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学部DP詳述

コンピテンシー（能力）

人間と社会、自然と生命の諸問題に
積極的・意欲的に関わっていくこと
のできる、豊かな知性と共感力なら
びに高い倫理観を身につけている。

多様な問題に関心を持つ力

Diverse interest

自然や社会の多様な問題に関心を持ち、
探究心を高めることができる。

Ability to develop a spirit of enquiry
through an interest in diverse natural
and social issues.

共感できる力

Compassion for others

様々な状況の中で他者の意図や感情を
理解することができる。

Ability to empathize with the intentions
and emotions of others in various
situations.

多角的に考える力

Critical thinking

問題を多面的に捉え、解決に向けて多角
的に考えることができる。

Ability to appreciate and analyse
problems from multiple perspectives in
order to find solutions.

論理的に考える力

Logical thinking

問題解決に向けて論理的に考えることが
できる。

Ability to think logically to solve
problems.

専門的な知識

Discipline-specific knowledge

経済・経営に関する専門的な知識を習得
している。

Ability to acquire specialized knowledge
of economics and business
administration.

専門的な知識の活用力

Application of discipline-specific
knowledge

習得した専門的な知識を社会貢献のため
に活用することができる。

Ability to contribute to society using
specialized knowledge.

情報収集力

Information collection

自らすすんでエビデンスに基づいた情報
を収集することができる。

Ability to independently build up
evidence from findings.

情報分析力

Information analysis

収集した情報から的確な分析をすること
ができる。

Ability to critically analyze collected
information.

情報活用力

Information application

情報の収集と分析を適切に活用すること
ができる。

Ability to make appropriate use of
findings.

情報発信力

Information dissemination

情報の収集・分析・活用から積極的かつ
効果的な情報発信ができる。

To effectively and actively present
information and findings.

多言語力

Multilingual proficiency

異文化を受容しつつ、多言語を習得する
ことができる。

Ability to embrace different cultures and
acquire foreign languages.

コミュニケーション能力

Communicative skills

他者と共に生活するための言語的または
非言語的な意思疎通ができる。

Ability to effectively communicate with
other peoples, whether verbally or nonverbally.

役割を見出す力

Active participation

社会の一員として、自分が果たすべき役
割を見出すことができる。

Actively seek one’s role and collaborate
with others as a member of the society.

課題を発見・解決する力

Problem identification and
solving

自ら社会の中の課題を発見し、解決に向
けて行動することができる。

Identify issues in society and strive to
find solutions.

セルフマネジメント力

Self-management skills

自立した個人として自分自身をコントロー
ルすることができる。

Ability to be mindful and act responsibly
as an independent person.

日常的な自己研鑽力

Self-improvement

常に謙虚な姿勢で自らを省察し、自分自
身の向上に努めることができる。

Ability to reflect upon oneself and strive
for improvement.

未来を設計する力

Future planning

自分や社会の未来創造のために、方向
性を見出し計画することができる。

To constructively plan for the benefit of
oneself and society.

経済や経営に関する専門性を活か
す上で不可欠な、人間や社会の
専門性を支える深い教養
在り方に対する関心と理想を持ち、
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論理的な思考と大局的な判断がで
きる深い教養を身につけている。

経済・経営に関する専門 経済・経営に関する専門的な知識、
専門性 的な分析力と応用力
分析力・問題解決力を体系的かつ
【専門性】
多面的に修得している。

情報を収集し効果的に
情報力 活用できる能力
【情報力】

時代と社会をリードする
行動力 行動力
【行動力】

自己実現力

必要とされる情報を自ら収集・分析
し、その成果を効果的かつ適切に
活用、発信するための能力を身に
つけている。

グローバル化と共生の時代にふさ
わしい国際感覚と言語・コミュニケー
ション能力を身につけ、地域・国際
社会、組織、その他さまざまな人間
関係の中で積極的に働きかけること
ができる。

卒業後も主体的・持続的に自己を
自己実現に向けて専門的
向上させることに意義を見出し、学
知識を生かし目標を追求
ぶ姿勢を保ち、自立した個人として
する力
自らが掲げた目標に向けて歩んで
【自己実現力】
いくことができる。

コンピテンシー（能力）の英訳

コンピテンシー（内容）

コンピテンシー（内容）の英訳

