎経済史概論Ⅰ・Ⅱ
◎国際経済入門Ⅰ・Ⅱ
◎経営学総論Ⅰ・Ⅱ
◎〈実〉簿記原理Ⅰ・Ⅱ
◎統計学Ⅰ・Ⅱ
◎経済データ入門
◎会計学原理Ⅰ・Ⅱ
政治経済英語Ⅰ・Ⅱ
スポーツビジネス概論Ⅰ・Ⅱ
基礎法学Ⅰ・Ⅱ
〈会〉簿記論（会計人）Ⅰ・Ⅱ
〈会〉財務諸表論（会計人）Ⅰ・Ⅱ
特殊講義（グローバル経済）
特殊講義（グローバル経営）
◎〈T〉経済史概論Ⅲ・Ⅳ
◎〈T〉統計学Ⅲ・Ⅳ
〈T〉日本語表現法I〜Ⅳ
　	（TAEP留学生のみ）

●実用英語Ⅰ・Ⅱ
●基礎演習Ⅰ・Ⅱ
◎ミクロ経済学Ⅰ・Ⅱ
◎マクロ経済学Ⅰ・Ⅱ
◎日本経済史Ⅰ・Ⅱ
◎経済政策論Ⅰ・Ⅱ
◎財政学Ⅰ・Ⅱ
◎金融論Ⅰ・Ⅱ
◎日本経済論Ⅰ・Ⅱ
◎国際経済論Ⅰ・Ⅱ
◎〈実〉経営組織論Ⅰ・Ⅱ
◎現代企業論Ⅰ・Ⅱ
◎リスクと保険Ⅰ・Ⅱ
◎財務諸表論Ⅰ・Ⅱ
◎産業実務演習Ⅰ・Ⅱ
経済統計学Ⅰ・Ⅱ
産業論Ⅰ・Ⅱ
経済思想史Ⅰ・Ⅱ
経済学史Ⅰ・Ⅱ
西洋経済史Ⅰ・Ⅱ
アジア経済史Ⅰ・Ⅱ
多摩経済論Ⅰ・Ⅱ
日本の産業Ⅰ・Ⅱ
日本の食料・農業Ⅰ・Ⅱ
日本の地域経済Ⅰ・Ⅱ
日本の中小企業Ⅰ・Ⅱ
日本の公益事業Ⅰ・Ⅱ
暮らしの経済学Ⅰ・Ⅱ
貿易論Ⅰ・Ⅱ
地誌学Ⅰ・Ⅱ
エネルギー経済Ⅰ・Ⅱ

アジアにおける経済統合と共同体Ⅰ・Ⅱ
経営戦略論Ⅰ・Ⅱ
上級簿記Ⅰ・Ⅱ
〈実〉基礎税制論Ⅰ・Ⅱ
社会調査論Ⅰ・Ⅱ
マーケティングⅠ・Ⅱ
海外スポーツマネジメント研修
観光経済学Ⅰ・Ⅱ
観光経営学Ⅰ・Ⅱ
自然環境論Ⅰ・Ⅱ
情報処理論Ⅰ・Ⅱ
憲法Ⅰ・Ⅱ
民法Ⅰ・Ⅱ
商法Ⅰ・Ⅱ
〈FP〉ファイナンシャルプランナー
　　講座（基礎）Ⅰ・Ⅱ
ECCP（論理的思考）Ⅰ・Ⅱ
ECCP（英語基礎）Ⅰ・Ⅱ
◎〈T〉経済政策論Ⅲ・Ⅳ
◎〈T〉財政学Ⅲ・Ⅳ
◎〈T〉金融論Ⅲ・Ⅳ
◎〈T〉日本経済論Ⅲ・Ⅳ
◎〈T〉国際経済論Ⅲ・Ⅳ
◎〈T〉経営組織論Ⅲ・Ⅳ
◎〈T〉現代企業論Ⅲ・Ⅳ
◎〈T〉リスクと保険Ⅲ・Ⅳ
◎〈T〉産業実務演習Ⅲ・Ⅳ
〈T〉経済学史Ⅲ・Ⅳ
〈T〉アジア経済史Ⅲ・Ⅳ
〈T〉マーケティングⅢ・Ⅳ

●演習Ⅰ・Ⅱ
公共経済学Ⅰ・Ⅱ
環境経済学Ⅰ・Ⅱ
金融工学Ⅰ・Ⅱ
ゲーム論Ⅰ・Ⅱ
経済体制論Ⅰ・Ⅱ
現代日本経済史Ⅰ・Ⅱ
現代経済の課題AⅠ・AⅡ
現代経済の課題BⅠ・BⅡ
財政政策論Ⅰ・Ⅱ
金融政策論Ⅰ・Ⅱ
地方財政論Ⅰ・Ⅱ
都市経済学Ⅰ・Ⅱ
証券論Ⅰ・Ⅱ
証券市場論Ⅰ・Ⅱ
資本市場の役割と証券投資
証券投資実践講座Ⅰ・Ⅱ
社会福祉と経済Ⅰ・Ⅱ
労働経済論Ⅰ・Ⅱ
医療経済学Ⅰ・Ⅱ
国際金融論Ⅰ・Ⅱ
経済地理学Ⅰ・Ⅱ
開発経済論Ⅰ・Ⅱ
アジア経済論Ⅰ・Ⅱ
中国経済論Ⅰ・Ⅱ
インド経済論Ⅰ・Ⅱ
ロシア・極東経済Ⅰ・Ⅱ
アメリカ経済論Ⅰ・Ⅱ
ヨーロッパ経済論Ⅰ・Ⅱ
国際経営論Ⅰ・Ⅱ
ベンチャー・ビジネス論Ⅰ・Ⅱ
〈実〉イノベーション論Ⅰ・Ⅱ

社会保険論Ⅰ・Ⅱ
会計監査論Ⅰ・Ⅱ
産業・企業研究Ⅰ・Ⅱ
〈実〉エリアマネジメント論Ⅰ・Ⅱ
情報システム論Ⅰ・Ⅱ
情報ネットワークⅠ・Ⅱ
データ解析Ⅰ・Ⅱ
情報と職業
図形処理と画像処理
プレゼンテーションⅠ・Ⅱ
会社法Ⅰ・Ⅱ
租税法Ⅰ・Ⅱ
行政法Ⅰ・Ⅱ
労働法Ⅰ・Ⅱ
経済法Ⅰ・Ⅱ
〈FP〉ファイナンシャルプランナー
　　講座（応用）Ⅰ・Ⅱ
〈実〉起業家演習Ⅰ・Ⅱ
〈実〉エリアマネジメント演習Ⅰ・Ⅱ
ECCP（論理的思考）Ⅲ・Ⅳ
ECCP（実務英語）Ⅰ・Ⅱ
英語プレゼンテーションⅠ・Ⅱ
〈T〉経済体制論Ⅲ・Ⅳ
〈T〉現代経済の課題AⅢ・AⅣ
〈T〉開発経済論Ⅲ・Ⅳ
〈T〉国際金融論Ⅲ・Ⅳ
〈T〉開発金融論Ⅲ・Ⅳ
〈T〉アジア経済論Ⅲ・Ⅳ
〈T〉中国経済論Ⅲ・Ⅳ
〈T〉アメリカ経済論Ⅲ・Ⅳ
〈T〉国際経営論Ⅲ・Ⅳ
〈T〉ベンチャー・ビジネス論Ⅲ・Ⅳ
〈T〉イノベーション論Ⅲ・Ⅳ
〈T〉産業・企業研究Ⅲ・Ⅳ

◎産業・企業演習Ⅰ・Ⅱ
◎総合経済Ⅰ・Ⅱ
◎経済学特殊講義Ⅰ・Ⅱ
◎卒業論文Ⅰ・Ⅱ
〈実〉起業家演習Ⅲ・Ⅳ
〈実〉エリアマネジメント演習Ⅲ・Ⅳ
英語プレゼンテーションⅢ・Ⅳ

CURRICULUM

教養科目を学ぶとともに社会
の現状を把握し、経済活動の
しくみへの理解を深め、社会
全体を捉える視点を習得。

歴史や暮らし・環境・エネル
ギーなどの経済学を学びます。
国際的視野で日本経済を直視
し、分析力を身につけます。

さらに高度な経済学を学習。
具体的な経済政策を学び、現
代経済の問題点を見つけ、政
策立案能力を磨いていきます。

各専門分野の課題を追究し、
経済社会で活躍できる素養を
高めます。4年間の集大成と
して卒業論文をまとめます。

●：必修　◎：選択必修　無印：選択
〈会〉会計人講座
〈FP〉ファイナンシャルプランナー

講座

〈T〉帝京大学アジア交流プログラム
　　（TAEP）
〈実〉経営実践プログラム

会計人講座
経済・法・文・外国語・教育学部に在籍
し、公認会計士や税理士をめざす学生
を対象に、簿記論、財務諸表論などを
徹底的に学習する特別講義。

ファイナンシャルプランナー講座
FPの資格取得をめざす学生を対象と
した本学教員と日本FP協会の専門家
による講義。単位取得者には、2級
FP技能検定の受検資格が与えられる。

帝京大学アジア交流プログラム
（TAEP）
日本とアジア地域の発展に貢献する人
材育成を目的とする交流プログラム。
協定を結ぶアジアの大学からの留学生
と、経済・国際経済・経営学科に在籍
する学生が対象。講義はすべて英語で
行われる。

経営実践プログラム
創業・起業やNPO活動、キャリアア
ップをめざす学生に対し、「自分流」
経営のあり方や、地域貢献などの実践
方法を指導する支援プログラム。

4年間の学びの流れ
経済学部　経済学科

1 年 年 年 年

Freshman 2 Sophomore 3 Junior 4 Senior
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