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学部

法学部

　法学部は、「英吉利法律学校」の創立以来130年

以上の歴史と伝統を持つ学部です。これまで法曹界

をはじめ政・官・実業界などに優れた人材を輩出し、

伝統を継承する一方で、社会の変化と大学教育に対

する要請に応えるため、教育の内容・方法などの改

革に絶えず取り組んできました。法律学科・政治学

科においてはコース制を導入し、２年進級時にコース

を選択できます。また、国際企業関係法学科は激変

する国際化社会に対応可能な地球規模のリーガルマ

インドを養える学修体制となっております。

　280講座以上の演習科目（ゼミ）、各界で活躍す

る実務家の授業、国際化に対応したきめ細かいカリ

キュラムを通し、法科大学院をはじめ、どのような

進路に進む場合にも必要とされる能力の涵養を図っ

ています。また、「やる気応援奨学金」や「リソース

センター」など法学部独自のシステムで、学生の自

主性を育てます。

　2023年4月には、東京都文京区に新たに開校す

る「茗荷谷キャンパス」に移転を予定しており、さ

らなる法曹一貫教育の強化、文理融合教育の展開、

実務家を招いた実践教育の強化をめざします。

　法学および政治学の分野に関する理論と諸現象に

かかる教育研究を行い、幅広い教養と深い専門的知

識に裏打ちされた理解力、分析力および問題解決能

力を涵養し、現代社会のさまざまな分野において活

躍することのできる人材を養成します。

　経済学部では従来から実践教育を重視し、専門知

識と社会人基礎力の養成に力を入れています。具体

的には、「ゼミナール」、「キャリア教育」、「グロー

バル人材育成」 を３つの柱として、世界で通用する

実践力を身に付ける体系的なカリキュラムが組まれ

ており、その活動を支援する 「給付奨学金制度」 も

充実しています。ここ数年のトピックとして、「ゼ

ミナール」 については、国内外での実態調査を        

「グローカル・フィールド・スタディーズ」 科目と

して単位化したことや、自治体の取り組みに参加し

て政策提言するなどの地域連携強化が挙げられま

す。また、ゼミの中で社会人基礎力を自己評価して

いく、経済学部独自のシステムも導入しました。

　経済学およびその関連領域にかかる教育研究を行

い、広く国際的で豊かな教養・学識と専門能力を有

し、社会のさまざまな分野においてその学識と能力

を発揮することのできる人材を養成します。

経済学部

「キャリア教育」については、１年次に「ビジネス・

プロジェクト講座」を設置して企業での課題にリア

ルに触れる機会を設け、この英語版の講座も設置し

ています。その他、２年次の 「海外インターンシッ

プ」、３年次の 「インターンシップ」 など、キャリア

教育科目が豊富に設置されています。「グローバル

人材育成」 については、「グローバル・リーダーズ・

プログラム」 を開設。 「海外インターンシップ」 で

は、本学の卒業生で組織する海外の白門会支部と連

携してコースを増設するなど、地球規模で活躍でき

る人材の養成に取り組んでいます。なお、就職はあら

ゆる業界に強く、公務員が1割程度いることも特徴

です。

法律学科
国際企業関係法学科
政治学科

学科 （多摩キャンパス）

8学部26学科13専攻1プログラムから興味・関心のある分野を見つけ、それを追究できる学びのフィールドがあります。その学

びのフィールドにおいては学部それぞれのポリシーに基づき、急速な変化を続ける現代社会で活躍するための 教養や専門知識を身

に付けることができる「実学教育」が 中央大学の強みです。

経済学科
経済情報システム学科
国際経済学科
公共・環境経済学科

学科 （多摩キャンパス）
※2023年より
　茗荷谷キャンパス
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● 学科名称変更

　「商業・貿易学科」は、2022年4月から「国際マー

ケティング学科」に名称変更しました。国際社会に

おいて、消費者の価値観の多様化や企業の国際化、

貿易の重要性が高まるなかで、国際的な視点で最先

端のマーケティングと貿易の理論や実務を学ぶこと

ができます。

● プログラム科目

　スポーツビジネスや海外企業へのインターンシッ

プ、地域の課題解決を目標とした商品・サービス開発

に挑戦できる PBL 科目（課題解決型学習）を多数新設

しています。さらに、公認会計士などの職業会計人や

ファイナンシャルプランナー、証券アナリストなどの

資格取得を目的とした講義の充実を図っています。

　商学にかかる各専門分野およびその関連領域にお

ける理論並びに実務に関する教育研究を行い、広く

豊かな学識と優れた専門能力を有し、ビジネスをは

じめとする各分野を通じて社会に貢献できる人材を

養成します。

商学部

　プログラム科目では、明治安田生命保険相互会社に賛

同いただき、2019 年度から寄付講座・給付奨学金を設

けており、サッカーを中心としたスポーツビジネスに関

する実践的な教育を展開しています。また、海外インター

ンシッププログラムについて、インターンシップ先とし

てタイ・ベトナム・オーストラリア・モンゴルを設置し、

商学部留学プログラムと併せて学生が海外へ渡る機会を

積極的に提供しています。さらに、2019年3月から

SDGs を実践するビジネス人材の育成を目的として、山

梨県小菅村・丹波山村および東京都檜原村と交流・連携

に関する協定を締結し、地域社会の持続的な発展に貢献

できるよう域学連携を展開しています。

　公認会計士試験では毎年多くの合格者を輩出し、トッ

プクラスの実績を誇っています。2021年度は41名の

商学部生（うち、22名現役生）が公認会計士試験に合格

しました。

経営学科
会計学科
国際マーケティング学科※
金融学科
※2022年4月より商業・貿易学科から名称変更

学科 （多摩キャンパス）

　理工学部では、各学科の専門分野における確実な基礎

学力と応用力を身に付けるとともに、多様化する要求へ

の対応力、組織をまとめる交渉力、新しい課題への挑戦

力をもち、グローバルに活躍できる人材の育成に力を入

れています。

● 理工学×英語教育×アントレプレナーシップ教育

　理工学部は理工学の確固たる知識と教養を持ち、高度

な英語運用能力と新たな価値を創造する精神（アントレ

プレナーシップ）を兼ね備えた人材の育成に取り組んで

います。

　理工系の専門的な知識を学修できる学科ごとのカリ

キュラムに加え、2022年度からは学部1年次から段階

的に英語力を強化するカリキュラムを展開しています。

　また、グローバルな視点や価値観を養う様々な科目や

取り組みを実践していき、国際社会で活躍できる理工系

人材の輩出を目指します。

　理学および工学の分野に関する理論および諸現象にか

かる教育研究を行い、新しい課題への果敢な挑戦力と組

織をまとめる卓越した交渉力を持ち、人類共有の知的資

産たる科学技術を継承し、自らの新発見の成果発表を通

じて積極的に社会貢献できる人材を養成します。

理工学部

● 学科の枠を超えた教育

　110を超える研究室が最先端の研究に取り組む中

で、有機的な研究協力と魅力ある教育プログラムを提

供するために、学科の枠を越えた連携組織「研究教育

クラスター」を設置しました。現在、「データサイエン

ス・ＡＩ」、「ロボティクス」 など４つのクラスターを

設置し、今後合同セミナーや共同の研究指導などの展

開を計画しています。

● 理工独自のキャリアサポート

　後楽園キャンパスには、理工学部生に特化した理工

キャリア支援課があり、進学や就職に関する支援活動

を行っています。4割近くにおよぶ大学院への進学や、

民間企業、公務員への就職など、理工系学生の幅広い

進路選択のフォローアップを行います。

応用化学科
ビジネスデータサイエンス学科
情報工学科
生命科学科
人間総合理工学科

数学科
物理学科
都市環境学科
精密機械工学科
電気電子情報通信工学科

学科 （後楽園キャンパス）
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　文学部は「人間とは何か」を探求する学部です。専

門的知識×幅広い教養＝「人や社会を読み解く力を

備えた人材」「多様な社会に対応できる人材」の育成

を目指します。

　2021年4月より、既存の13専攻に加え「学びの

パスポートプログラム」を新設し、1学科13専攻1

プログラムという多岐にわたる学問分野を生かした

構成となりました。全専攻で約700以上もの専門

　人文科学、社会科学および自然科学の諸分野に関

する教育と研究を行っています。専門的な教育に

よって得られた学識と広汎な分野の教育から得られ

た幅広い教養を持ち、多様な社会に対応し得る人材

を養成します。

文学部

科目を設置し、学生は他専攻の専門科目も広く履修

できます。また、各共同研究室には学生の研究相談

を受ける室員を配置し、合計約34万冊の蔵書で学

修をサポートしています。

　新設の学びのパスポートプログラムは、文学、文

化、外国語、歴史学、哲学、社会学、教育学、心理

学等、広範な領域を学べる文学部の利点を発展させ、

自らの関心を深めていく新しい学びの領域です。こ

のプログラムには、「社会文化系」と「スポーツ文化

系」の２系統での学びが用意されています。入学手

続時にどちらかの系統を選択して所属し、自らの関

心に基づいたオリジナル・カリキュラムを作成し、

学びをデザインしていきます。

人文社会学科 
国文学専攻 
英語文学文化専攻 
ドイツ語文学文化専攻 
フランス語文学文化専攻 
中国言語文化専攻 
日本史学専攻 
東洋史学専攻
西洋史学専攻
哲学専攻
社会学専攻
社会情報学専攻
教育学専攻
心理学専攻
学びのパスポートプログラム

学科・専攻（プログラム） （多摩キャンパス）

　総合政策学部では、「政策」「文化」「外国語」「情報」

を４つの柱とし、教養となる基礎知識を身に付けた後、

学生の問題意識に応じた専門分野を深めるカリキュラ

ムを提供しています。

　「外国語」教育は英語を含めた10語種（マレー・イン

ドネシア語、ヒンディー・ウルドゥー語、ペルシア語

などを含む）を開講し、専門分野に関するテーマにつ

いて英語やその他の外国語で授業を行う「GATE プロ

グラム」を設置。「情報」教育は国家資格である IT パス

ポートの取得を目指すことと併せて、さまざまな分野

にわたった魅力ある教授陣による「政策」と「文化」に関

する専門教育を展開しています。

　また、PBL（Project Based Learning）の拡充を志向し、

　人文科学、社会科学、自然科学、工学およびその

他の関連諸分野から、現代社会における政策に関す

る理論および諸現象にかかる教育研究を行い、「政

策と文化の融合」の理念の下に不確実でグローバル

な時代に必要とされる高度な知識を持ち、文化的背

景を理解して現代社会が抱える諸問題を解決し、よ

り良い社会を構築し得る人材を育成します。

総合政策学部

学生の主体的に学ぶ意欲や活動、発表を全面的に支

援しています。正規の授業科目として「外国語研修」

では平時にはロシア、インドネシア等の語学学校で

学び、コロナ禍においてはオンラインの語学学習を

実施しています。「Field Studies」は教員引率のもと海

外調査を行います。また学部指定の海外ボランティ

ア研修に参加するという科目もあります。さらに、

学生主体で企画・運営を行う研究発表会「リサーチ・

フェスタ」や、優れた研究プロジェクトを企画した学

生へ給付する「プロジェクト奨学金」など、日々の学

びをアウトプットし、教員・学友からフィードバッ

クを得られる場があります。

　特色あるカリキュラムとゼミ教育、学外における

学生の活動への支援により、国内外においてさまざ

まな視点から問題の発見・解決、社会現象の解明を

行うことができる人材を輩出しています。

政策科学科
国際政策文化学科

学科 （多摩キャンパス）
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国際経営学部

　国際経営学部は、国際ビジネスの舞台で活躍でき

る実践知を備えたグローバルビジネスリーダーを養

成することを目的としています。これから国際経営

学部の学生として入学する皆さんには、その目的に

ふさわしい基礎学力のほか、語学力、表現力、論理

的思考力、国際社会への関心、コミュニケーション

能力、そして専門領域への探求心が求められます。

自ら課題を発見し、それを解決すべく積極的に思考・

行動し、母語および外国語の運用能力を高める努力

を惜しまない学生を歓迎します。

　国際経営学は、国際ビジネスの舞台で活躍できる

実践知を備えたグローバルビジネスリーダーに求め

られる素養を身に付けるための学問です。学問領域

としては、経営戦略や、マーケティング、財務、人

的資源、制度などの企業経営に関すること、国際経

済や産業経済、公共経済などのグローバル経済に関

することとなります。加えて、中央大学の国際経営

学部では、異文化理解のための国際地域研究や、ビッ

グデータの時代にあって的確に情報を収集し分析す

る情報統計、外国語運用能力を高めるためのビジネ

スコミュニケーション・交渉論といった幅広い学問

を学ぶことが可能です。

　本学部では、全科目の7割以上を外国語、主に英

語で授業を行うことで、多くの留学生を受け入れ、

内なる国際化を推進していきます。また、国際感覚

国際経営学部の学生たちが集い、学び、研鑽しあえる場所
が整っています。学部横断的な学びを象徴するFOREST 
GATEWAY CHUOは2021年4月に竣工した、新しい学び
の空間です。駅を出ると現れるこの建物は、多摩キャンパ
スの新たなシンボルとなっています。国際経営学部の授業
は主にこの場所で行われており、木材の温かさを感じなが
ら、開放感あふれる清潔な空間で学生生活を送れることも
魅力の一つとなっています。

国際経営学部の学修環境

国際経営学科

学科 （多摩キャンパス）

国際情報学部

　国際社会が抱える情報の諸課題を多角的に分析・

解明した上で、その問題の解決策を論理的に構築し、

国際社会に受容される情報サービス・政策を実現で

きる人材を養成します。

iTLでは、学生が各自の端末を持ち込んで授業に臨むBYOD
（Bring Your Own Device）を採用しています。プログラミ
ング等の授業で使用するソフトウェアは大学から配布しま
す。レジュメを手元の端末で確認しながら受講できる授業
や、自身が作成したスライドを即座に投影して発表をする
授業等、双方向型の授業が展開されています。

　「情報の仕組み」、「情報の法学」、「情報の国際文化」

が国際情報学部での学びです。

　情報技術の発展著しい現代においては、情報通信

技術の発展に法律が追い付いていないことがありま

す。そのような社会の課題解決には、「情報の仕組み」

（情報技術）もさることながら、「情報の法学」（情報

分野における法律やルール）に関する知識を併せ持

つ必要があります。国際情報学部は「『情報の仕組

み』と『情報の法学』の融合」を教育理念とし、これか

らの情報社会を担うために必要な専門教育を展開し

ます。また、専門教育で培った知識やスキルを持っ

て国際社会で活躍するには、相応の英語力に加え、

哲学や倫理学、宗教学といった学問に基づく、異文

化を理解し、他者と協働するための教養やメディア

を適切に扱うための知識（「情報の国際文化」）を身

につけなければなりません。これらのことから、本

学部は、「情報の仕組み」、「情報の法学」、「情報の

国際文化」を学びの柱に据えているのです。

　本学部では、情報分野の最前線で活躍する実務家

教員を多数招聘することで、変化の激しい情報社会

の最新の動向を学生に提供する教育課程を実現して

います。新宿区市谷田町という都心の立地を生かし

て、講師の招聘にとどまらない産官学の連携を図っ

ていきます。

　国際情報学部は ” iTL” で表すことができます。

この ”iTL” には、国際情報学部の理念である「『情

報の仕組み 』と『 情報の法学 』の融合」を換言した

”Information Technology & Law” と市ヶ谷田町キャ

ンパスが情報社会の拠点となる ”Ichigaya Tamachi 

Link” の２つの意味が込められているのです。

国際情報学科

学科 （市ヶ谷田町キャンパス）

を身に付けるための海外短期留学 （1年次から留学

可能）や中長期の海外留学、海外インターンシップ

などもあります。なお、英語による授業の理解を深

めてもらうため、学びの根幹になる必修科目では、

通常の講義に加えチュートリアル授業（英語＋母語

による演習やフォローアップ授業）を行います。さ

らに、英語による授業のみで学位が取得できること

も大きな特徴となります。※留学生は外国語科目と

しての「日本語」を履修する必要があります。
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