ビジネスデザイン学科
キャリアデザイン・ポリシー
１．ビジネスや社会の場において、ビジョンと洞察力を持ち、組織の中核となって活躍できる人材を育
成する。
２．課題を自ら設定し、解決できる能力を活かして、企画を立案し、組織を運営できる人材を育成する。
３．広い視野を持ち、英語力を活かして、グローバルな経済社会で情報発信できる人材を育成する。
４．経営に必要な資源や能力を活かし、使いこなして、民間企業およびコミュニティビジネス、NPO（非
営利団体）、
公共部門などにおいても活躍できる人材を育成する。

■ビジネスキャリアの形成に向けた学科教育プログラム

グローバルで多様な視点を持ち、考え行動するビジネスパーソン

実践的プログラム／プロジェクト

組織
づ くり
顧客
づくり

Business
English
• Speaking
• Listening
• Reading
• Writing

ビジネスのスキル

英語のスキル

ボストンプログラム

視野
づくり

ビジネス
5つの知

経営資源
づくり

経済的
思考

•
•
•
•
•

PBL
コンピュータ
数理/分析
ﾛｼﾞｶﾙｼﾝｷﾝｸﾞ
キャリアプラン

ビジネスデザイン学科
1. 一般事業会社・法人組織、総合職

経営企画、事業企画、営業企画、戦略系コンサルタント

キャリア形成

○起業・事業承継
○専門職大学院（MBA）

４年

卒論プロジェクト（卒論•報告書作成）

グローバルビジネス＆
サステナビリティ集中領域 専門科目

ビジネス・エコノミクス 経営理念と企業倫理
ミクロ経済学
ビジネス法務

インテンシブ英語/ ポストボストン

非営利組織のマネジメント
国際経済論

２年

Business English
Academic Writing
TOEIC Preparation
Advanced Business English
英語特別演習

マクロ経済学
環境と資源の経済学

管理会計

MOS検定上級講座
実践リーダーシップ
リテール販売の実務

経営組織論

プログラミング

組織行動論

パーソナル・ファイナンス
簿記論

経営管理論
コーポレートファイナンス
経営戦略論

ディベート

ビジネスキャリア・
ディベロップメント

論理的思考とプレゼンテーション

日本の女性政策

協働プロジェクト（PBL)

資格系•スキル科目
ビジネスのための数学

ビジネス交渉学

プロジェクトゼミナールⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ
現代企業論Ⅰ・Ⅱ
ビジネス開発研究A ～ J
【多様な分野にフォーカス】

①インターネットとグローバルビジネス
②地域ビジネス
③金融ビジネス
④フードサービスとアグリビジネス
⑤ヘルスケアビジネス
⑥観光ビジネス
⑦デザインとファッションビジネス
⑧事業承継とファミリービジネス
⑨エンターテイメントとコンテンツビジネス

一般教養科目・文化講座

３年

マーケティング＆
イノベーション集中領域 専門科目

マネジメント＆エコノミクス集中領域

ボストン留学 プログラム
Business Reading
Business Writing

Introduction to Economics
Principles of Marketing

Principle of Management
Principles of Finance

１年

インテンシブ英語/ プレボストン
Grammar and Writing
Reading and Discussion
Introduction to Business English
Essential English
Advanced English

Leadership Development Course
Communication Skills

ビジネス•スキルズ

基盤科目
経済学入門

ファイナンス入門

マーケティング入門

グローバルビジネス基礎演習Ⅰ
グローバルビジネス基礎演習Ⅱ

国際情勢入門

会計学入門

経営学入門

ビジネス•コンピューティング入門
ビジネス•コンピューティングⅠ
女性のキャリア形成とビジネス

組織
づくり
顧客
づくり

英語
（Intensive／Business English 他）

経営資源

PBL（Project Based Learning）

ビジネス づくり
5つの知

視野
づくり

（ビジネスパーソン基礎力／ICT）

経済的
思考

※ビジネスデザイン学科では、めざす職業を、ビジネスキ ャリア（職 能／職種 ）として捉 え、履修モ デルの一例 を紹介しま す。

2. グローバル企業・国際機関、総合職

キャリア形成

海外駐在、国際事業展開企画、国際広報

○海外現地赴任
○専門職大学院（MBA）
○国際専門資格（CPA、CFA）

４年

卒論プロジェクト（卒論•報告書作成）

マネジメント＆
エコノミクス集中領域

専門科目

MOS検定上級講座

Sustainability and Business

実践リーダーシップ

Finance and Accounting

リテール販売の実務

Intercultural Understanding for Business
インテンシブ英語/ ポストボストン

２年

Business English
Academic Writing
TOEIC Preparation
Advanced Business English
英語特別演習

資格系•スキル科目
ビジネスのための数学

Global Energy and Climate Policy

プログラミング
パーソナル・ファイナンス
簿記論
ディベート

グローバル・ガバナンス

ビジネスキャリア・
ディベロップメント

Global Economy

論理的思考とプレゼンテーション

Corporate Sustainability Management

ビジネス交渉学

協働プロジェクト（PBL)
プロジェクトゼミナールⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ
現代企業論Ⅰ・Ⅱ
ビジネス開発研究A ～ J
【多様な分野にフォーカス】

①インターネットとグローバルビジネス
②地域ビジネス
③金融ビジネス
④フードサービスとアグリビジネス
⑤ヘルスケアビジネス
⑥観光ビジネス
⑦デザインとファッションビジネス
⑧事業承継とファミリービジネス
⑨エンターテイメントとコンテンツビジネス

ボストン留学 プログラム
Business Reading
Business Writing

Introduction to Economics
Principles of Marketing

Principle of Management
Principles of Finance

１年

インテンシブ英語/ プレボストン
Grammar and Writing
Reading and Discussion
Introduction to Business English
Essential English
Advanced English

Leadership Development Course
Communication Skills
ビジネス•スキルズ

基盤科目
経済学入門

ファイナンス入門

マーケティング入門

グローバルビジネス基礎演習Ⅰ
グローバルビジネス基礎演習Ⅱ

国際情勢入門

会計学入門

経営学入門

ビジネス•コンピューティング入門
ビジネス•コンピューティングⅠ
女性のキャリア形成とビジネス

組織
づくり

英語
（Intensive／Business English 他）

顧客
づくり

経営資源

ビジネス づくり
5つの知

視野
づくり

経済的
思考

※ビジネスデザイン学科では、めざす職業を、ビジネスキ ャリア（職 能／職種 ）として捉 え、履修モ デルの一例 を紹介しま す。

PBL（Project Based Learning）
（ビジネスパーソン基礎力／ICT）

一般教養科目・文化講座

３年

マーケティング＆
イノベーション集中領域 専門科目

グローバルビジネス＆サステナビリティ
集中領域

ビジネスデザイン学科
3. ICT企業・ベンチャー、総合職

キャリア形成

新規事業開発、アントレプレナー、IT系コンサルタント

○起業・事業承継
○専門職大学院（MBA、MOT）

４年

卒論プロジェクト（卒論•報告書作成）

マネジメント＆
エコノミクス集中領域

専門科目

消費者行動論

ビジネス統計学

MOS検定上級講座

流通と販売の戦略

ビジネス・コンピューティング

リテール販売の実務

プロモーション戦略

イノベーション・マネジメント

ホスピタリティ・マネジメント

ICTビジネス入門

マーケティング・リサーチ

起業とベンチャービジネス

マーケティング・マネジメント

ベンチャービジネス入門

インテンシブ英語/ ポストボストン

２年

Business English
Academic Writing
TOEIC Preparation
Advanced Business English
英語特別演習

資格系•スキル科目
ビジネスのための数学
実践リーダーシップ
プログラミング
パーソナル・ファイナンス
簿記論
ディベート

ビジネスキャリア・
ディベロップメント

論理的思考とプレゼンテーション
ビジネス交渉学

協働プロジェクト（PBL)
プロジェクトゼミナールⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ
現代企業論Ⅰ・Ⅱ
ビジネス開発研究A ～ J
【多様な分野にフォーカス】

①インターネットとグローバルビジネス
②地域ビジネス
③金融ビジネス
④フードサービスとアグリビジネス
⑤ヘルスケアビジネス
⑥観光ビジネス
⑦デザインとファッションビジネス
⑧事業承継とファミリービジネス
⑨エンターテイメントとコンテンツビジネス

ボストン留学 プログラム
Business Reading
Business Writing

Introduction to Economics
Principles of Marketing

Principle of Management
Principles of Finance

１年

インテンシブ英語/ プレボストン
Grammar and Writing
Reading and Discussion
Introduction to Business English
Essential English
Advanced English

Leadership Development Course
Communication Skills
ビジネス•スキルズ

基盤科目
経済学入門

ファイナンス入門

マーケティング入門

グローバルビジネス基礎演習Ⅰ
グローバルビジネス基礎演習Ⅱ

国際情勢入門

会計学入門

経営学入門

ビジネス•コンピューティング入門
ビジネス•コンピューティングⅠ
女性のキャリア形成とビジネス

組織
づくり

英語
（Intensive／Business English 他）

顧客
づくり

経営資源

ビジネス づくり
5つの知

視野
づくり

経済的
思考

※ビジネスデザイン学科では、めざす職業を、ビジネスキ ャリア（職 能／職種 ）として捉 え、履修モ デルの一例 を紹介しま す。

PBL（Project Based Learning）
（ビジネスパーソン基礎力／ICT）

一般教養科目・文化講座

３年

グローバルビジネス＆
サステナビリティ集中領域 専門科目

マーケティング＆イノベーション
集中領域

