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2020 年は世界中で蔓延したコロナ禍（COVID-19）によって世界中が多大な影響を受けま

した。その影響は世界中で甚大なものとなりましたが、若い学生、とりわけ皆様のような 1

年次の学生が受けた影響は大きかったかと思います。色々とやるせないこと、辛いことに耐

え 1 年間の勉学を続けたことを、まずは称えたいと思います。 

2021 年に入り先進国の一部ではワクチン接種が始まっており、ようやくコロナ禍後の事

を見据えることができるようになりつつあります。日本においても医療従事者を皮切りに

ワクチン接種が始まっております。皆様が接種を受けられるようになるまではまだ時間は

ありますが、少しずつ時代は正常化しつつあると言えるかと思います。コロナ禍後の世界を

見据えて、引き続き勉学に励んでもらいたいと思います。 

多くの学生の皆さんは無事に 2 年次になられているかと思いますが、3 年次以降に控える

厳しい就職活動に労力と時間を割けるように着実に単位を履修してください。目標の総単

位数は 80 単位ですが、余力のある学生は更に多くの単位修得にチャレンジしてください。

以下、2 年次の履修について説明しますので、学生便覧（緑の表紙の本）を必ず参照してく

ださい。 

また進級できなかった学生や、進級したものの 1 年次の必修科目を取りこぼしてしまっ

た学生は、本紙の「1 年次科目の再履修に関する諸注意」をよく読み、自身のアドバイザー

とよく相談の上、科目申請してください。 

最後に履修関連を始めとする大学からの通知については 3 号棟１階教学事務室の掲示、

大学 HP「在学生の方」、ポータルサイト、manaba に掲載されます。また教員から個別の

連絡が電子メールなどで来ることもあります。これらの情報はこまめに確認するようにし

てください。 
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I. 卒業に必要な単位 

 

 

 

なお、1，2 年次の必修科目は「情報メディア論」、「経営情報基礎論」、「経営学総論」、「ビ

ジネスキャリアⅠ」、「ビジネスキャリアⅡ」の 5 科目 10 単位と語学 4 科目 8 単位(実質的

には、「Fundamentals of English Ⅰ」、「Fundamentals of EnglishⅡ」、「Oral Fluency Ⅰ」、

「Oral FluencyⅡ」の 4 科目が必修となっております)です。 

また卒業には、3 年以降に必修科目としては「ゼミナール a・b・c・d」等の履修が必要で

す。またその他選択必修科目として 1 科目 2 単位（「コンピュータ基礎論」か「コンピュー

タ応用論」）が必須となります。またキャリア形成群からも「ビジネスキャリアⅠ」、「ビジ

ネスキャリアⅡ」以外1の 1 科目 2 単位の修得が必須となります。 

 

II. 進級条件 

 

皆さんの進級条件は以下になります。詳細は各自学生便覧にて確認してください。 

 

(1) 1年次から 2年次：1年次の必修科目 12単位のうち 4単位以上を含み 16単位 

(2) 2 年次から 3 年次： 

① 1，2 年次の必修科目 18 単位のうち 14 単位 

 
1 「ビジネスキャリア実践」、「インターンシップ」、「海外ビジネスキャリア研修Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ」から 1

科目 2 単位以上を修得する必要があります。 

学部･学科 経営情報学部

系列 単位数

8

6

10

6

16

24

8

46

合計 124

その他：経営情報学部のすべての科目群より修得した科目以外に選択必修。

　　　　30単位までを上限に他学部の科目を卒業単位に含めることができる。

注：外国人留学生、帰国生の卒業要件は若干異なります。

専門基礎科目群

専門科目群Ⅰ

専門科目群Ⅱ（ゼミ研究・実践）

その他

学科共通科目群Ⅰ(語学)

学科共通科目群Ⅱ(情報)

学科共通科目群Ⅳ(教養)

キャリア形成科目群
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② 総修得単位が 50 単位 

(3) 3 年次から 4 年次：82 単位 

 

2 年次全員が 3 年次に進級できるように履修計画を立てて頑張りましょう！ 

 

III. 申請単位数 

 

年間で 42 単位まで(各学期は最高 30 単位)となります。但し、昨年度末時点での GPA が

3.00 以上の学生はアドバイザーと相談の上、年間で 49 単位まで申請可能です。なおこの

場合も各学期の上限は 30 単位のままです。 

 

IV. 2 年次科目の履修に関する諸注意 

  

(1) 春学期と秋学期の両方の授業の履修申請をする 

⚫ 昨年度までと同様に年度初めに春学期と秋学期の両方の授業の履修申請をします。

秋学期の授業は秋学期の開始時にも履修申請はできますが、定員などで新たな履

修申請を受け付けない授業も出てきます。なるべく年度初め時点に春学期と秋学

期の両方の授業の履修申請を行いましょう。 

⚫ 科目名の末尾に「＜東京キャンパス＞」とついているのが、紀尾井町キャンパスで

開講される科目となります。何もついていない科目は東金キャンパスで開講され

る科目ですので注意してください。 

⚫ 自分が履修登録する科目については、ポータルサイトのシラバスからその科目を

検索して、内容や注意事項をしっかり確認しましょう。 

 

(2) 英語 

⚫ 実質的な必修科目である「Fundamentals of English Ⅱ」、「Oral Fluency Ⅱ」を履

修する必要があります。クラス分けに関してはプレイスメントテストを受ける必

要があります。留学の準備などの特殊な理由で、どうしても他の時間帯(クラス)で

の授業を受講したい学生は、理由を明確にしたうえでアドバイザーに相談してく

ださい。なお「Fundamentals of English Ⅱ」、「Oral Fluency Ⅱ」を履修するため

には、それぞれのⅠの単位を修得している必要がありますので注意してください。 

 

(3) ビジネスキャリアⅡ 

⚫ 「ビジネスキャリアⅡ」に関しては 2 年次に進級できた学生だけが履修可能であ

り、自分のコースあったビジネスキャリアⅡを履修します。履修クラスは下記の通

りになります。 
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⚫ グローバルビジネス・マーケティングコースはアドバイザーによってクラスが分

かれています。「佐藤先生、野津先生」のクラスと「呉先生、阿部先生、鈴木広人

先生」のクラスがあります。自分のアドバイザーの先生が担当するコマコードのク

ラスで履修登録してください。 

⚫ 会計ファイナンスコース及び情報・メディアマネジメントコースはコースごとに

一つのクラスとして構成されています。 

⚫ ビジネスキャリアⅡではコースごとに分かれて、ゼミナールに所属する前に必要

な様々なことを勉強します。また近年では重要性を増してきているインターンな

どへの応募の仕方なども学びます。 

 

 

 

(4) 今年度は「ビジネスキャリア実践」を履修しない 

⚫ シラバス上では皆さんはビジネスキャリア実践を履修できますが、今年はなるべ

く履修しないようにしてください。理由は以下になります。 

① 本授業は３年次向けに構成されており、２年次の皆さんにとっては必ずしも

今必要なことを学べるわけではありません。近年のインターンの動向や応募

の仕方などはビジネスキャリアⅡで学べるようにいたします。 

② ２年次のうちにこの授業を履修してしまうと、本当にこの授業が必要となる

３年次になったときに履修できなくなります。この授業は就職活動の準備を

するための授業ですので、実際に就職の準備をする３年次時の履修が最も効

果的です。 

③ この授業は隔週金曜３限に設置されておりますが、その日にはビジネスキャ

リアⅡは開講されません（互い違いでの開講となります）。 

 

(5) カリキュラム変更における影響 

⚫ 2021 年度より経営情報学部はカリキュラムの大幅な変更を行っております。これ

に伴い、いくつかの科目は新カリキュラムと旧カリキュラムでの合同開催となっ

ておりますのでご注意ください。皆さんが履修可能な科目は「2020 年度便覧記載

名」での科目であり、指定されたコマコードで履修申請を行ってください。 

ビシネスキャリアⅡの履修クラス

コース名 コマコード

グローバルビジネス･マーケティングコース

アドバイザー名 佐藤･野津 00254691

呉・阿部・鈴木広人 00254692

会計ファイナンスコース                  新谷・鈴木勝浩 00254694

情報・メディアマネジメントコース　 亀山・斎藤・戸田 00254695
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(6) その他科目履修上で注意すること 

⚫ 「○○○Ⅱ」という科目を履修するためには、「○○○Ⅰ」を履修している必要が

あります。年度初めに春学期に「○○○Ⅰ」、秋学期に「○○○Ⅱ」の履修申請を

した学生が、春学期の「○○○Ⅰ」を修得できなかった場合は、秋学期の「○○○

Ⅱ」の履修申請は自動的に無効となってしまう点には注意してください。 

⚫ 「△△△a」、「△△△b」については、順番は指定されておりませんので、a、b ど

ちらからでも履修できます｡但し第二外国語は例外であり、「□□語ⅠB」を履修す

るためには「□□語ⅠA」を修得している必要があります。 

⚫ コンピュータ室を使う授業などでは、定員が厳密に設定されるケースもあります。

その場合は授業を配当するコースに所属する学生が優先されます。またコース学

生に絞ってもなお定員を超える場合は、配当年次の学生が優先されることになり

ます。 

 

  

2020年度便覧記載科目名 コマコード 合同開催科目名

コンピュータ基礎論
00110790, 00110791, 00110792,

00110793, 00110794, 00110795,

00110796, 00110797, 00110798

ICT演習a

コンピュータ応用論
00110890, 00110891, 00110892,

00110893, 00110894, 00110895,

00110896, 00110897, 00110899

ICT演習b

情報メディア論 00059591, 00059592 経営情報基礎論a

経営情報基礎論 00110991, 00110992 経営情報基礎論b

情報セキュリティ 00033791 情報セキュリティa

簿記論Ⅰ 00163693 初級簿記論

簿記論Ⅱ 00163791 中級簿記論

経済原論a 00253592 ミクロ経済学の基礎

経済原論b 00253692 マクロ経済学の基礎
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(7) 各ゼミナールでの推奨科目 

⚫ 3 年次に進級可能性のある学生を対象に、本年度末にはゼミナールの選別を行いま

す。各ゼミナールではより専門的なことを勉強していくため、その前提知識として

最低限履修してほしい科目をここに挙げておきます。 

⚫ これらの科目は必修ではありませんが、各ゼミナールでの勉学を進めていくうえ

で最低限必要な前提知識となっておりますので、興味のあるゼミナールに関連す

る推奨科目は 2 年次のうちに履修しておくことを強くお勧めします。また各ゼミ

ナールでは定員があるため選考を行いますが、これらの科目の履修歴が無い場合

は、不利になる可能性もあります。 

⚫ 上記の事情も考えて、各自が履修計画を立てる際の参考としてください。 

 

➢ グローバルビジネス・マーケティングコース 

 阿部 信太郎：消費生活と行政、経済原論（a またはｂのどちらか）、コンピ

ュータ応用論 

 呉 小莉： 異文化適応論、Introduction to Global Management、経営管理総

論、心理学、※必修以外の語学科目 

 鈴木 広人： マーケティング論、マーケティングリサーチ、心理学、経営戦

略論、統計学の基礎知識 

 野津 創太： 経営管理総論、経営組織論、コンピュータ応用論（※パワーポ

イントが必ず使える事） 

 

➢ 会計ファイナンスコース 

 早田 巳代一： 簿記論Ⅰ、会計学Ⅰ、財務諸表論Ⅰ(理論)、財務諸表論Ⅱ（計

算）、コンピュータ応用論(※パワーポイントが必ず使える事)  

 新谷 理： 簿記論Ⅰ、簿記論Ⅱ、会計学Ⅰ、企業と社会、経営分析論 

 鈴木 勝浩： 簿記論Ⅰ、簿記論Ⅱ、会計学Ⅰ、会計学Ⅱ、企業と社会 

 

➢ 情報・メディアマネジメントコース（コース共通で以下が推奨されています） 

 情報ネットワーク論、プログラミング基礎、アルゴリズム基礎論、情報学特論、

情報化戦略論 

 

(先生方の敬称略) 
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(8) 基本技術者試験における「午前試験免除」の認定 

⚫ 経営情報学部では、「基本情報技術者試験」において午前試験免除を認定するプロ

グラムを有しております。意欲のある学生はぜひチャレンジしてみてください。 

⚫ 「デジタルメディア論」、「情報処理基礎諭」、「情報処理応用論」、「情報学特論」、

「情報化戦略論」、「プログラミング基礎」、「プログラミング応用」の 7 科目 14 単

位を修得し、認定団体が行う修了試験(12 月、1 月のいずれか)に合格した者は 1 年

間、午前試験が免除されます。 

⚫ 詳しくは学生便覧(p.143)を参照してください。また上記の科目を担当されている

教員にもお尋ねください。 

 

(9) その他科目履修上で注意すること 

⚫ 「○○○Ⅱ」という科目を履修するためには、「○○○Ⅰ」を履修している必要が

あります。年度初めに春学期に「○○○Ⅰ」、秋学期に「○○○Ⅱ」の履修申請を

した学生が、春学期の「○○○Ⅰ」を修得できなかった場合は、秋学期の「○○○

Ⅱ」の履修申請は自動的に無効となってしまう点には注意してください。 

⚫ 「△△△a」、「△△△b」については、順番は指定されておりませんので、a、b ど

ちらからでも履修できます｡但し第二外国語は例外であり、「□□語ⅠB」を履修す

るためには「□□語ⅠA」を修得している必要があります。 

⚫ コンピュータ室を使う授業などでは、定員が厳密に設定されるケースもあります。

その場合は授業を配当するコースに所属する学生が優先されます。またコース学

生に絞ってもなお定員を超える場合は、配当年次の学生が優先されることになり

ます。 
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V. 1 年次科目の再履修に関する諸注意 

 

(1) 優先的に再履修するべき科目 

⚫ 1 年次に修得可能な必修科目は「情報メディア論」、「経営情報基礎論」、「経営学総

論」、「ビジネスキャリアⅠ」の 4 科目 8 単位と、語学の 2 科目 4 単位(実質的には

英語の「Fundamentals of English Ⅰ」、「Oral Fluency Ⅰ」)です。これらは 2 年次

への進級条件だけではなく、3 年次への進級条件、卒業条件でも中核をなす科目で

す。これらを取りこぼした学生はまずは優先的に再履修を考えてください。 

⚫ 「コンピュータ基礎論」、「コンピュータ応用論」は選択必修科目であり、どちらか

の修得は卒業までには必ず必要となります。両科目ともに取りこぼした学生は、必

ずどちらかは再履修して修得してください。なお両科目とも PC ルームを用いる授

業であるため、再履修を行う際にはアドバイザーや担当の先生とよく相談してく

ださい。 

 

(2) 英語 

⚫ 「Fundamentals of English Ⅰ」、「Oral Fluency Ⅰ」は実質的な必修科目であり、

これらの単位を取りこぼしてしまった学生はその再履修が必要です。これらの授

業科目は多数設置されますが、自由には選択できません。２年次以上が再履修する

際のクラス分けなどは、語学教育センターからの指示に従って下さい。3 号棟 1 階

の教学事務室の掲示やポータルサイトの時間割等に記載されますので、よく確認

したうえで再履修クラスを登録してください。 

 

(3) ビジネスキャリアⅠ 

⚫ 「ビジネスキャリアⅠ」は必修科目であるため、修得できなかった場合はアドバイ

ザーの先生と相談して、再履修を前提とした全体の時間割を作成してください。基

本的には現時点でのアドバイザーの先生が開講する再履修用の「ビジネスキャリ

アⅠ」を履修します。 

 

 

教員名 コマコード 教員名 コマコード

阿部信太郎 00254591 新谷理 00254595

佐藤和代 00254594 鈴木広人 00254596

亀山浩文 00254590 野津創太 00254599

呉小莉 00254592 鈴木勝浩 00254593

斎藤紀男 00254589 戸田容平 00254598


