
2020年度 新入生

履修概要について

詳しくは郵送された
「履修の⼿引き」を参照してください

経営学部の新入生のみなさん、

4月1日が参りました。いよいよ、晴れて大学生となりました。
おめでとうございます。
今年は残念ながら入学式や入学オリエンテーションを実施することができません。
したがって、皆さんに会って履修に関する説明を行うことができません。

そこで、添付のような資料を履修登録の参考として活用いただきたく作成しました。

大学生は高校生までと異なり、基本的に自分の目指すゴールに向かって、必要と
考えられる授業を履修します。1年の始めにはこの履修届を登録することが一番
大切なことなのです。
ですから、良く考えて、期日までに履修登録を終了してください。

以下の資料を読むことで履修というものがどういうものかわかると思います。詳し
い科目および授業内容については、「履修の手引き」と文教大学のHPにある「シラ

バス」を確認してください。「シラバス」とはどのような授業を行い、授業の目的や学
びについて説明されています。教科書も指定されています。
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【経営学部 経営学科のカリキュラム 標準履修年次】

経営
専門教育科目群

22単位 10単位 92単位

共通教育
科目群

キャリア形成
（2単位）

124

セメスター

必修
（18単位）

選択必修
Ⅲ

（4単位）

選択必修
Ⅰ

（14単位） 選択必修
Ⅱ

（6単位）英語Ⅰ
（2単位）

英語Ⅱ
（2単位）

英語Ⅲ
（2単位）

応用英語
（4単位）

選択
（50単位）

2

ここでは、経営学部のカリキュラムを一目で見えるように図示されています。

4年間、セメスター（学期）では8セメスターで124単位を履修する必要があります。
共通教育科目からは22単位（11科目）、語学では10単位、専門科目では92単位以
上、そのうち必修が18単位、選択必修I（指定された科目群から14単位を自由に選
択できる）、選択必修Ⅱ）となります。
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科目区分について
• 必修 … 原則指定されたセメスターで必ず修める

• 選択必修 … 同一枠内の卒業要件を満たすよう心
がけつつある程度自由に修める

• 選択 … 科目間の上下関係など，学習効果を考え
ながら自由に修得する

《注意》
1. 「予備登録がある科目」は希望者多数で設定定員を超えた場合，抽選になって希望のセ
メスターにとれない可能性がある
2. とりたい科目が同じ曜日・時限に配置される場合があり，その時は同時にはとれない
などが考えられるので，「選択必修科目」はとれるときに優先的にとっておく方が安心

3

ここでは、「科目区分」についての説明がされています。
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【必修＋選択必修Ⅲの軸】と【基礎形成・キャリア形成】
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必18/選必Ⅲ4 選必Ⅱ4/選必Ⅱ6/専門5092

セメスター

知ナビ
（2単位）

アカ・リテ
（2単位）

社会人基礎力
（2単位） 選択必修Ⅰ

（14単位）
選択必修Ⅱ
（6単位）

企業経営 公共経営 会計ゼミナールⅠ
（4単位）

知の探求
（2単位）

必修

選必Ⅲ

人間と
経営学
（2単位）

基礎簿記
演習

（4単位）

ビジソル
（2単位）

キャ開発
（2単位）

ゼミⅡ
（4単位）

卒研（+4）

4

このスライドでは、専門科目群92単位について説明します。

左側の「必修18/選択必修Ⅲ４」とある矢印の部分は、経営学部のコア科目群と
なっており、全員が履修しなくてはならない授業です。1年生であれば、「知のナビ

ゲーション」、「人間と経営学」、「アカデミックリテラシー」、「基礎簿記演習」を履修
する飛鳥があります。これらの科目は2年生でも履修できますが、基本的に1年生
の科目ですから、2年生で履修する学生は成績不良で再履修する場合にほぼ限ら
れます。1年生で履修できる科目は1年生のうちに履修してしまいましょう。

次に、右のグリーンの部分ですが「選択必修I（14単位）、選択必修Ⅱ（6単位）と
あります。専門科目の基礎形成科目群です。2年生までにこれらの単位を修得して

おく必要があります。「履修の手引き」を参照しながら履修したい科目に見当を付
けましょう。でも、見当がつかない人もいると思いますから、以下の説明を見てくだ
さい。

以下のスライドの説明は、経営学部に入った皆さんが将来どのような職種に就い
て社会で活躍したいか、その方向性に応じて例示した科目群となります。必ず履
修しなくてはいけないという科目ではありませんが、3年次のゼミ選択等での基礎
となる科目も少なくありません。是非参考にしてください。
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企業経営領域

カリキュラム（企業経営領域）

必修科⽬

経営管理論

経営戦略論

人間と経営学 基礎簿記演習

経営組織論

人間尊重と経営 ビジネスと法Ａ

企業倫理

組織デザイン論

人的資源管理論

人材開発論

環境と経営

産業心理学

組織行動論

労働法

ｅ-ビジネス

海外研修

ビジネスと法Ｂ

マーケティング
戦略事例研究

消費者行動論

国際地域論A
(アジア)

ビジネスと法Ｃ

マーケティング

マーケティング
戦略

マーケティング・リ
サーチ

マーケティング・
リサーチ演習

1年

2年

3年

国際地域論B
(アメリカ)

国際地域論C
(ヨーロッパ)

起業論 流通論

中小企業経営論

キャリア・コンサ
ルティング

選択必修

ここでは、将来、一般企業での就職を考える学生向けの履修科目群の一例となり
ます。

必修科目は共通ですが、オレンジ色の選択必修は企業経営領域に適した科目が
選ばれています。白地の科目は選択科目となります。
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公共経営領域

カリキュラム（公共経営領域）

公共経営入門

公共経営論

公共思想論

公共経済入門

公共経済学

地域経営論

社会福祉論

行政評価

公共経営実地演習

社会心理学 公共経営演習Ａ

情報公共論

行政学

NPO・ボランティア
の理論

政策科学

政策科学演習

1年

2年

3年

福祉医療
マネジメント論

非営利組織論

公共経営演習Ｂ

公共経営演習Ｃ

公共経営演習Ｄ

公会計

行政法

労働法

必修科⽬
人間と経営学 基礎簿記演習

公務員基礎講座

公務員採用試験対策
選択必修

公務員対策講座

【課外学習】

教員対策講座

ここでは、将来市役所や区役所等、公務員や中高の教員を志望する学生向けの
履修科目群の一例です。

欄外に課外学習として公務員基礎講座や教員対策講座が用意されています。こ
れらは履修単位とならない科目ですが、履修単位として認定される公共経営演習
AからDと一緒に履修すると効果的です。
ただし、欄外科目の履修には別途費用がかかりますから注意してください。
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会計領域

カリキュラム（会計領域）

企業会計

原価計算Ⅰ

原価計算Ⅱ

財務会計論

企業と市場の経済
（ミクロ経済）

中級簿記

管理会計論

監査論

日本経済論

国と国の経済
（マクロ経済）

財務諸表分析演習

アカウンティング
演習Ａ

1年

2年

3年

税務会計
アカウンティング

演習Ｂ

連結会計

ファイナンス

ファイナンスとコーポ
レートガバナンス経済データ分析

経済学・ファイナンス分野

経済学の基礎

必修科⽬
人間と経営学 基礎簿記演習

選択必修

ここでは、会計士や税理士を目指す学生向けの履修参考科目の一例となってい
ます。

隣は金融機関等を志望する学生は、経済・ファイナンス分野の科目群を参考とし
てください。
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その他（情報処理/統計/数理分野・キャリア科目など）

カリキュラム（情報活用力・問題解決力等のため）

データ処理Ⅰ

データ処理Ⅱ

プログラミング

情報発信ツール
活用演習

問題解決技法入門

情報化戦略

生産システム

ロジスティクス

統計データの
扱い方

最適化モデル分析 問題解決技法演習

データベース作成

コンピュータ
基礎演習

問題発見技法

多変量の統計
データ解析

スケジューリング

プレゼンテーション

統計の分析と利用

情報技術演習Ａ

情報技術演習Ｂ

1年

2年

3年
シミュレーション
モデル分析Ｂ

意思決定科学

ネットワーク
モデル分析

統計の見方

経営数学基礎

ビジネスソリュー
ション演習

キャリア開発研究4年

シミュレーション
モデル分析Ａ

職業・キャリア指導

インターンシップ

選択必修

ここは、情報処理、コンサルティングなど問題解決を中心とした職種を想定した履
修科目の一例です。

この領域はこれまで示した「企業経営領域」、「公共経営領域」、「会計領域」とは
異なり、明示的に○○領域としていません。それは、3つの領域に係わらず必要と

される能力であると考えられるからです。無論、この分野の先生のゼミを将来履修
して、より深く学ぶことも可能です。

なお、欄外に必修科目が記載されていませんが、必修科目は共通ですから忘れ
ないようにしてください。
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英語以外の語学開講講座
•以下のページに挙げられた科⽬は英語以外に履修することが可
能な語学講座です。
•ただし、これらの語学を履修しても、英語の単位の振り替えと
はなりません。取得した単位は選択科⽬の単位として認定され
ることとなるので注意してください。
•つまり、英語の代わりに他の⾔語科⽬を履修して単位を取得し
ても英語の単位の代わりとして認定されないというわけです。
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1/3

条件検索＞授業時間割表

⼊学年度学期 2020年度春学期 経営学部 経営学科 1年⽣ 

2020年度 春学期

⽉曜⽇ ⽕曜⽇ ⽔曜⽇ ⽊曜⽇ ⾦曜⽇ ⼟曜⽇

1

018101A ドイツ語Ⅰ  
【梶⾕ 雄⼆】 6102

018103B 中国語Ⅰ  
【⼤野 絢也】 6421

018101A ドイツ語Ⅰ  
【梶⾕ 雄⼆】 6102

018103B 中国語Ⅰ  
【⼤野 絢也】 6421

2

018101B ドイツ語Ⅰ  
【梶⾕ 雄⼆】 6102

018107A 中国語Ⅱ  
【⼤野 絢也】 6421

018103G 中国語Ⅰ
【丸⼭ 鋼⼆】 6421

018113L コリア語Ⅰ  
【⾼ 鮮徽】 6419 

018101B ドイツ語Ⅰ  
【梶⾕ 雄⼆】 6102

018107A 中国語Ⅱ  
【⼤野 絢也】 6421

018103G 中国語Ⅰ
【丸⼭ 鋼⼆】 6421

018113L コリア語Ⅰ  
【⾼ 鮮徽】 6419 

英語以外の語学開講講座一覧

ただし、選択科目扱いに
なるので注意
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⽉曜⽇ ⽕曜⽇ ⽔曜⽇ ⽊曜⽇ ⾦曜⽇ ⼟曜⽇

3

018106A フランス語
Ⅱ  【堀 晋也】 6104

018108A スペイン語
Ⅱ  【Ｃ．ガルシア】
6103
018113C コリア語Ⅰ  
【⾦ 榮愛】 6102

018101C ドイツ語Ⅰ  
【中川 明博】 1205

018103A 中国語Ⅰ  
【丸⼭ 鋼⼆】 6303

018104F スペイン語
Ⅰ  【寺⽥ 裕⼦】 64
21
018113A コリア語Ⅰ  
【⾼ 鮮徽】 6419

018108A スペイン語 
Ⅱ  【⽥中 理恵⼦】 
6103
018113C コリア語Ⅰ  
【⾦ 榮愛】 6102 

018103A 中国語Ⅰ  
【丸⼭ 鋼⼆】 6303

018104F スペイン語 
Ⅰ  【D．フォルテア】 
6421
018113A コリア語Ⅰ  
【⾼ 鮮徽】 6419 

4

018102A フランス語 Ⅰ  
【堀 晋也】 6104

018104A スペイン語 
Ⅰ  【Ｃ．ガルシア】 
6103
018114A コリア語Ⅱ  
【⾦ 榮愛】 6102 

018101C ドイツ語Ⅰ  
【中川 明博】 1205

018104B スペイン語
Ⅰ  【寺⽥ 裕⼦】 64
21
018113F コリア語Ⅰ  
【⾼ 鮮徽】 6419

018102A フランス語
Ⅰ  【溝⼝ ファビェ
ンヌ】 6104
018104A スペイン語
Ⅰ  【⽥中 理恵⼦】
6103
018114A コリア語Ⅱ
【⾦ 榮愛】 6102

018104B スペイン語 
Ⅰ  【D．フォルテア】 
6421
018113F コリア語Ⅰ  
【⾼ 鮮徽】 6419 
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018102B フランス語
Ⅰ  【堀 晋也】 6104

018105A ドイツ語Ⅱ  
【中川 明博】 1205

018102B フランス語
Ⅰ  【溝⼝ ファビェ
ンヌ】 6104
018105A ドイツ語Ⅱ
【中川 明博】 1205
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上級⽣(2年⽣男⼦)からのアドバイス①
履修コマ数について
⼀年⽣では週に10〜12コマ取得出来るよう
に⼼掛けておくと後々就活する際に時間を
割くことが出来るようになります
履修登録の際に気を付けておくべきことは
共通教育科⽬Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ群と選択必修Ⅱは⼀年
⽣で規定をみたせるように⼼掛けておくと
⼆年⽣から専⾨教育科⽬に時間が割けるよ
うになります
・お勧めの科⽬
私がおすすめする科⽬は⼼理学です。⾃分
の⼼を⾒つめ直すいいきっかけになります。
⼼理学は内容が難しそうに感じる⼈もいて
避けてしまうかもしれませんが、是⾮この
際に受講してみてください。

・注意する点
履修を⾏う際に注意しておく点は時間が
被った際にどちらを受講するか迷うかもし
れません。ですがそこは⾃分が少しでも興
味のある⽅を選択した⽅がいいと思います。
その理由は⾼校までと異なり、授業が90分
と⻑く、途中で集中⼒が切れることが考え
られます。その集中⼒が切れないようにす
ることができるのは興味、感⼼と私は考え
ます。受講している際はわからないことが
あるかもしれません。しかし⾃分のなかで
考え直してみることで、より⼀層深い理解
ができると⾃分の教養ともなります。
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上級⽣(2年⽣⼥性)からのアドバイス②
・1年⽣は週何コマ程度履修するべきか
MAXで24単位取れるので、私は⽉曜〜⾦曜
の週5で履修を組んでいました。1⽇に3コマ
くらいずつで⼊れてました。
私の友⼈の中には週のどこかを全休にして4
コマずつ⼊れている⼈もいたので、履修の
組み⽅次第で1⽇全休を作る事も可能です！

・履修登録に関してどのような点に気を付
けるか（科⽬の選択）
共通教育科⽬や、必修科⽬はなるべく1年⽣
のうちにとっておいた⽅がいいです。後で
取ろうと思うと周りに同じ学年の友達が居
なくなるので、友達を頼ることが出来なく
なります。やっぱり友達と同じ科⽬をとる
のが1番オススメです！

・選択必修、選択科⽬のお勧め科⽬
⾃然科学基礎、⾳楽、美術、公共経営⼊⾨

・その他履修を⾏う上で注意した⽅がよい
点
1年⽣のうちからなるべく単位を沢⼭取って
おいた⽅がいいと思います！早い⼈では3年
⽣から就活を始めている⼈もいるので、卒
業単位は取れる時に沢⼭取っておくといい
です。あとは友達ととるのが1番いいです。
⽋席した場合授業内容を聞けるのは友達だ
けです。なので早めに友達を作るのがいい
です。
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上級⽣(2年⽣男⼦)からのアドバイス③
・1年⽣は週何コマ程度履修すべきか
僕は履修制限内で取れるすべてのコマを取った⽅がいいと
思います。(1年⽣は24単位分でしょうか)
おそらくそうすると1年⽣は週4、5⽇学校に通うことにな
ります。1⽇に2〜4コマ程度で履修を組むことをおすすめ
します。⼤学は1つの講義が⻑いので1年⽣の春学期からフ
ルコマはまだ学校に慣れてないので僕はおすすめはしませ
ん。全休を作って⾃分の時間を作りたい！という⼈なら忙
しいと思いますがその選択もいいと思います。

・履修登録に関してどのような点に気を付けるか（科⽬の
選択）
卒業必須単位の中で共通科⽬や選択科⽬をバランスよく履
修することだと思います。

・選択必修、選択科⽬のお勧め科⽬
共通教育科⽬【Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ】群

キャリア形成基礎、⾃然科学基礎、地理学基礎、⼼理学
選択必修Ⅱ

統計の⾒⽅、プレゼンテーション

・その他履修する上で注意すること
履修した科⽬では⼀緒に講義を受ける友達を作ること
授業の情報を共有しあうことはとても⼤切です。協⼒して
講義を受けた⽅がいいです。これかなり重要です。
・忘れてならない重要なこと
履修した科⽬に必要な教科書とかはきちんと購⼊しましょ
う
講義やテスト勉強、テストに必要です。
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