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TeachersFrom

　私たちは、ヒト、モノ、カネ、情報
が国境を越えて駆け巡るグローバル社
会に生きています。そんな社会で、皆
さんが互いの差異を尊重しつつ、大い
に個々の能力を発揮していく。国際経
済学科は、その準備となる知識や経験
の獲得のための機会をたくさん用意し
ています。一緒に学んでいきましょう。

　生まれ故郷、ウズベキスタンのタ
シケント市には120以上の民族が
住み、学校で友だちをつくるたびに
その家庭で使われる言葉や考え方に
新しい発見があり、さまざまな価値
観にふれることで異文化交流を楽し
んできました。みなさんも世界の多
様性にチャレンジしませんか！

玉置知己先生
アジア経済論、開発金融論

カン・ビクトリヤ先生
中小企業論

先生からのエールWords of Cheer

先生からのエール Words of Cheer

はじめに――先生からあなたへ

　日本を含むアジア地域は相互関係
の強化が不可欠の時代に入っていま
す。若い方には、帝京大学の海外交
流プログラムへの参加などで国際情
勢に関心をもつのと同時に、さまざ
まなジャンルの本を読み、興味をも
ったことに果敢に挑戦する人になっ
てもらいたいです。

落合亮先生
アジア開発経済学

先生からのエールWords of Cheer
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異文化にふれて
世界を広げよう

MesSagE

長らくアジアで仕事をしてき
た先生のトルクメニスタン訪
問時の写真。中央が先生

先生のオススメ
城山三郎『男子の本懐』
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MMESSAGEESSAGE

国際経済学科、3つの特徴

　これからの若い世代には、グローバル
化の進む日本、さらに、広く世界の舞台
で活躍することが期待されています。そ
うした時代の要請から、国際経済学科が
生まれました。本学科の特徴は、英語に
重点を置いたカリキュラム、海外研修制
度、そして海外での経験が豊富な教員に
よる授業です。みなさんは経済学、英語

等の基礎をしっかり学び、さらに、自分
の関心に沿って、経済学の各分野につい
て学び、その「専門性」を磨いてくださ
い。そうした大学での勉強は、きっとみ
なさんの将来にとって貴重な財産となる
でしょう。経済学部、国際経済学科のス
タッフは皆さんのチャレンジを積極的に
支えていきます。

グローバル化の進む日本・世界を
経済学の分野から学びます

江夏由樹
経済学部長／
国際経済学科長

　アジアの現地に長期間滞在した経験
をもつ教員が担当する講義を多く開講
し、多様で複雑なアジア経済の実態を
具体的に学べます。海外協定校から招
いた客員教員の講義も開講します。

多様性に富んだ
アジア各国の経済をはじめ、

社会や政治を学ぶ

1

　世界各国や地域を対象とする経済の
講義に加えて、「国際経済学特殊講義」
を開講。ラテンアメリカやアフリカの
経済、ユーロ危機問題など国際経済の
変化に対応した重要トピックスについ
ても学びます。

アメリカ、EU、ロシア極東、
世界のさまざまな国の

経済を学ぶ

2

　TAEP（帝京大学アジア交流プログ
ラム）協定校を中心に短期の語学研修
および長期の海外研修プログラムを実
施。現地社会にふれながら英語を学習
するとともに、企業インターンシップ
を行い語学力を向上させます。

英語力の向上を重視し、
海外での語学研修を

実施する

3

Three Main 
Features
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# STUDENT LIFE# STUDENT LIFE # STUDENT LIFE# STUDENT LIFE # STUDENT LIFE# STUDENT LIFE # STUDENT LIFE# STUDENT LIFE学生たちに聞く！

　2年次の後半は、イギリスのダラムキャンパスへ半年間
留学。積極的に英語を話すことを心がけ、リスニングとス
ピーキングが上達したと実感できる実りある留学になりま
した。3年次秋期には就活支援の講義を選択し、同時に活
動を開始。日用品メーカーへの就職をめざし、奮闘中です。

雨宮光さん
国際経済学科4年／埼玉県立越谷南高等学校出身

語学研修の経験を糧にスキルアップ

　この学科を選んだのは国際的な視野を広げたかったから。
1年次の終わりに参加したベトナムへの研修旅行では現地
学生との交流に刺激を受け、英語の勉強に力を入れました。
現在は財政学のゼミで公共経済を学びつつ、最後の1年で
はやりたいことに積極的にとりくみたいと思っています。

　国際的な仕事をめざし、経済とともに語学を学べるこの
学科を選びました。1年次は上海でのインターンシップで世
界の変化の速度を体感し、2年次はアメリカへ短期留学して
語学力を磨きました。さまざまな経験を経て、いまは行動
経済学や心理学、哲学などにも関心が広がっています。

齊藤寛平さん
国際経済学科4年／新潟県立糸魚川高等学校出身

夢は人の力になれる仕事

飛田瞳さん
国際経済学科4年／山形県立山形中央高等学校出身

海外での経験を経て広がる視野

経済学についてわかりやす
く解説されていて、講義の
予習・復習に便利な一冊。

小説をとっつきにくいと思
っているひとにも、会話文
が多いのでオススメです！

留学で行ったホーチミン。
美味しい海鮮料理や休みの
日にはリゾート地を満喫。

留学先の学食でのひとコマ。
TVで見たような食事の数
々に満たされた日々でした。

ダラムの風景。よく晴れた
日で絵画のような写真にな
りました。

大学への進学の記念に姉か
らプレゼントしてもらった
時計。

HIKARU 
AMEMIYA
- Senior -

KANPEI SAITO
- Senior -

KANON ADACHI
- Senior -

HITOMI TOBITA
- Senior -

STAY	HOME中、目標や夢
をノートに書き出すことで
モチベーションをアップ！

365ある質問はどれも奇想
天外。思う存分“余計なこと”
を考えられる至高の本。

　2年次にベトナムに留学して英語を学び、3年次はその経
験をもとにベトナム人留学生も所属する開発経済学のゼミへ。
日本企業が東南アジアにどのように進出しているかを学ぶ
なかで、現地の文化や習俗を知ることが必要となり、さま
ざまな角度から東南アジアを学ぶ機会になりました。

足立佳音さん
国際経済学科4年／島根県立松江南高等学校出身

高まる東南アジアへの関心

MEMORIES

MEMORIES

MEMORIES

MY FAVORITE

RECOMMEND

RECOMMEND

RECOMMEND

MUST-HAVE
ITEM
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授業の特色と内容
C l a s s e s

　専門性が高まる3年次に備え、興味のある分野を優
先的に選択。青年海外協力隊など国際ボランティアに
興味があったので「国際協力論」を選択しました。

齊藤寛平さん
2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

マクロ経済学
Ⅰ 実用英語Ⅲ

2時限
10:45-12:15 国際経済論Ⅰ ECCP

（論理的思考）Ⅰ 日本の食料・農業Ⅰ

3時限
13:00	-14:30 基礎演習Ⅰ 実用英語Ⅰ 政治経済英語Ⅲ

4時限
14:45	-16:15 財政学Ⅰ 国際協力論Ⅰ

5時限
16:30	-18:00

ECCP
（英語基礎）Ⅰ

　ヒト、モノ、カネ、情報が自由に国境を越
え、経済活動がますますグローバル化してい
く今日の社会は「金融」の知識と「グローバ
ル化」の視点なしには理解することはできま
せん。それにともない国際金融を学ぶ意義も
ますます大きくなっています。本講義では、
「外国為替」や「国際収支」、「国際通貨制度」
の基礎を学習します。

国際金融論

グローバル経済を金融からひもとく

　世界総人口の約60％、面積の23％を占
めるアジアは約50の国と地域からなりたち、
農業や工業の生産力に関しても、世界経済で
中心的な役割を担いつつあります。この講義
では、その高い潜在力、豊富な労働力と内需
が日系企業進出の足がかりにもなっているア
ジア経済の概要を紹介しつつ、みなさんとの
議論をとおして考察します。

アジア経済論

アジア経済のビジョンを見出す

　米中貿易戦争などによって「新冷戦」時代
が幕を開けたともいわれる世界の政治経済は
変革の時代を迎えています。本講義では、激
動する世界経済秩序の諸問題や、世界の政治
経済秩序の現状と歴史的な背景について、ト
ランプ政権下のアメリカや中国などの政策が
およぼす影響をふまえながら、基本的な事項
を学んでいきます。

国際政治経済学

激動の世界経済を理解する

　日本を含めた東アジアや東南アジアを対象
に、現代のアジア社会の形成についての基本
的な理解を深める講義です。まずは江戸時代
の鎖国体制と地理的条件が社会にどのように
作用したのかを考察し、20世紀初頭の中国
東北部（満洲）における中国と日本との関係
がどのように展開していったのかを社会経済
史的にとらえます。

アジア経済史

国際経済の歴史的考察

　英語は世界的に報道の主要な言語であり、
最新情報を入手するための大切なツールです。
本講義では、英字新聞をとおして世界の政治
経済の状況を考察します。英語圏の著名な新
聞のみならず、アジアやヨーロッパ各国の英
字新聞を読みながら日本語で解説するため、
世界の政治経済の状況を理解するとともに英
語の読解力が身につきます。

政治経済英語

英語で理解する国際経済の“いま”

　東南アジア諸国連合（ASEAN）と、日本、
中国、韓国をはじめとした周辺6ヵ国との自
由貿易協定による東アジア地域包括的経済連
携（RCEP）構想など、現在東アジアでは経
済統合の動きが活発化しています。本講義で
は、内外の専門家を招き、劇的に変化するア
ジア経済の実態をEUとの比較なども行いつ
つ多角的に論じます。

アジアの国際関係

国際経済のダイナミズムをつかまえる

Pi
ck

 Up

Pi
ck

 Up

　世界経済は米国の金利引き上げのペ
ース、中国の経済成長の行方、インド
や東南アジア諸国連合（ASEAN）など
の動向に左右されます。春期ではその
メカニズムと経済への政治や社会から
の影響を学び、秋期では1980年代か
ら現在にいたる日本と国際社会を多角
的に考察することで、日本もその一部
を担う国際経済への理解を深めます。

国際経済入門

　日本ではあたりまえな公共交通機関
の定時運行も海外ではむしろまれで、
遅延を詫びるアナウンスが奇異に感じ
られるそうです。経済がルールや制度
に基づく以上、私たちは国際経済を理
解するためにその基盤となる文化を知
る必要があります。本講義では、複数
の専門家を講師に、各国の文化と経済
について理解を深めていきます。

文化と経済

文化を学び
世界を知る

国際経済の
多様なメカニズム

Pi
ck

 Up

Pi
ck

 Up

VARIOUS
SUBJECTS
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CURRICULUM
4年間の学びの流れ

経済学部　国際経済学科

●実用英語Ⅰ〜Ⅳ
●基礎演習Ⅰ・Ⅱ
◎政治経済英語Ⅲ・Ⅳ
◎ミクロ経済学Ⅰ・Ⅱ
◎マクロ経済学Ⅰ・Ⅱ
◎日本経済論Ⅰ・Ⅱ
◎国際経済論Ⅰ・Ⅱ
◎産業実務演習Ⅰ・Ⅱ
◎マーケティングⅠ・Ⅱ
◎財政学Ⅰ・Ⅱ
◎金融論Ⅰ・Ⅱ
◎貿易論Ⅰ・Ⅱ
◎国際経済史Ⅰ・Ⅱ
◎アジア経済史Ⅰ・Ⅱ
◎国際協力論Ⅰ・Ⅱ
◎国際政治経済学Ⅰ・Ⅱ
西洋経済史Ⅰ・Ⅱ
日本の食料・農業Ⅰ・Ⅱ
日本の中小企業Ⅰ・Ⅱ
エネルギー経済Ⅰ・Ⅱ
経済政策論Ⅰ・Ⅱ
外国地誌Ⅰ・Ⅱ
地域統合論Ⅰ・Ⅱ
アジアの国際関係Ⅰ・Ⅱ
観光経済学Ⅰ・Ⅱ
観光経営学Ⅰ・Ⅱ
情報処理論Ⅰ・Ⅱ
民法Ⅰ・Ⅱ
海外語学研修Ⅰ〜Ⅲ
アジア研修（経済学）Ⅰ〜Ⅳ
海外インターンシップⅠ・Ⅱ
異文化理解研修

ECCP（論理的思考）Ⅰ・Ⅱ
ECCP（英語基礎）Ⅰ・Ⅱ
〈Ｔ〉日本経済論Ⅲ・Ⅳ
〈Ｔ〉国際経済論Ⅲ・Ⅳ
〈Ｔ〉リスクと保険Ⅲ・Ⅳ
〈Ｔ〉産業実務演習Ⅲ・Ⅳ
〈Ｔ〉マーケティングⅢ・Ⅳ
〈Ｔ〉財政学Ⅲ・Ⅳ
〈Ｔ〉金融論Ⅲ・Ⅳ
〈Ｔ〉経済政策論Ⅲ・Ⅳ
〈Ｔ〉アジア経済史Ⅲ・Ⅳ

●演習Ⅰ・Ⅱ
公共経済学Ⅰ・Ⅱ
環境経済学Ⅰ・Ⅱ
経済体制論Ⅰ・Ⅱ
現代経済の課題ＡⅠ・ＡⅡ
労働経済論Ⅰ・Ⅱ
国際経済政策論Ⅰ・Ⅱ
国際金融論Ⅰ・Ⅱ
開発経済論Ⅰ・Ⅱ
開発金融論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
産業・企業研究Ⅰ・Ⅱ
情報システム論Ⅰ・Ⅱ
情報ネットワークⅠ・Ⅱ
プレゼンテーションⅠ・Ⅱ
会社法Ⅰ・Ⅱ
経済法Ⅰ・Ⅱ
国際経済法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〉国際金融論Ⅲ・Ⅳ
〈Ｔ〉開発経済論Ⅲ・Ⅳ
〈Ｔ〉開発金融論Ⅲ・Ⅳ

〈Ｔ〉アジア経済論Ⅲ・Ⅳ
〈Ｔ〉アメリカ経済論Ⅲ・Ⅳ
〈Ｔ〉国際経営論Ⅲ・Ⅳ
〈Ｔ〉産業・企業研究Ⅲ・Ⅳ

◎産業・企業演習Ⅰ・Ⅱ
◎総合国際経済Ⅰ・Ⅱ
◎国際経済学特殊講義ＡⅠ・ＡⅡ
◎国際経済学特殊講義ＢⅠ・ＢⅡ
◎卒業論文
英語プレゼンテーションⅢ・Ⅳ

４年間の集大成。グローバル
人材として国内外での活躍を
めざします。

●現代英語Ⅰ〜Ⅷ
●ライフデザイン演習Ⅰ・Ⅱ
◎経済データ入門
◎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
◎経営学総論Ⅰ・Ⅱ
◎簿記原理Ⅰ・Ⅱ
◎国際経済入門Ⅰ・Ⅱ
◎国際ビジネス
　コミュニケーション
◎政治経済英語Ⅰ・Ⅱ
◎統計学Ⅰ・Ⅱ
◎文化と経済Ⅰ・Ⅱ
海外語学研修（短期）
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）

入門科目、基礎科目をとおし
て経済学、英語の基礎を学ぶ。

年1 Freshman

幅広い視点から世界の経済を
把握し、分析する力を身につ
けます。希望者は海外研修プ
ログラムで実践的に学べます。

年2 Sophomore

インド、ロシア、ヨーロッパ
も含めた世界経済を学び、分
析する方法を修得します。

年3 Junior

年4 Senior

Faculty of 
Economics

Department of 
International Economy

Webシラバス
を見る

　取得可能な資格　

学芸員

社会教育士

キャンプ
インストラクター
受験資格

図書館司書

2級ファイナンシャル・
プランニング技能検定

受検資格

帝京大学アジア交流プログラム（TAEP）
日本とアジア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。

●：必修　◎：選択必修　無印：選択
〈T〉帝京大学アジア交流プログラム
　　（TAEP）

※教員免許：国際経済学科で
教職課程は履修できません。
※2つ以上の資格を取得する
場合は4年以上かかることが
あります。


