
 

 経営情報学部 総合経営学科 履修のガイド 

（2021 年度 経営情報学部 東金キャンパス入学生用（BG2021 学生）） 

 

履修計画：長期的、系統的な履修計画 

本学部を卒業するためには、４年以上在学し、本学部のカリキュラムにしたがって開講される

授業科目を系統的に履修し、定められた卒業所要単位を修得しなければなりません。学生便覧に

は科目の構成とその履修年次が示されていますので、必修科目・選択必修科目・選択科目の別を

はじめ、卒業や進級に必要な単位数などの条件を確認のうえ、自己の責任において履修計画を立

てることが求められます。 

科目の選択については、単に１年間の勉学の方針を決定するだけでは十分ではありません。本

学部の卒業生にふさわしい能力と見識を持ち卒業するためには、４年間を見通した明確な学修目

的を持つことが求められます。また、留学や資格取得などを希望する者は、卒業するまでの見通

しをもって、当該年度の履修を決定してください。 

各自の学修目的に応じて、その年度だけでなく次年度以降における学修をも考慮して、長期的

な履修計画を立てることが求められます。特に次の点に注意してください。 

① 科目群ごとに卒業に必要な修得単位数が定められていること 

② 学年ごとに進級条件があり、そのため必要な修得単位数や修得しなければならない科目

が定められていること 

③ 学年により、履修すべき科目があること 

④ 特定の科目の単位修得を履修条件とする科目があること 

⑤ 学生便覧に記載されている科目の中に、毎年は開講されない科目があること 

単位制のもとでは、授業科目の単位を修得するためには、授業を受けるだけでなく、教室外で

の自学自習も求められます。履修科目を決定する際には、自学自習の時間を考慮に入れておくこ

とが必要です。 

履修にあたっては、オリエンテーション期間に履修に関する説明が行われます。また、アドバ

イザーの助言を得ることができます。 

 

学期 

春学期・秋学期の２学期に分けられています。 

春学期生は４月１日から翌年３月３１日まで、秋学期生は９月１日から翌年８月３１日までを

学年としています［学則第８、９条］。 

 

「必修科目」「選択必修科目」「選択科目」による分類 

授業科目は、「必修科目」「選択必修科目」「選択科目」に分かれます。 

●「必修科目」は、本学部が教育目的を達成するために学生に必ず修得することを義務付けて

いる授業科目です。必修科目を 1 科目でも修得できなければ、卒業は認定されません。 

●「選択必修科目」は、指定された開設科目の中から、所定の単位数以上の科目を必ず履修し、

修得することを義務付けている授業科目です。 

●「選択科目」は、指定された開設科目の中から自由に選択し、履修することができる授業科

目です。 



 

集中授業 

授業科目によっては、必要に応じて夏期・冬期に集中して授業を行うことがあります。授業は、

原則として集中授業期間に行われます。集中授業の日程や時間割等は、学部事務室および教学事

務室より本学 Web サイトや掲示にて連絡します。 

 

授業科目の区分 

授業科目は、 

●経済社会のグローバル化と情報化の発展に即応できる能力,及び人間力の基盤となる能力を

身につけるため、語学、情報、教養、スポーツなどから構成される「学科共通科目群」 

●社会人基礎力,及びキャリア形成に資する能力を身につけるため、初年次教育やインターンシ

ップなどから構成される「キャリア形成科目群」 

●専門分野の共通基盤を体系的に身につけるため、学部の学びの基礎となる科目から構成され

る「専門基礎科目群」 

●学科固有の専門分野を体系的に身につけるため、各分野の専門科目、ゼミナール、及び教職

科目などから構成される「専門科目群」 

に区分されています。 

詳細は、学生便覧に記載されているカリキュラム・ポリシーを参考にしてください。 

 

単位 

本学部の教育課程は、すべて単位制が採用されています。単位制とは、所定の授業科目を履修

し、授業科目ごとに定められた単位を修得し、修業年限４年のうちに卒業に必要な単位数を修得

する制度です。 

学生への単位の付与は、大学設置基準第 21 条の公的な定めによっています。半期２単位の講

義・演習の場合、教室内外の学修を合わせた 90 時間の勉学の成果によって、単位を与えること

が定められています。これに基づいて、授業時間数の２倍の時間の教室外学修を行うことが要求

されます。このことを心にとめて自学自習に努めてください。 

各科目の単位は、次の基準に基づいて設定されています［学則第１３条］。 

 

単位計算方法［学則第 13 条］ 

授業は１コマ（1 時限）90 分です。授業を１コマ受ければ、2 時間の授業を受けたとみなしま

す。各授業科目の単位数は、1単位の授業科目を 45 時間の学修を必要とする内容をもって構成す

ることを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を

考慮して、次の基準により単位数を計算します。 

 

講 義 お よ び 

演習 

15 時間から 30 時間までの範囲で大学が定める時間の授業をもって 

1 単位とします。 

実 験 、 実 習 

および実技 

30 時間から 45 時間までの範囲で大学が定める時間の授業をもって 

1 単位とします。 

 

 



 

授業科目の単位の修得(登録から成績評価まで）［学則第 20 条～第 25 条］ 

学年始めに１年間の学修計画を立て、その年度に履修しようとする授業科目について、定めら

れた期日に届出をします。これを「履修登録」と呼びます。履修登録した科目は、授業および試

験を受け、合格した場合に単位を修得することになります。 

 

履修年次 

〔必修科目および選択必修科目〕 

必修科目および選択必修科目は、教育課程に示された履修年次に履修し、単位を修得しなけれ

ばなりません。指定された履修年次に単位を修得できなかった場合は、原則として次の学期また

は学年に履修し、単位を修得しなくてはなりません。 

〔選択科目〕 

選択科目は、原則として、教育課程に示された履修年次以上の者が、履修することができます。 

 

進級条件 

各年次の進級に必要な最低修得単位数は次のとおりです。 

学年 進級条件（下記の条件をすべて満たすことが必要） 

1 年⇒2年 

 

① 1 年次の必修科目である経営情報基礎論 a・b、ICT 演習 a、情報セキュリテ

ィ a、経営学総論、ビジネスキャリアⅠa・Ⅰb および学科共通科目群Ⅰの

選択必修科目である Fundamentals of English Ⅰ, Oral Fluency Ⅰ, 

English for Advanced Studies a・b, English for Specific Purposes a・

b のうち 4単位  

※なお、外国人留学生・帰国生は、Fundamentals of English Ⅰ, Oral 

Fluency Ⅰ, English for Advanced Studies a・b, English for Specific 

Purposes a・b の代わりに、学科共通科目群Ⅰの日本語中上級科目、およ

び日本語上級科目が選択必修科目となる。 

②総修得単位数が 16 単位 

2 年⇒3年 

 

① 1,2 年次の必修科目である経営情報基礎論 a・b、ICT 演習 a、情報セキュリ

ティ a、経営学総論、ビジネスキャリアⅠa・Ⅰb ・Ⅱa・Ⅱb、および学科

共通科目群Ⅰの選択必修科目である Fundamentals of English Ⅰ, Oral 

Fluency Ⅰ, English for Advanced Studies a・b・c, English for Specific 

Purposes a・b・c のうち 14 単位  

※なお、外国人留学生・帰国生は、Fundamentals of English Ⅰ, Oral 

Fluency Ⅰ, English for Advanced Studies a・b・c, English for 

Specific Purposes a・b・cの代わりに、学科共通科目群Ⅰの日本語中上

級科目、および日本語上級科目が選択必修科目となる。 

② 総修得単位数が 50 単位以上 

※但し、2 年次から 3 年次の進級条件①を満たし、総修得単位数が 40～49 単位の者については、進級

判定の対象となり、教授会で審議の結果、許可された学生のみ進級することができる。 

3 年⇒4年 ①総修得単位数が 82 単位 



 

卒業 

４年以上在学し、学則第 26 条に定める単位以上を修得した者に、卒業を認定します。卒業を認

定された者に学士（経営情報）の学位を授与します。学生便覧に記載されている卒業に必要な単

位をよく確認してください。 

 

卒業見込 

４年次の学生が、履修登録を行い、登録科目の単位をすべて修得した場合に、卒業可能である

ことが確認されている状態を「卒業見込」といいます。 

次の場合は、卒業見込が取り消されます。 

●各学期科目の不合格により、卒業要件を欠いた場合（※１） 

●各学期科目、集中授業による授業科目の不合格により卒業要件を欠いた場合 

（※１）各学期末に再試験を受験した結果、合格したことにより、または、各学期科目の追加

登録により、再び「卒業見込」となる場合があります。 

 

卒業時期の半期延長（３月または９月） 

前年度に卒業見込であった４年次の学生で、学期末に卒業の認定を得られなかった者が、次学

期に卒業要件を満たした場合、次学期末で卒業が認められます。 

 

履修登録 

履修登録は、本年度に履修する授業科目を届け出る重要な手続きです。登録漏れや間違いがあ

るとその科目の履修が不可能となり、たとえ授業に出席し、試験を受けたとしても単位は認定さ

れません。履修登録にあたっては、学生便覧やシラバス（講義要項）などをよく読み、修得すべ

き単位数や各授業科目の履修方法・履修条件をあらかじめ理解しておくことが求められます。 

原則として、履修登録方法は基本的に Web を通じて行います（本学 Web サイトトップページ＞

JIU Portal）。一部、manaba 等、他の方法により登録を行う科目もあります。履修する科目は、必

ず履修登録しなければなりません。登録していない科目は、受講することも試験を受けることも

できません。１年間のすべての履修科目の登録を４月の履修科目登録・登録訂正期間に行います

（ただし、秋学期の履修訂正期間に追加・取り消しの訂正ができます）。秋学期の授業科目につい

ても、原則として４月に履修登録してください。 

４月および５月の履修登録・登録訂正の結果、履修者が５名以下となった授業科目は、その年

度は原則として閉講とします。 秋学期も同様とします。そのため、秋入学生は、最初の秋学期に

半期分を履修登録します。そして、次の春学期で、秋学期も含めた当年度の履修登録をします。

ただし、CAP 制は、秋学期＋春学期で適用される点に留意してください。 

履修登録の不備、履修登録確認の際の不備などによる不利益は、学生本人の責任となります。

それにより進級･卒業できなくなる場合もありますので注意してください。「学生便覧」「履修の手

引」「シラバス」等をよく読んで、不備のないように手続きをすることが求められます。 履修登

録および登録訂正は、必ず本人が行ってください。履修登録について不明な点があれば、アドバ

イザーまたは事務室に問い合わせてください。 

 

 



 

履修登録手順 

履修登録の手順 
入学時期 

摘要 
春学期 秋学期 

オリエンテーション 

 

履修計画を立てる 

 

3 月下旬 

4月上旬 

9月中旬  

授業開始 

 

4 月上旬 9月下旬 履修計画に沿って授業に出席してください。 

※履修登録前の授業も授業時数に含まれます。 

履修登録・確認期間 

 

4 月上旬 

～ 

4 月下旬 

9月中旬 

～ 

10 月中旬 

 

 

履修登録・登録訂正 

下表の期間内は何度でも授業科目の登録・削除・変更を行うことが可能です。期間外は、登録

の訂正（削除・追加・変更）を行うことはできませんので、注意してください。 

学期 内容 時期 摘要 

春学期 

履修申請期間 4月上旬 この期間に秋学期開講分も登録します。 

履修訂正期間 4月中旬 履修科目の追加と取り消しができます。 

履修取消期間 4月下旬 履修科目の取り消しができます。 

秋学期 

履修申請期間 9月中旬 秋学期入学者向けの履修申請期間です。 

履修訂正期間 
9 月下旬～

10月上旬 

春学期の追再試験の成績結果を受けての訂正期間です。履修科

目の追加と取り消しができます。 

履修取消期間 10 月中旬 履修科目の取り消しができます。 

 ※原則として各学期に開講される集中授業についても、この履修申請期間に登録してください。 

 

注意：2021 年度秋学期の具体的な履修登録・取消時期については説明会や大学 HP の学事暦で確

認してください。 

 

登録した授業科目の確認 

各学期の履修照合票配付時にアドバイザー等とともに、過不足なく、また、自身の負担のない

ように履修できているか、しっかりと確認してください。特に教職課程の課程登録を行っている

学生は、履修科目に漏れがないか、必ず複数回確認してください。 

 

シラバス 

シラバスは、JIU Portal から閲覧することができます。 

履修科目を決定する際には、「学生便覧」、「履修の手引」に加えて、「シラバス」も活用してく

ださい。シラバスには、その授業の到達目標、詳細な授業計画、学生の教室外における予習復習

等の指示、成績評価基準および成績評価方法などの情報が掲載されています。 

 



 

履修系統図と科目ナンバリング 

履修系統図（カリキュラムツリー）とは、卒業までに身につけるべき知識と、これを得るため

の授業科目がどのように配置されているか、各授業の関連性を明示する仕組みです。また、科目

ナンバリングは、授業科目に適切な番号を付し分類することで、学修の段階や順序などを表し、

教育課程の体系化を明示する仕組みです。（本学 Web サイトトップページ＞メニュー>在学生の方

>在学生向け情報 教務部教務課）。 

 

科目履修上の注意事項 

●同一授業時限に複数の授業科目を履修することはできません。 

●一度単位を修得した科目は、再度履修することはできません。 

●各学年に配当されている授業科目は、その年次に履修することが望まれます。 

●自己が在籍する学年より高学年に配当されている授業科目を履修することはできません。 

例えば、1年生は、2年生以降に開講されている科目を履修することはできません。 

●授業は、実技などその内容や教室収容人数の関係で、履修者数を制限することがあります。 

●履修者数を制限する授業科目は、オリエンテーション期間に発表されるので、その指示

（manaba での登録など）に従って下さい。原則、①高学年の学生、②所属するコースの学生、

③初回の授業に出席した学生などの履修を優先します。また、教職課程の一部科目（体育実

技科目など）については教職課程を履修する学生を優先します。 

 

CAP 制度（履修登録単位数の制限） 

計画的な学修を促すため、通常の授業に加え、予習・復習を含めた学修時間を確保することを

目的として、年間の履修登録単位数に上限を設ける制度です。年間の履修登録については原則 42

単位以下としています。GPA が 3.00 以上の者にはアドバイザーに相談のうえで最大 49 単位まで

履修することが認められることがあります。決められた範囲内で、卒業までの履修計画を立てて

ください。 

 

教職課程について 

教職課程の履修を希望する者は、オリエンテーション期間に実施される教職課程オリエンテー

ションに必ず出席して担当者からの説明を理解したうえで、希望する教科に必要な科目の履修登

録を行ってください。詳細については、教職課程履修要綱で確認してください。 

 

取得可能な免許状の種類 

・中学校教諭一種免許状：社会、保健体育 

・高等学校教諭一種免許状：公民、保健体育 

 

資格取得について 

本学部が当該資格認定団体から認定校等として認められている資格の取得を希望する学生は、

オリエンテーションの際にアドバイザーや当該資格担当教員などから説明を受けたうえで、資格

取得に必要な科目の履修登録を行ってください。資格取得に必要な単位を修得することにより資

格又は受験資格が得られます。各資格の詳細については、学生便覧で確認してください。 



 

 

 

所定の授業科目を修得することで資格あるいは受験資格が得られる資格名称 

・スポーツ系資格：健康運動実践指導者、初級障がい者スポーツ指導員、BLS 

※上記以外に、日本スポーツ協会関連のスポーツ資格があるが、詳細が分かり次第、説明会を開催す

る予定。 

上記以外にも、本学部の学びと関連性の高い資格が複数あります。オリエンテーション期間等

に説明がありますので、希望する場合はアドバイザーと相談しながら履修計画を立ててください。 

 

休講について 

●担当教員の病気、その他の都合によって授業が休講となる場合があります。その場合は、掲

示板による休講連絡と、JIU Portal 上に休講情報を配信してお知らせします。 

●電話による休講の問い合わせは、一切受け付けません。 

●休講の連絡がなく授業開始から 30 分を経過しても担当教員が出講しない場合は、必ず学部事

務室または教学事務室に問い合わせをし、指示を受けてください。皆さん自身で判断せず、

指示があるまでは教室に待機してください。 

 

臨時休講について 

自然災害やストライキ等の影響により通学不能の事態が発生、もしくは発生すると予測される

場合、本学ホームページ上に、休講措置など何らかの情報を掲出します。台風や大雪、大雨、強

風などの自然災害により、授業等に支障をきたす、もしくは通学上危険が伴う事態が発生または

予測される場合も同様です。 

 

欠席について 

履修登録をした授業は毎時間出席することが原則であり、病気やその他の不可抗力による欠席

が出席扱いになることはありません。日頃から欠席しないように心がけ、欠席した分については

授業の遅れを取り戻せるよう、科目担当教員の指示に従ってください。授業回数の 3 分の 1 以

上欠席した学生は、試験を受けることはできません。手続き方法については、学生便覧の「学生

生活のしおり」ページを確認してください。 

 

公欠について 

授業欠席の理由が、本学が定めた公欠事由に該当する場合、公欠届と必要な書類を添えて提出

期限までに事務室に提出することにより、公欠が認めらます。詳細は、学生便覧の「学生生活の

しおり」ページを確認してください。 

 

就職活動に伴う欠席 

就職活動にための授業の欠席は、公欠にはなりません。詳細については、学生便覧の「経営情

報情報学部 総合経営学科 学部履修の手引と手続き」ページを確認してください。 

 

GPA 制度 



 

GPA とは ”Grade Point Average” の略です。成績評価を厳格に行いより教育効果を高めるこ

と、学生の学修意欲を触発し学修目標を明確化すること、成績評価基準を学外の評価基準に

標準化し国際化を図ることが導入の目的です。 
 

（合格） （不合格） 

S：100～90 点 
A：89～80 点 
B：79～70 点 
C：69～60 点 

（正規試験） 
 F：59 点以下（再試験受験可） 
 T：追試験受験可 
 Z：追・再試験の受験資格なし 
（追・再試験） 
 D：59 点以下 
 E：未受験 

 
城西国際大学の成績評価は、S・A・B・C の評価に対して、それぞれ５・４・３・２点の

Grade Point を与え、Grade Point に各科目の単位数を掛け合わせ、その総計数を総履修単位数

で割ることにより、平均点（Grade Point Average）を算出し、単位修得とは別の尺度で、当該

学生の成績評価を行います。 
Grade Point Average は成績通知表および成績証明書に記載します。 

 
 ＜計算式＞ 

(S の単位数)×5＋(A の単位数)×4＋(B の単位数)×3＋(C の単位数)×2 
総履修単位数 

 
※履修取り消し 
履修登録した科目の取り消し手続きを行う期間が設定されています。この期間内に履修科

目の取り消しの手続きをしない場合、その科目は成績評価の対象となります。なお、集中授

業科目については、日程発表後に履修取り消し期間が設定されます。 
 
※履修科目登録の取り消し期間以後、病気・事故等のやむを得ない事情が発生した場合には

経営情報学部事務室に相談してください。 


