
2021年度経営学部カリキュラムマップ【経営コース】
◎：必修科目 赤：核科目 青：関連科目 緑：周辺科目 無印：自由科目

大分類 汎用的技能 思考力

対応DP

科目分類 経済 政治・法律 人文・社会

産業組織論 会社法 外国書講読 経営分析 ◎演習第三 経営戦略論 品質管理システム論
組織の経済学 企業法務 経営データ解析 ◎卒業論文 経営財務論 情報資源管理論
労働経済学 労働法Ⅱ 情報処理論（応用） 人的資源管理論 情報コース特殊講義

経営コース特殊講義 管理会計論
生産管理システム論 財務会計論Ⅱ
流通システム論 資金会計論
リテール・マーケティング論 税務会計論

会計監査論
会計コース特殊講義
広告論 
リスクマネジメント論
グローバル・マーケティング論
ブランド・マネジメント論
サービス・マーケティング論
地域ブランド論

◎演習第二 国際商務論
サプライチェーン・マネジメント論

マーケティング・リサーチ論
流通コース特殊講義

社会経済学Ⅰ 商法（総則・商行為） 社会心理学 経営工学概論 ◎演習第一 経営管理論 経営情報システム論 情報社会・倫理論
ミクロ経済学Ⅰ 会社法概論 経営科学 経営組織論 情報と職業

労働法Ⅰ 情報処理論（基礎） マーケティング論 商業会計論
Webデザイン論 工業会計論
マルチメディア演習 財務会計論Ⅰ

原価計算論
商業論
保険論
流通史
消費者行動論
銀行論
貿易総論
物流論
経営学部特別講義

経済史入門 経営基本統計学 ◎経営学部基礎演習 ◎経営学概論
コンピュータ初級 ◎経営情報総論
コンピュータ通論 ◎会計学通論
簿記原理 ◎流通総論
検定簿記会計Ⅰ～Ⅴ 経営史
流通資格Ⅰ・Ⅱ 企業論
情報資格Ⅰ～XⅢ 検定経営学Ⅰ～Ⅶ

経営学部総合講座

知識・理解

社会に関する現代的な専門的教養を修得することができる
海外の企業や組織などに
ついて興味・関心をもつこ

とができる

企業活動における問題解
決のための分析手法を身

につけることができる

企業活動に伴う諸事象に
ついて論理的に考えるこ

とができる
企業活動を理解・説明するための専門知識を身につけることができる

四
年
次
以
上

三
年
次
以
上

二
年
次
以
上

一
年
次
以
上

態度・志向



2021年度経営学部カリキュラムマップ【情報コース】
◎：必修科目 赤：核科目 青：関連科目 緑：周辺科目 無印：自由科目

大分類 汎用的技能 思考力

対応DP

科目分類 経済 政治・法律 人文・社会

金融システム論Ⅰ 会社法 エスノメソドロジー 外国書講読 経営データ解析 ◎演習第三 生産管理システム論 経営戦略論 資金会計論
金融システム論Ⅱ 手形・小切手法 情報処理論（応用） ◎卒業論文 品質管理システム論 経営財務論 税務会計論
金融論Ⅱ 企業法務 グローバル・マーケティング論 情報資源管理論 人的資源管理論 会計監査論
サービス経済論 労働法Ⅱ 国際商務論 経営分析 情報コース特殊講義 経営コース特殊講義 財務会計論Ⅱ
産業組織論
組織の経済学 管理会計論 経済統計論Ⅱ
労働経済学 会計コース特殊講義
計量経済学Ⅰ

広告論
リスクマネジメント論
流通システム論
リテール・マーケティング論
ブランド・マネジメント論
サービス・マーケティング論
地域ブランド論

◎演習第二 サプライチェーン・マネジメント論
マーケティング・リサーチ論
流通コース特殊講義

マクロ経済学Ⅰ 商法（総則・商行為） 社会心理学 貿易総論 経営工学概論 ◎演習第一 経営情報システム論 経営管理論 工業会計論
マクロ経済学Ⅱ 会社法概論 経営科学 情報と職業 経営組織論
ミクロ経済学Ⅰ 労働法Ⅰ 情報処理論（基礎） 情報社会・倫理論 商業会計論 流通史
ミクロ経済学Ⅱ Webデザイン論 財務会計論Ⅰ
金融論Ⅰ マルチメディア演習 原価計算論 経済統計論Ⅰ

データ分析入門 商業論
ミクロデータ分析 マーケティング論
マクロデータ分析 消費者行動論
社会調査方法論 保険論

銀行論
物流論

経営学部特別講義

統計学入門Ⅰ 法律学入門 地域社会学 コンピュータ初級 ◎経営学部基礎演習 ◎経営学概論 企業論 経営史
統計学入門Ⅱ 憲法Ⅰ(人権) メディア論 コンピュータ通論 ◎経営情報総論 検定経営学Ⅳ～Ⅶ

民法Ⅰ(総則) 経営基本統計学 ◎会計学通論
刑法Ⅰ(総論) 情報資格Ⅰ～ⅩⅢ ◎流通総論 流通資格Ⅰ・Ⅱ

簿記原理 検定経営学Ⅰ～Ⅲ
検定簿記会計Ⅰ～Ⅴ 経営学部総合講座

経済数学

四
年
次
以
上

三
年
次
以
上

二
年
次
以
上

一
年
次
以
上

態度・志向 知識・理解

社会に関する現代的な専門的教養を修得することができる
海外の企業や組織などに
ついて興味・関心をもつこ

とができる

企業活動における問題解
決のための分析手法を身

につけることができる

企業活動に伴う諸事象に
ついて論理的に考えるこ

とができる
企業活動を理解・説明するための専門知識を身につけることができる



2021年度経営学部カリキュラムマップ【会計コース】
◎：必修科目 赤：核科目 青：関連科目 緑：周辺科目 無印：自由科目

大分類 汎用的技能 思考力

対応DP

科目分類 経済 政治・法律 人文・社会

産業連関論 手形・小切手法 外国書講読 経営分析 ◎演習第三 管理会計論 人的資源管理論 ブランド・マネジメント論
金融論Ⅱ 企業法務 経営データ解析 ◎卒業論文 財務会計論Ⅱ 経営戦略論 広告論 
サービス経済論 労働法Ⅱ 情報処理論（応用） 資金会計論 経営財務論 サプライチェーン・マネジメント論

社会保障論Ⅰ 計量経済学Ⅰ 税務会計論 経営コース特殊講義 グローバル・マーケティング論

社会保障論Ⅱ 計量経済学Ⅱ 会計監査論 生産管理システム論 リスクマネジメント論
経済統計論Ⅱ アンケートデータ分析 会計コース特殊講義 品質管理システム論 流通システム論
愛媛経済論Ⅰ エスノメソドロジー 情報資源管理論 リテール・マーケティング論
愛媛経済論Ⅱ 情報コース特殊講義 サービス・マーケティング論
観光経済論 流通コース特殊講義 地域ブランド論
地域経済学Ⅰ 国際商務論
地域経済学Ⅱ マーケティング・リサーチ論
まちづくり学Ⅱ 金融システム論Ⅰ

金融システム論Ⅱ
産業組織論
労働経済学

◎演習第二 組織の経済学
情報の経済学
会社法

社会経済学Ⅰ 消費者法 都市社会学 経営工学概論 ◎演習第一 商業会計論 経営管理論 情報と職業
社会経済学Ⅱ 労働法Ⅰ メディアの社会学 経営科学 工業会計論 経営組織論 情報社会・倫理論
日本経済論Ⅰ 情報処理論（基礎） 財務会計論Ⅰ 経営情報システム論 商業論
日本経済論Ⅱ Webデザイン論 原価計算論 経営学部特別講義 保険論
金融論Ⅰ マルチメディア演習 銀行論
経済統計論Ⅰ データ分析入門 マーケティング論
愛媛県の経済と課題 ミクロデータ分析 消費者行動論
まちづくり学Ⅰ マクロデータ分析 流通史

計量社会学 貿易総論
社会調査方法論 物流論

マクロ経済学Ⅰ
マクロ経済学Ⅱ
ミクロ経済学Ⅰ
ミクロ経済学Ⅱ
社会心理学
商法（総則・商行為）
会社法概論

経済史入門 法律学入門 社会統計学 簿記原理 ◎経営学部基礎演習 ◎経営学概論 企業論 経営史
統計リテラシー 憲法Ⅰ（人権） 地域社会学 経営基本統計学 ◎経営情報総論
松山市の経済と課題 民法Ⅰ（総則） メディア論 検定経営学Ⅳ〜Ⅶ ◎会計学通論

刑法Ⅰ（総論） コンピュータ初級 ◎流通総論
コンピュータ通論 検定経営学I〜Ⅲ
情報資格Ⅰ～XⅢ 検定簿記会計Ⅰ〜Ⅴ
流通資格Ⅰ・Ⅱ 経営学部総合講座
統計学入門Ⅰ
統計学入門Ⅱ
経済数学

四
年
次
以
上

三
年
次
以
上

二
年
次
以
上

一
年
次
以
上

態度・志向 知識・理解

社会に関する現代的な専門的教養を修得することができる
海外の企業や組織などに
ついて興味・関心をもつこ

とができる

企業活動における問題解
決のための分析手法を身

につけることができる

企業活動に伴う諸事象に
ついて論理的に考えるこ

とができる
企業活動を理解・説明するための専門知識を身につけることができる



2021年度経営学部カリキュラムマップ【流通コース】
◎：必修科目 赤：核科目 青：関連科目 緑：周辺科目 無印：自由科目

大分類 汎用的技能 思考力

対応DP

科目分類 経済 政治・法律 人文・社会

サービス経済論 手形・小切手法 グローバル・マーケティング論 経営データ解析 ◎演習第三 広告論 経営戦略論 経営財務論
組織の経済学 国際商務論 情報処理論（応用） ◎卒業論文 リスクマネジメント論 人的資源管理論 生産管理システム論
アンケートデータ分析 外国書講読 経営分析 流通システム論 経営コース特殊講義 管理会計論
愛媛経済論Ⅰ リテール・マーケティング論 品質管理システム論 資金会計論
愛媛経済論Ⅱ ブランド・マネジメント論 情報資源管理論 会計監査論
観光経済論 サービス・マーケティング論 情報コース特殊講義
まちづくり学Ⅱ 地域ブランド論 財務会計論Ⅱ
産業連関論 サプライチェーン・マネジメント論 税務会計論
産業組織論 マーケティング・リサーチ論 会計コース特殊講義
社会保障論Ⅰ 流通コース特殊講義
社会保障論Ⅱ
地域経済学Ⅰ
地域経済学Ⅱ

◎演習第二

データ分析入門 消費者法 社会調査方法論 貿易総論 情報処理論（基礎） ◎演習第一 商業論 経営管理論 情報社会・倫理論
愛媛県の経済と課題 商法（総則・商行為） 都市社会学 商業会計論 マーケティング論 経営組織論
まちづくり学Ⅰ メディアの社会学 工業会計論 保険論 経営情報システム論
社会経済学Ⅰ 社会心理学 経営工学概論 流通史 情報と職業
社会経済学Ⅱ 経営科学 消費者行動論 財務会計論Ⅰ
マクロ経済学Ⅰ マルチメディア演習 銀行論 原価計算論
マクロ経済学Ⅱ Webデザイン論 物流論 経営学部特別講義
ミクロ経済学Ⅰ
ミクロ経済学Ⅱ
日本経済論Ⅰ
日本経済論Ⅱ

統計学入門Ⅰ 地域社会学 簿記原理 ◎経営学部基礎演習 ◎経営学概論 経営史 検定経営学Ⅵ・Ⅶ
統計学入門Ⅱ メディア論 経営基本統計学 ◎経営情報総論
統計リテラシー 社会統計学 検定簿記会計Ⅰ～Ⅲ ◎会計学通論
松山市の経済と課題 コンピュータ初級 ◎流通総論

コンピュータ通論 流通資格Ⅰ・Ⅱ
情報資格Ⅰ～XIII 企業論
検定簿記会計Ⅳ・Ⅴ 検定経営学Ⅰ～Ⅴ

経営学部総合講座

四
年
次
以
上

三
年
次
以
上

二
年
次
以
上

一
年
次
以
上

態度・志向 知識・理解

社会に関する現代的な専門的教養を修得することができる
海外の企業や組織などに
ついて興味・関心をもつこ

とができる

企業活動における問題解
決のための分析手法を身

につけることができる

企業活動に伴う諸事象に
ついて論理的に考えるこ

とができる
企業活動を理解・説明するための専門知識を身につけることができる


