
１．経済理論・経済政策を学び、企業あるいは地域経済のリーダーとして活躍するための実力を身に

付ける 

(コメント) 経済システムを深く理解し，これに基づいて企業等での政策・企画を立案する能力、リーダーと

して組織を進化させる実力を身に付ける．そのためには、経済学の基礎を完全にし、その上で、国内外の地

域事情等について身を持って経験することが重要です。 

 

中核的科目 基礎経済原論 I・II 経済政策概論 国際経済概論 金融概論 

経済政策 金融論   

主要科目 財政学 I・II 公共経済学 国際金融論 I・II 経済変動論 I・II 

アセアン経済論 I・II 東アジア経済論 アジア地域環境論 中国経済論 I・II 

欧州経済論 I・II 環境政策論 発展途上国経済概論 証券市場論 I・II 

国際貿易論 I・II 日本経済論 I・II 環境マネジメント論 環境経済学 

関連科目 経済学史 I・II 情報処理 I・II   

 

2．商社などに就職し、国際的活動を志望する方へ 

(コメント) 語学・商業実務の知識と国際的な事情等を知ることが大事です。 

中核的科目 国際貿易論 I・II 国際経済概論 国際経済論 国際金融論 I・II 

金融概論 金融論 発展途上国経済概論 経済政策概論 

国際経営論 I・II 証券市場論 I・II 日本経済論 I・II  

外国語教育科目・語学基礎編を履修。そののち、語学発展編の科目を集中履修（余剰単位 16 単

位まではユニット科目「外国語発展ユニット」で単位認定されます） この制度をフルに活用す

ることがポイントです。 

主要科目 経済政策 東アジア経済論 アセアン経済論 I・II 簿記原理 

韓国経済論 日本経済史 I・II 西洋経済史 I・II 会計学入門 I・II 

中国経済論 I・II 海外研修 A・B・S1・S2  

 

3．金融論を学び、IT を駆使して証券市場等の分析を学びたい方へ 

(コメント) 銀行・証券会社などの金融機関を志望する学生は、金融のしくみ、現在の日本経済における金融

の位置づけを念頭において、金融の動向をすばやく分析し、経済情勢を判断できるエコノミストを目指すこ

とが重要です。 

中核的科目 金融概論 国際金融論 I・II 経済政策概論 情報処理 I・II 

金融論 証券市場論 I・II 経済統計論 I・II プログラミング I・II 

主要科目 国際経済概論 金融工学 I・II 日本経済論Ⅰ・Ⅱ データベース論 I・II 

市場ﾃﾞｰﾀ分析演習 企業評価論 証券市場論特講Ⅰ・Ⅱ 適応情報処理入門 

基礎経済原論 II 経済変動論 I・II 電子商取引と情報経済  

関連科目 計量経済学Ⅰ・Ⅱ    

 

 

4．経済理論および実証的経済分析を学びたい方へ 

(コメント) 経済に関わる理論を理解し，これを用いて経済分析を実行する実力を身につける．あわせて，経

済学検定試験や公務員試験の準備を行う．     

中核的科目 基礎経済原論Ⅰ・II 経済学概論 基礎経済数学 I・II 経済政策概論 

金融概論 統計学概論 I・II   

主要科目 上級マクロ経済学 上級ミクロ経済学 経済統計論 I・II 計量経済学 I・II 

経済変動論 I・II 経済政策 金融論  

関連科目 
財政学 I・II 日本経済論 I・II 金融工学 I・II 

モデリングとシミュレ

ーション 

経済数学 I・II 情報処理 I・II 経済学史 I・II 人口経済社会論 

 



５．日本経済を学びたい方へ 

(コメント) 日本経済の現状分析と，将来を考えるために求められる学習を行う。     

中核的科目 日本経済論Ⅰ・Ⅱ 基礎経済原論 I・II 経済学概論 経済政策概論 

金融概論    

主要科目 経済政策 金融論 財政学 I・II 基礎経済数学 I・II 

公共経済学 上級ミクロ経済学 上級マクロ経済学 東アジア経済論 

関連科目 経済地理 I・II 地方財政論 産業経済学 I・II 経済数学 I・II 

中国経済論 I・II 証券市場論 I・II 人口経済社会論  

 

 

６．情報を学びたい方へ 

(コメント) 情報の教員になりたい。コンピュータについて学び，情報産業や情報処理部門へ進みたい。 

中核的科目 情報処理 I・II プログラミング I・II プログラミング応用Ⅰ・Ⅱ  

主要科目 適応情報処理入門 データベース論 I・II 情報ネットワーク論Ⅰ・Ⅱ 情報システム論 

データマイニング論 電子商取引と情報経済   

関連科目 ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ論 I・II コンピュータ概論 I・II 経済数学Ⅰ・Ⅱ 情報文化論 

モデリングとシミュレ

ーション 

コンピュータデザイン   

 

 

７．地域を知り，地域問題を知り，その政策的応用を学びたい方へ 

(コメント) 地域の社会経済の現況とその背景を学び，地域の社会経済のこれからのあり方を考える。 

中核的科目 地域経済論Ⅰ・Ⅱ 経済地理Ⅰ・Ⅱ 地域創造概論 地域政策論 

主要科目 日本経済論Ⅰ・Ⅱ 産業経済学Ⅰ・Ⅱ 地域事情研修（国内） フィールドワーク論Ⅰ・Ⅱ 

文化経済入門 地域農業論Ⅰ・Ⅱ 人口経済社会論 環境・ツーリズム概論 

経済政策概論 経済政策 環境政策論  

関連科目 地方財政論 環境アセスメント 環境情報社会学Ⅰ・Ⅱ 地理情報システムⅠ・Ⅱ 

財政学Ⅰ・Ⅱ 観光地理学 公共経済学 エネルギーと環境 

 

 

８．観光や地域間の交流を通じた地域づくりを学びたい方へ 

(コメント) 観光や地域間の交流の現況を学び，それを地域づくりに応用する。また，その可能性に 

ついて考える。 

中核的科目 環境・ツーリズム概論 観光経済論 観光地理学 地域創造概論 

グリーンツーリズム論 観光論 地域事情研修（国内） エコツーリズム論 

主要科目 景観論 観光地理学 地域政策論 旅行実務入門Ⅰ・Ⅱ 

文化経済入門 観光政策論 地域農業論Ⅰ・Ⅱ フィールドワーク論 I・II 

筑後川流域社会経済論Ⅰ・Ⅱ 市民事業論特講   

関連科目 環境政策論 地域観光論 環境・ﾂｰﾘｽﾞﾑ特講 I・II 海外研修 A・B・S1・S2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



９．地域づくり・地域おこしの経済を学び，将来地域づくりに携わりたい方へ 

(コメント) 地域づくり活動の現況・背景・手法を学び，将来地域づくりに関連したビジネスや活動に携わる。 

中核的科目 非営利組織概論 非営利組織経営論 地域創造概論 市民事業論特講 

地域政策論 人口経済社会論 文化経済入門  

地域文化政策論 コミュニティビジネス論 地域経済論Ⅰ・Ⅱ  

主要科目 地域振興史 環境・ツーリズム概論 環境政策論 地域事情研修（国内） 

文化産業論Ⅰ・Ⅱ 経済地理Ⅰ・Ⅱ 地域観光論 筑後川流域社会経済論Ⅰ・Ⅱ 

観光論 エコツーリズム論 グリーンツーリズム論 フィールドワーク論Ⅰ・Ⅱ 

地域情報論 観光地理学 地域農業論Ⅰ・Ⅱ  

関連科目 観光経済論 地方財政論 産業経済学Ⅰ・Ⅱ 地理情報システムⅠ・Ⅱ 

情報文化論 日本経済論Ⅰ・Ⅱ 農業経済論Ⅰ・Ⅱ 環境アセスメント 

 

10．環境問題を学び、環境関係資格を取得したい方へ 

（コメント） 環境問題の概要と環境保全に関する基礎的な理論等について学びます。 

中核的科目 環境・ツーリズム概論 環境政策論 地域環境論 自然環境論 

主要科目 環境法 I・II 資源循環論 環境経済学 地域事情研修（国内） 

 アジア地域環境論 資源経済論 エコツーリズム論 環境情報社会学Ⅰ・Ⅱ 

 環境地理学 経済地理Ⅰ・Ⅱ   

関連科目 地域創造論 環境科学 I・II グリーンツーリズム論 筑後川流域社会経済論Ⅰ・Ⅱ 

国際環境法Ⅱ 景観論 エネルギーと環境 地理情報システムⅠ・Ⅱ 

 

11. 自治体の活動を学びたい方へ 

(コメント) 自治体の活動を学び，その政策展開を考える。 

中核的科目 地域経済論Ⅰ・Ⅱ 地域創造論 ガバナンス論 地方財政論 

公共経済学 福祉行財政論Ⅰ・Ⅱ 経済政策概論 財政学Ⅰ・Ⅱ 

主要科目 環境政策論 経済地理Ⅰ・Ⅱ 福祉経済学 地域福祉論 

農業経済論Ⅰ・Ⅱ 非営利組織概論 非営利組織経営論 地域情報論 

地域政策論 人口経済社会論 文化経済入門  

観光政策論 経済政策 地域事情研修 日本経済論 I・I 

関連科目 環境・ツーリズム概論 環境マネジメント論 地域農業論Ⅰ・Ⅱ 環境計画論 

情報ネットワーク論 I・II 地理情報システム I・II データベース論 I・II 地域文化政策論 

観光論 ｴｺﾂｰﾘｽﾞﾑ論 ｸﾞﾘｰﾝﾂｰﾘｽﾞﾑ論 観光経済論 

 

12．公務員受験者へ 

(コメント) 公務員試験で出題数の多い科目を中心に学び、実力を養う。 

中核的科目 基礎経済原論 I 基礎経済原論 II 経済学概論 上級ミクロ経済学 

上級マクロ経済学 公共特講(経済系) 公共特別演習Ⅰ・Ⅱ  

主要科目 法学Ⅰ・Ⅱ 政治学Ⅰ・Ⅱ 財政学Ⅰ・Ⅱ 経済数学Ⅰ・Ⅱ 

民法Ⅰ・Ⅱ 行政法Ⅰ・Ⅱ ガバナンス論  

関連科目 判断推理 応用判断推理 数的推理 応用数的推理 

経済財政特講Ⅰ・Ⅱ 環境政策論 環境・ツーリズム概論 公共経済学 

 

 

 

 

 



13．国際協力分野で活躍したい人へ 

 (コメント) 国際経済や国際開発について学び、国際協力の実践へとつなぎます。 

中核的科目 国際経済概論 国際地域開発論 発展途上国経済概論 外書講読 I・II 

国際経済論 国際金融論 I・II 国際貿易論Ⅰ・Ⅱ (英語関係科目) 

主要科目 非営利組織概論 非営利組織経営論 フィールドワーク論Ⅰ・Ⅱ 海外研修 A・B・S1・S2 

東アジア経済論 アセアン経済論 環境・ツーリズム概論 国際関係論 I・II 

ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶの地域と文化 国際環境法 I・II 英語インテンシブ１･２ 日本経済論 I・II 

アジア地域環境論 異文化ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ論 中国経済論 I・II  

関連科目 環境政策論 環境アセスメント 経済統合論 I・II 国際法 I・II 

経済地理 I・II 産業経済学 I・II アメリカ経済論 I・II 欧州経済論 I・II 

 

14．マスコミ・報道分野に進みたい方へ 

(コメント) 経済分野のみに偏った学力・感覚では通用しないので、幅広い分野の知識を身に付ける。 

中核的科目 国際経済概論 日本経済論 I・II 文化経済概論 ﾏｽｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ論 I・II 

(英語関係科目) 文化経済学 環境・ツーリズム概論 地域メディア論 I・II 

主要科目 経済政策概論 経済政策 環境政策論 地域事情研修（国内） 

地域創造概論 文化産業論 I・II 地域情報論 フィールドワーク論 I・II 

情報文化論 情報と社会 日本文化論  

関連科目 倫理学 放送論 I・II 地域社会計画論 I・II 社会学 I・II 

法学 判断推理 環境情報社会学 I・II  

 

15．文化・広告・流通・サービス分野に進みたい方へ 

(コメント) 現代社会を理解し，人々のニーズ・先を考える力を磨く。 

中核的科目 文化経済概論 文化経済学 文化産業論 I・II 消費者行動論 I・II 

(英語関係科目) 地域文化政策論 日本文化論  

主要科目 経済政策概論 非営利組織概論 非営利組織経営論 情報文化論 

日本経済論 I・II 地域メディア論 I・II 地域創造概論 環境・ツーリズム概論 

関連科目 環境マネジメント論 社会学 I・II   

 

16．観光・旅行関係の仕事をしたい方へ 

(コメント )観光の現況を学んだ上で，旅行業務取扱管理者（国内または一般）の資格を取りたい。 

中核的科目 旅行実務入門 I・II 旅行業英語 地域事情研修（国内） 海外研修 A・B・S1・S2 

主要科目 観光論 観光経済論 観光政策論 観光英語Ⅰ・Ⅱ 

関連科目 観光地理学 エコツーリズム論 グリーンツーリズム論 地域観光論 

異文化ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ論 景観論 (英語関係科目)  

 

17．生きがい情報士の資格を取得したい方へ 

(コメント) 中高年の生きがいづくりに関する資格の取得に必要な力を付ける。本学部はその養成校に指定

されています。                                          

中核的科目 健康生きがい論 生きがいづくり施設実習演習 情報処理Ⅰ・Ⅱ 

 

主要科目 

福祉行財政論Ⅰ 福祉行財政論Ⅱ 地域福祉論 

老人福祉論 家族福祉論 福祉環境論 

ボランティア論   

関連科目 社会保障法Ⅰ 社会保障法Ⅱ 福祉文化論 

保険システム論Ⅰ 保険システム論Ⅱ 福祉経済学 

 

 



18．ファイナンシャル・プランナー（FP 技能士 3 級）の資格を取得したい方へ 

 (コメント) 保険、資産運用、税金など、人生設計をバックアップする知識を学び、資格を取得する。                                          

中核的科目 福祉行財政論Ⅱ 税法Ⅰ・Ⅱ 証券市場論Ⅰ・Ⅱ 

社会政策Ⅰ・Ⅱ   

主要科目 保険システム論Ⅰ・Ⅱ 金融論 証券市場論特講Ⅰ・Ⅱ 

福祉行財政論Ⅰ 社会保障法Ⅰ・Ⅱ 金融工学Ⅰ・Ⅱ 

関連科目 健康生きがい論 経営学入門Ⅱ  

 

 

 


