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大学生の時間割は一人ひとり違うものになります。通常、時間割は春学期分と秋学期分

を一緒に作ります。しかし皆さんは 9 月入学生ですので、まずはこの秋学期(2020 年 9

月~2021 年 1 月)の半期分の時間割を作ります。 

 どの科目を履修するのかの登録期間は 9 月 14 日（火）～9 月 27 日（月） の 17:00
【時間厳守】です1。注意して下さい。 

まず、必ず履修しなければならない「必修科目」と「コース推奨科目」を「時間割（本

冊子 最終ページ）」に書き入れましょう。一学期は 15週間（学期末試験期間は除く）で

構成されています。そして、１回 の授業は 90分で１コマと呼びます。多くの講義は「週に１

コマ×15週間」、つまり全 15回で構成され 2単位となっています。これを一つの基本形と

して理解しておきましょう2。 

 それでは、1 年次に単位取得しておくべき「必修科目」と「選択必修科目」を中心に具

体的に見ていきます。※この資料は 1 年次入学生を対象に作成しています。2・3 年次入

学生においては、包括認定されている科目は履修する必要はありません。 

 
(1) 日本語中上級科目、日本語上級科目は、選択必修科目です。学生それぞれに登録す

べき科目が日本語のレベルで指定されています。具体的に何曜日の何時限目のどの

科目を履修するかはアドバイザーの先生に確認して下さい。外国人留学生の皆さん

が卒業するためには、日本語中上級科目（日本語中上級ａ・ｂ・ｃ・ｄ・ｅ・ｆ・

ｇ），日本語上級科目（日 本 語 上 級ａ・ｂ・ｃ・ｄ・ｅ）から第１外国語とし

て８単位以上を選択必修しなければなりません。この秋学期は日本語の授業を最優

先となります。指定された科目コードをアドバイザーの教員から教えてもらい、

必ず指定されたクラスの登録をして下さい。 

(2) 経営学総論も必修科目です。 

(3) ビジネスキャリア I（通年）も必修科目です。この科目も原則としてクラス（履修

曜日・時限）が指定されています。この科目も指定クラスを確認の上、必要事項を

書き入れましょう。 

(4) 情報メディア論も必修科目です。履修登録する場合は、クラス（履修曜日・時限）

が指定されることもあるので、アドバイザー教員に指定クラスがあるか確認をして

ください。 

(5) 経営情報基礎論も必修科目です。履修登録する場合は、クラス（履修曜日・時限）

が指定されることもあるので、アドバイザー教員に指定のクラスがあるか確認をし

てください。 

 
1  秋学期の授業開始は、9月 21日（火）からです。授業が開始された後でも、9月 27日
（月） 17:00までは履修登録が変更できるので、時間割を変更したい場合は、この期間まで
に必ず行ってください。特に、科目の追加はこの期間が過ぎると一切認めてもらえません。 
2  ただし、語学の科目などは２単位ですが 1科目あたり週に 2コマ（90分×２回）授業があ
ります。また週に 1コマ（90分×１回）で１単位の実技科目などもあります。 
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(6)  コンピュータ基礎論（春学期に開講）とコンピュータ応用論（秋学期に開講）は、

全コース3 推奨の選択必修科目です。社会に出てから PC（パソコン）活用能力は

必須であるため 、できれば両方とも履修し、IT（情報技術）スキルを高めて下さ

い。受講する場合は、最適な人数でのクラス運営が必要となるため、原則としてク

ラス（履修曜日・時限）が指定されています。アドバイザー教員に指定のクラスが

あるか確認をしてください。 

 
通常春学期に開講されるコンピューター基礎論を除き、必修科目と１年次に履修が推奨

される選択必修科目を記入し終えました。1 年次に 36～40 単位の取得を目標に頑張って

下さい。大学では履修した科目が全て合格するとは限りません。少し余裕を持って履修申

請しておきましょう。実際に授業が始まって、科目数が多いと思ったら、授業開始後に履

修科目の訂正をする機会がありますから、安心してください（9 月 27 日（月）17:00 ま

では Web 上で追加・取消の修正可能です）。新入生は、1 年間で 42 単位まで（半期 30

単位上限）を履修登録することが可能です4。秋学期と春学期のバランスを取りながら履修

計画を立てましょう。 

 授業が難しい・スケジュールが合わないなどの理由で履修を辞めたい科目がある場合に

は、履修取消期間((9 月 28(火)～10 月 2 日(土))に Web 上で履修取消ができます。授業

に参加していない科目の履修取消をしないと、その分、他の科目を取る機会が失われます

（年間 42 単位までしか履修登録できないため）。また、履修者名簿に名前が残ったまま

となり、取消しをしないと不本意な成績を付与されることになり、成績（GPA なども）が

不必要に下がることになります。 

それでは、たくさんの科目の中からどの科目を選べばよいのでしょうか。最初に科目グ

ループ(群)ごとの最低修得単位数を確認しましょう。経営情報学部で提供されている科目

は、下表にあるように複数の科目グループ（群）に分かれています。順に見ていきます。 

学科共通科目群 I（語学）は、先程必修科目として紹介した，日本語中上級科目（日本

語中上級ａ・ｂ・ｃ・ｄ・ｅ・ｆ・ｇ），日本語上級科目（日本語上級ａ・ｂ・ｃ・ｄ・

ｅ）から８単位を計画的に取得する必要があります。 
 この科目群には、日本語以外の外国語「英語」「フランス語」「ドイツ語」「スペイン

語」「中国語」「韓国語」などの外国語の科目も含まれます。自身の興味関心を踏まえ、

計画的に履修することも検討して下さい。 

 

 
3  2年次からより専門的な学習をするために分野の選択をします。東金キャンパスでは、
（１）グローバルビジネス・マーケティング、（２）公共マネジメント、（３）スポーツマネ

ジメント、（４）情報マネジメントの４つのコースから選択することになります。 
4  年間で履修できる単位数の限度のことを「キャップ制」と言います。経営情報学部では、要
件を満たせばアドバイザーとの履修相談を踏まえて、年間で最大 49単位まで履修することが
認められます。新入生は、春学期の成績で GPA3.00以上の場合は、アドバイザーとの履修相
談を踏まえ、秋学期に履修科目を追加することが可能です。Cf 『学生便覧 2020』p116 
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＜卒業に必要な単位数：『学生便覧 2020』 p116 より＞ 

 

 
 学科共通科目群 II（情報）は、６単位以上が必要です。必修科目の情報メディア論と経

営情報基礎論の２科目以外に、コンピュータ基礎論またはコンピュータ応用論のどちらか

を修得すれば卒業に必要な単位を満たすことになります。まずはこの秋学期に開講してい

るコンピュータ応用論から学習しましょう。そして、来年の春学期にコンピュータ基礎論

を学び IT スキルを修得して下さい。 

 学科共通科目群Ⅳ（教養）は、10 単位以上が必要です。幅広い教養を身に付けること

を目的に、統計学や地理学、宗教学などが設置されています。 

 キャリア形成科目群は、必修科目であるビジネスキャリア I・II（各 2 単位、II は 2 年

次配当科目）を含め４単位以上が必要です。 

 専門基礎科目群は、経営学総論を含め 16 単位以上が必要となります。経営情報学部の

学びの中心となる専門科目群 I の本格的な履修の準備段階として各コースの基礎および導

入となる科目が用意されています。 

 
 各コースが推奨する 1 年生で履修できる科目は下表の通りです。2 年次からどのコース

を選択するにしてもコース推奨科目は 1 年次で履修して欲しい科目です。また、2 年生に

コースを選択した際に、慌てて 1 年生と一緒にコース推奨科目を履修するということがな

くて済みます。優先的に履修することを検討してください。また、科目名にⅠ及びⅡの記

号が付いている場合には、Ⅰを履修しその単位が修得できていなければ、Ⅱの履修ができ

ないことに注意しましょう。例えば、会計学Ⅱであれば、会計学 I の授業を履修し、単位 

科目 群 系列
最低修得
単位数

学科共通科目群 語学

学科共通科目群 情報

学科共通科目群 教養

形成科目群
外国人留学生 帰国生

専門基礎科目群

専門科目群

専門科目群 研究 実践

上記 科目群 最低修得単位数以外 選択必修 単位 上

限 他学部 科目 卒業単位 含

外国人留学生 帰国生
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の修得（合格：C 以上の評価）ができていなければ履修できません。 

 

＜東金キャンパスの４つのコースとコース推奨科目＞ 
グローバルビジネス・ 

マーケティングコース 
公共 

マネジメントコース 
スポーツ 

マネジメントコース 
情報 

マネジメントコース 
第二外国語 
マーケティング論 

マーケティングリサーチ

ロジスティクス概論 
会計学 I 
英語科目など 

日本国憲法 
経済原論 a 
経済原論 b 

政治学など 

 

生涯スポーツ概論 
スポーツ科学 Ia 
スポーツ科学 Ib 
スポーツ社会学など 

情報セキュリティ 
情報ネットワーク論 

データベース基礎論 

情報社会と情報倫理な

ど 

 
さて、経営情報学部では、この他にも多くの科目が開講されています。時間割表を見て

ください。1 年生で履修できる科目とできない科目があることに注意しましょう。大学の

科目は履修年次（学年）が決められています。学生便覧にも配当年次が記載されていま

す。例えば、「2,3」とあれば、その科目は 2,3 年生を対象として開講されています。た

だし、上位学年の 4 年生も履修できます。「以上」を付けて「2,3 年次以上」と読めばよ

いでしょう。皆さんは 1 年生ですから、「1」「1,2」「1,2,3」と記載されている科目の

みを履修することができます。時間割から履修可能な科目を探して開講曜日・時限を確認

し、自分の時間割と見比べて空いていたら履修することができます。 

 しかし、科目の名前だけでは内容は分かりません。JIU (城西国際大学の略。Josai 

International University)では、Web 上に講義要項（シラバス）を公開しています（HP

から「在学生の方」へ。ID, PW は JIU メールと同じ）。興味のある科目があったら、詳

しい授業内容を見てみましょう。教科書や履修上の注意、成績評価の考え方なども書いて

あります。 

最後に、集中授業を履修するかを考えてみましょう。春学期と秋学期の学期末試験終了

後の数日間に集中して授業が実施される科目です。 

 これで時間割の完成です。後は、Web 履修で入力することになります。Web 履修で入

力したら、空いているコマに注意しましょう。履修可能な科目がある場合は空コマにアイ

コンが出ていますから、クリックしてどのような科目をとれる可能性があるのかを確認し

ておきましょう。見落としを防ぐことができます。また、紀尾井町キャンパスの授業を履

修しないように注意してください。その他の注意点としては、ビジネスキャリア I につい

ては自分のアドバイザー教員のクラスを必ず登録して下さい。 
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＜注１＞ 履修人数を制限する科目（例：スポーツ科学Ⅰa、Ⅰb など）があります。 

それらの科目は JIU ポータルで Web 履修することができません。履修するた

めには manaba で申請します。 

登録期間：9 月 14 日（火）〜17 日（金）12 時まで 

 
＜注２＞ 教科書販売について 

学生向け教科書販売の案内が JIU ポータルに届いています。詳細はそちらで確

認して下さい。受講した授業で教科書の指定がある場合は、なるべく早く準備

して下さい。 

注文受付期間：9 月 6 日（月）〜10 月 1 日（金） 

 

＜注３＞ 授業の欠席（欠席届）、Z 評価（評価不能）など 

大学の単位認定は、授業時間が基礎となっていますので、授業には毎回出席す

ることを心がけてください。各授業科目において授業回数の 1/3 以上欠席した

場合には、原則として当該科目の期末試験の受験資格を失います。例えば、全

15 回（週 1 コマ）の講義の場合、5 回以上欠席した場合、学期末試験等の受験

資格を失い、期末試験などが受けられなくなります。そうすると当然その履修

した科目は修得（合格）できません。やむを得ぬ事情で授業や試験を欠席した

場合の手続き、特に公欠については学生便覧を確認してください5。ただし、提

出したからといって、欠席や公欠が出席に変わるわけではありません。 

 
  

 
5  『学生便覧 2021』p51に欠席と公欠について記載されています。ここでは授業回数の
1/3以上欠席した場合には、原則としてその授業の学期末試験などの受験資格を失い、評価不
能（Z評価）となることを理解しておきましょう。また、公欠が認められたとしても欠席と公
欠をあわせて授業回数の半分以上を欠席した場合も、原則としてその授業の学期末試験などの

受験資格を失います。 
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【春学期】科目名と教員名、教室を記入しましょう。必修と選択必修は赤で記入。 

 月 火 水 木 金 

1 時限目 
9:30～11:00 

     

2 時限目 
11:10～12:40 

     

3 時限目 
13:30～15:00 

     

4 時限目 
15:10～16:40 

     

5 時限目 
16:50～18:20 

     

集中授業： 

 
【秋学期】科目名と教員名、教室を記入しましょう。必修と選択必修は赤で記入。 

 月 火 水 木 金 

1 時限目 
9:30～11:00 

     

2 時限目 
11:10～12:40 

     

3 時限目 
13:30～15:00 

     

4 時限目 
15:10～16:40 

     

5 時限目 
16:50～18:20 

     

集中授業： 


