ビジネスマネジメント学群科目の履修について
[ 対象：BM学群所属の2021年度カリキュラム適用者 ]
＜ 注 意 事 項 ＞
◆

必修科目の履修について（※新宿キャンパスで開講しているクラスのみ履修可）
ビジネスマネジメント学群の必修科目は自動登録です。クラス変更は認められません。
再履修しなければならない場合は、以下の方法を参照してください。
先着で履修登録受付を行う科目のみ、e-Campus「シラバス検索」の「（必修科目等）再履修」の条件で検索できます。
その他の科目は、「（必修科目等）再履修」の条件では検索できませんので、「授業科目」欄に「再履修」を入れて検索してください。
区分

学
群
指
定

外
国
語

ガ
イ
ダ
ン
ス

科目名

再履修者等

新１年生

キリスト教と建学の精神

自動登録科目

再履修者用クラス(U_再履修)(V_再履修)を各自でe-Campusにて登録（先
着順）。空き人数はe-Campusシラバス検索から確認。

日本語表現I

自動登録科目

再履修者用クラス(BM-再履修)を各自でe-Campusにて登録（先着順）。

日本語表現II

自動登録科目

１年次の再履修はできません。

情報リテラシーI

自動登録科目

再履修者用クラス(BM-再履修c)～(BM-再履修d)【抽選】を各自でeCampusにて登録。

情報リテラシーII

自動登録科目

１年次の再履修はできません。

英語IA・IB・IIA・IIB

自動登録科目

１年次の再履修はできません。

アカデミックリテラシーⅠ

自動登録科目

（再履修a）または（再履修b）のいずれかのクラスを各自e-Campusにて
登録。

アカデミックリテラシーII

自動登録科目

キャリアデザインA

自動登録科目

現代経営入門

自動登録科目

現代会計入門

自動登録科目

現代法入門

自動登録科目

統計入門

自動登録科目

１年次の再履修はできません。

〔外国人留学生等（日本語を母語としない学生）〕
外国語科目（秋学期）
新１年生

◆

◆

日本語専門基礎AⅠ・AⅡ

自動登録科目

日本語専門基礎B

自動登録科目

日本語表現II

自動登録科目

再履修者等
e-Campusに掲示されている「『日本語専門基礎』、『日本語表現』を再
履修したい学生へ」を確認しアンケートに答えること。
OBIRIN Gmailに届く教員からの指示に従って、各自e-Campusで指定のク
ラスを履修登録してください。
※新宿キャンパスで開講しているクラスのみ履修可

プログラム・コース専攻科目について
BM学群開講科目は、２年次に各学類（ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ学類（以下BM学類）、ｱﾋﾞｴｰｼｮﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ学類（以下、AM学類））
に所属する際、科目の区分が変更となるものがあります。
履修ガイドで各学類の科目区分を確認しながら、履修登録をしてください。
科目区分
1年次科目区分
BM学類科目区分（2年次～）
AM学類科目区分（2年次～）
BM学類専門基礎科目
専門基礎
専門基礎
学類共通
BM学類専門応用科目

専門応用

専門応用

学類共通科目または自由選択

AM学類専門基礎科目

専門基礎

自由選択

専門基礎

履修登録時の授業開講キャンパスの確認について
新宿キャンパスで開講される授業と同一名称の授業が町田キャンパスなどで開講される場合があります。
履修登録する際には、必ず開講キャンパスを確認してから登録してください。
科目名
備考
科目区分
中国語I/中国語II

自由選択

コリア語I/コリア語II

自由選択

左の科目で新宿キャンパスで開講される授業は以下の内容で確認できま
す。
・授業コード：「２６＊＊＊＊」で始まる。
・クラス名：「（BM）」という表記が含まれている。
・シラバスの開講キャンパス項目：「新宿キャンパス」という表記があ
る。
※抽選科目は当選すると、履修削除できませんので注意してください。

◆

ビジネスコミュニケーション英語Aの履修条件について
「ビジネスコミュニケーション英語Ａ」は入学前の英語プレースメントテストを受験し、英語レベルを取得している場合に履修可能です。
なお、2年次以降は毎学期、レベル更新の機会があります。詳細はe-Campusに掲示されます。

◆

新宿キャンパスの履修定員について
新宿キャンパスにおいて、同一曜日時限で教室定員を超過している授業が多数発生し、教室変更では対応できない場合は
履修許可・不許可の判断（※）が行われることがあります。履修不許可になった場合は、自動的に履修削除
されますので、「抽選（1次）結果発表/新宿C開講科目履修許可・不許可発表」の日に履修登録状況を必ず確認してください。
なお、履修不許可になった単位数分の授業はDrop&Add期間（履修登録変更期間）で登録することができます。
※学年およびメジャー・コースを基に判断されます。
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ビジネスマネジメント学群科目の履修について
[ 対象：BM学群所属の2018-2020年度カリキュラム適用者 ]
＜ 注 意 事 項 ＞
◆

必修科目の再履修等について（※新宿キャンパスで開講しているクラスのみ履修可）
再履修・転群生・編入生等で履修が必要な科目がある者は、以下の方法を参照してください。
先着で履修登録受付を行う科目のみ、e-Campus「シラバス検索」の「（必修科目等）再履修」の条件で検索できます。
その他の科目は、「（必修科目等）再履修」の条件では検索できませんので、「授業科目」欄に「再履修」を入れて検索してください。
備考
区分
科目名
登録方法
キリスト教と建学の精神
日本語表現I

各自e-Campusにて登録（先着で受付）。
空き人数はe-Campusシラバス検索から確
認。
先修条件未修得の場合、履修登録できません。先修条件科目
を先に修得してください。

日本語表現II
学
群
指
定

情報リテラシーI

情報リテラシーII

異文化理解

ビジネスマナー

再履修者用クラス（抽選）をe-Campusに
て各自で登録
【クラス名】
情報リテラシーI：(BM-再履修a)～(BM-再履修d)
情報リテラシーII:(BM-再履修Ra)～(BM-再履修
Rf)

2年次自動登録科目

先修条件未修得の場合、履修登録できません。先修条件科目
を先に修得してください。
2021年度に自動登録された学生は再履修はできません。

【2年次休学者・3年生以上】
各自e-Campusにて登録（先着で受付）。
空き人数はe-Campusシラバス検索から確 2021年度に自動登録された学生は再履修はできません。
認。

英語IA・IB
外
国
語

英語IIA・IIB
英語IIIA・IIIB

各自e-Campusにて登録（先着で受付）。
先修条件未修得の場合、履修登録できません。先修条件科目
空き人数はe-Campusシラバス検索から確
を先に修得してください。
認。

英語IVA・IVB
アカデミックリテラシーⅠ （再履修a）または（再履修b）のいずれ
かのクラスを各自e-Campusにて登録。
アカデミックリテラシーII
ガ
イ
ダ
ン
ス

キャリアデザインA

（再履修）のクラスを各自e-Campusにて 先修条件未修得の場合、履修登録できません。先修条件科目
を先に修得してください。
登録。
（再履修BM-a）（再履修BM-b）のクラス 新宿キャンパスのクラスを履修してください。
を各自e-Campusにて登録。

統計入門
現代経営入門
現代会計入門

各自e-Campusにて登録（先着で受付）。
空き人数はe-Campusシラバス検索から確
認。

現代法入門
〔外国人留学生等（日本語を母語としない学生）〕
外国語科目（秋学期）
日本語専門基礎AⅠ・AⅡ
日本語専門基礎B
日本語表現II

再履修者等

備考

e-Campusに掲示されている「『日本語専門基礎』、『日本語表現』を
再履修したい学生へ」を確認しアンケートに答えること。
OBIRIN Gmailに届く教員からの指示に従って、各自e-Campusで指定の
クラスを履修登録してください。
注１：新宿キャンパスで開講しているクラスのみ履修可
注２：2年次必修科目と曜日時限が重複する場合は新宿キャン
パス事務室で履修相談すること。

◆ 実習・演習科目の履修について
実習・演習科目は、e-Campus掲示に添付される『実習・演習科目履修案内』を参照してください。
実習・演習科目の中にはDrop&Add期間（履修登録変更期間）終了後に履修登録が行われるものがあります。
また、Drop&Add期間（履修登録変更期間）終了後に履修登録が行われる実習・演習科目の履修単位は、
各学期の履修登録単位数の上限には含まれません。
※BM学群生で卒業予定学期で実習・演習科目の履修を希望する場合は、必ず新宿キャンパス事務室で相談してください。
※BM学群以外の学生は卒業を希望するセメスターでの履修はできません。
◆ 「ビジネスレポート/研究レポート」の履修について
「ビジネスレポート/研究レポート」は3年次秋学期から履修登録することができます。
詳細についてはe-Campusでお知らせしますので、必ず確認してください。
◆ 「卒業論文」の履修について
「卒業論文」は、卒業を希望するセメスターに登録してください。
早期卒業希望者で「卒業論文」の履修を希望する学生は、新宿キャンパス事務室で登録方法を確認してください。
◆

履修登録時の授業 開講キャンパスの確認について
新宿キャンパスで開講される以下の科目は町田キャンパスでも同一名称のものが開講されます。
履修登録する際には、必ず開講キャンパスを確認してから登録してください。
科目名
科目区分
中国語I/中国語II

自由選択

コリア語I/コリア語II

自由選択

備考

左の科目で新宿キャンパスで開講されるものは以下の表記で
確認できます。
・授業コード：「２６＊＊＊＊」で始まる。
・クラス名：「（BM）」という表記が含まれている。
・シラバスの[開講キャンパス]項目：「新宿キャンパス」と
いう表記がある。
※抽選科目は当選すると、履修削除できませんので注意して
ください。

◆

ビジネスコミュニケーション英語A・Bの履修条件 について
「ビジネスコミュニケーション英語Ａ」は入学前の英語プレースメントテストを受験し、英語レベルを取得している場合に履修可能です。
「ビジネスコミュニケーション英語Ｂ」は英語レベル２以上の学生が履修可能です。
なお、2年次以降は毎学期、レベル更新の機会があります。詳細はe-Campusに掲示されます。

◆

キャリアデザインB・C・Dの履修について
キャリアデザインB・C・Dの履修を希望する場合は、新宿キャンパスで開講しているクラスを履修してください。
町田キャンパスで開講されているクラスの履修登録はできません。

◆

その他、履修登録の注意事項
１．入学年度/メジャー・コース/年次により、履修できない科目があります。シラバスをよく確認し、履修登録してください。
２．２つの科目を同時に履修登録しなければならない場合があります（同時履修科目）。詳細はe-Campus掲示を確認してください。
３．学群共通科目（特別講義、専攻演習等）は、プログラム専攻科目ではありません。
４．町田キャンパスで開講される以下の科目は、ビジネスマネジメント学群の学生は履修できません。
【春学期】270470：スポーツ産業論(健)（担当教員：小林 至）
【秋学期】270471：スポーツ産業論(健)（担当教員：小林 至）
５．「特別時間帯（集中講義）」の科目は、詳しい日程等を必ずシラバス、e-Campus等で確認してください。

◆

新宿キャンパスの履修定員について
新宿キャンパスにおいて、同一曜日時限で教室定員を超過している授業が多数発生し、教室変更では対応できない場合は
一般科目でも履修許可・不許可の判断（※）が行われることがあります。履修不許可になった場合は、自動的に履修削除
されますので、「抽選（1次）結果発表/新宿C開講科目履修許可・不許可発表」の日に履修登録状況を必ず確認してください。
なお、履修不許可になった単位数分の授業はDrop&Add期間（履修登録変更期間）で登録することができます。
※学年およびメジャー・コースを基に判断されます。
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ビジネスマネジメント学群科目の履修について
[ 対象：BM学群所属の2012-2017年度のカリキュラム適用者 ]
＜ 注 意 事 項 ＞
◆

必修科目の再履修等について（※特に記載のある科目を除き新宿キャンパスで開講しているクラスのみ履修可）
再履修・転群生・編入生等で履修が必要な科目がある者は、以下の方法を参照してください。
先着で履修登録受付を行う科目のみ、e-Campus「シラバス検索」の「（必修科目等）再履修」の条件で検索できます。
その他の科目は、「（必修科目等）再履修」の条件では検索できませんので、「授業科目」欄に「再履修」を入れて検索してください。
備考
区分
科目名
再履修等登録方法
キリスト教入門
文章表現I
英語コアIA・IB
コ
ア

各自e-Campusにて登録（先着で受
新宿キャンパス開講クラスを履修してください。他キャン
付）。空き人数はe-Campusシラバス検
パスのクラスは履修できません。
索から確認。

英語コアIIA・IIB

口語表現I

通常授業期間での履修を希望する場合は、町田キャンパス
開講クラスを履修してください。
各自e-Campusにて登録（先着で受
付）。空き人数はe-Campusシラバス検 新宿キャンパスでは、秋学期に集中講義のみ開講されま
す。新宿キャンパスを希望する場合、(BM再履修)(12-17カ
索から確認。
リキュラム)を履修してください。

再履修者用クラス（抽選）を各自でe新宿キャンパスもしくは町田キャンパス開講クラスを履修
コンピュータリテラシーI Campusにて登録
してください。抽選科目のため、当選後はクラス変更でき
【新宿キャンパス開講クラス名】
コンピュータリテラシーI：(BM-再履修a)～(BM-再 ません。

教基
コンピュータリテラシーII
育盤

ガ
イ
ダ
ン
ス

履修d)
コンピュータリテラシーII:(BM-再履修a)～(BM-再
履修f)

※町田キャンパス春学期開講の「コンピュータリテラシーI」は先着順
の受け付けです。

社会人基礎Ⅰ

（秋入学・再履修・オンライン）また
は（秋入学・再履修・対面）のいずれ
かのクラスを各自e-Campusにて登録。

社会人基礎Ⅱ

（再履修）のクラスを各自e-Campusに 先修条件未修得の場合、履修登録できません。先修条件科目を先に修
得してください。
て登録。

現代経営入門
現代会計入門

各自e-Campusにて登録（先着で受
付）。空き人数はe-Campusシラバス検
索から確認。

現代法入門
外
国
語

BM TOEICⅠA、ⅠB
BM TOEICⅡA、ⅡB

各自e-Campusにて登録（先着で受
先修条件未修得の場合、履修登録できません。先修条件科目を先に修
付）。空き人数はe-Campusシラバス検 得してください。
索から確認。

〔外国人留学生等（日本語を母語としない学生）〕
コア科目（秋学期）
日本語専門基礎AⅠ・AⅡ
日本語専門基礎B
日本語表現I・II

再履修方法等

備考

e-Campusに掲示されている「『日本語専門基礎』、『日本語表現』
を再履修したい学生へ」を確認しアンケートに答えること。
OBIRIN Gmailに届く教員からの指示に従って、各自e-Campusで指定
のクラスを履修登録してください。
注１：新宿キャンパスで開講しているクラスのみ履修可
注２：2年次必修科目と曜日時限が重複する場合は新宿キャン
パス事務室で履修相談すること。

◆ 実習・演習科目の履修について
実習・演習科目は、e-Campus掲示に添付される『実習・演習科目履修案内』を参照してください。
実習・演習科目の中にはDrop&Add期間（履修登録変更期間）終了後に履修登録が行われるものがあります。
また、Drop&Add期間（履修登録変更期間）終了後に履修登録が行われる実習・演習科目の履修単位は、
各学期の履修登録単位数の上限には含まれません。
※BM学群生で卒業予定学期で実習・演習科目の履修を希望する場合は、必ず新宿キャンパス事務室で相談してください。
※BM学群以外の学生は卒業を希望するセメスターでの履修はできません。
◆ 「卒業論文」の履修について
「卒業論文」は、卒業を希望するセメスターに登録してください。
早期卒業希望者や秋学期入学者等で春学期に「卒業論文」の履修を希望する学生は、新宿キャンパス事務室で登録方法を確認して
ください。
◆ 履修登録時の授業開講キャンパスの確認について
新宿キャンパスで開講される以下の科目は町田キャンパスでも同一名称のものが開講されます。
履修登録する際には、必ず開講キャンパスを確認してから登録してください。
科目名
備考
科目区分

中国語I/中国語II

自由選択

コリア語I/コリア語II

自由選択

左の科目で新宿キャンパスで開講されるものは以下の表記
で確認できます。
・授業コード：「２６＊＊＊＊」で始まる。
・クラス名：「（BM）」という表記が含まれている。
・シラバスの[開講キャンパス]項目：「新宿キャンパス」
という表記がある。
※抽選科目は当選すると、履修削除できませんので注意し
てください。

◆

キャリアデザインC・Dの履修について
キャリアデザインC・Dの履修を希望する場合は、新宿キャンパスで開講しているクラスを履修してください。
町田キャンパスで開講されているクラスの履修登録はできません。

◆

その他、履修登録の注意事項
１．入学年度/メジャー・コース/年次により、履修できない科目があります。シラバスをよく確認し、履修登録してください。
２．２つの科目を同時に履修登録しなければならない場合があります。詳細はe-Campus掲示を確認してください。
３．学群共通科目（特別講義、専攻演習等）は、プログラム専攻科目ではありません。
４．町田キャンパスで開講される以下の科目は、ビジネスマネジメント学群の学生は履修できません。
【春学期】270470：スポーツ産業論(健)（担当教員：小林 至）
【秋学期】270471：スポーツ産業論(健)（担当教員：小林 至）
５．「特別時間帯（集中講義）」の科目は、詳しい日程等を必ずシラバス、e-Campus等で確認してください。

◆

新宿キャンパスの履修定員について
新宿キャンパスにおいて、同一曜日時限で教室定員を超過している授業が多数発生し、教室変更では対応できない場合は
一般科目でも履修許可・不許可の判断（※）が行われることがあります。履修不許可になった場合は、自動的に履修削除
されますので、「抽選（1次）結果発表/新宿C開講科目履修許可・不許可発表」の日に履修登録状況を必ず確認してください。
なお、履修不許可になった単位数分の授業はDrop&Add期間（履修登録変更期間）で登録することができます。
※学年およびメジャー・コースを基に判断されます。
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ビジネスマネジメント学群
ビジネスコミュニケーション英語の履修について
[ 対象：BM学群所属の2018-2021年度カリキュラム適用者 ]

＜ 注 意 事 項 ＞
◆

ビジネスコミュニケーション英語は各自の英語レベルによって、以下の通り、履修登録をすることが
できる授業科目に制限があります。
英語レベル1

⇒ 「ビジネスコミュニケーション英語A」 抽選科目

英語レベル2

⇒ 「ビジネスコミュニケーション英語B」 抽選科目

英語レベル3

⇒ 「ビジネスコミュニケーション英語C」 抽選科目
「ビジネスコミュニケーション英語D」 抽選科目

2021年度開講予定科目一覧
科目名

備考

ビジネスコミュニケーション英語A(List & Speak)
ビジネスコミュニケーション英語A(Present Skills)
ビジネスコミュニケーション英語A(Reading & Writing)
ビジネスコミュニケーション英語A(TOEIC(R) Test - L)
ビジネスコミュニケーション英語A(TOEIC(R) Test - R)
ビジネスコミュニケーション英語B(Business Issues)
ビジネスコミュニケーション英語B(TOEIC(R) Test - L)

各自e-Campusから履修登録してくだ
さい。
※詳細は各科目のシラバスを確認し
てください。

ビジネスコミュニケーション英語B(TOEIC(R) Test - R)
ビジネスコミュニケーション英語C(Global Issues)
ビジネスコミュニケーション英語D(Business Ethics)

1）各自の英語レベルは入学時のオリエンテーションで配布されます。また、「英語ⅡA」「英語
ⅡB」履修後のCASECのスコアにより自動更新されます。レベルが更新された者はe-Campusに
掲示されますので確認してください。なお、2年次以降は毎学期、レベル更新の機会があります。
詳細はe-Campusに掲示されます。
2）必ず初回の授業に出席してください。
3）抽選科目の場合、人数に空きがある授業のみ追加申し込みができます。空きがある授業を
確認し、抽選科目追加募集期間中に、所定の手続きにしたがって申し込みを行ってください。
なお、履修・抽選科目登録締め切り時に履修登録者数が5名に満たない授業は、閉講となる場合が
あります。閉講になった授業、及び人数に空きがある授業はe-Campusに掲示されますので確認
してください。
◆ 各科目にはカッコがついており、カッコ内の表記はクラスの内容を示しています。
カッコ内の表記を含めて1つの科目名となり、同一科目名の履修は1回のみです。
◆

英語レベル判定テスト（CASEC）を受けたことがない者（レベル未取得者）が履修を希望する
場合は、必ずオリエンテーション期間中に実施する英語レベル判定テストを受けてください。
英語レベル判定テストの申し込みは、コーナーストーンセンター事務室（町田キャンパス
学而館1階）にて受け付けます。
（テスト日時・申し込み期間については、オリエンテーション日程表を参照してください。）
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