
 

 

  

 

 

 

 

ビジネス・ブレークスルー大学 

キャンパスガイド（履修編） 

 



目次 

ようこそビジネス・ブレークスルー大学へ ............................................................................................................. 1 

教育上の理念（建学の精神） ................................................................................................................................................... 2 

人材の養成に関する目的 .............................................................................................................................................................. 2 

本学の求める人材像 ....................................................................................................................................................................... 2 

入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー） ...................................................................................................................... 3 

教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー） ............................................................................................................ 3 

学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー） .................................................................................................................................... 3 

学位の授与 ....................................................................................................................................................................................... 4 

ビジネス・ブレークスルー大学の憲章 ............................................................................................................................................. 4 

校章の伝えるメッセージ ................................................................................................................................................................... 4 

本学における履修について ............................................................................................................................... 5 

履修とは ............................................................................................................................................................................................. 5 

単位とは ............................................................................................................................................................................................. 6 

単位の区分 ....................................................................................................................................................................................... 6 

区分毎の卒業に必要な単位数 ............................................................................................................................................... 6 

進級要件 ........................................................................................................................................................................................... 7 

卒業要件 ........................................................................................................................................................................................... 7 

修業年限と在籍年限...................................................................................................................................................................... 7 

開講期間と履修登録期間 ............................................................................................................................... 8 

授業が開講する期間 ...................................................................................................................................................................... 8 

2学期制 ....................................................................................................................................................................................... 8 

ターム .............................................................................................................................................................................................. 8 

履修登録ができる期間 ................................................................................................................................................................... 8 

履修登録期間 ............................................................................................................................................................................. 8 

履修変更期間 ............................................................................................................................................................................. 9 

履修登録の方法 ........................................................................................................................................... 10 

履修登録のルールと注意点 ......................................................................................................................................................... 10 



履修登録単位数の上限 ......................................................................................................................................................... 10 

再履修手数料の納入について ............................................................................................................................................... 11 

卒業論文の再演習費の納入について .................................................................................................................................. 11 

開講期と配当年次.................................................................................................................................................................... 11 

事前学習科目と事後学習科目 ............................................................................................................................................ 12 

個別科目の履修上の注意点 ................................................................................................................................................. 13 

履修登録前に確認すべき情報 ................................................................................................................................................... 15 

履修ガイダンス ............................................................................................................................................................................ 16 

履修計画のポイント ...................................................................................................................................... 16 

履修科目選定にあたっての優先順位 ................................................................................................................................... 16 

並行して履修する科目数について ......................................................................................................................................... 16 

履修計画の立て方 .................................................................................................................................................................... 17 

中長期の履修計画 ................................................................................................................................................................... 18 

在学中に履修しなかった科目の視聴について ...................................................................................................................... 18 

各種制度とプログラム.................................................................................................................................... 18 

既修得単位の認定について ......................................................................................................................................................... 18 

検定試験等合格者の単位認定について（みなし単位認定） ........................................................................................... 18 

単位認定制度の注意点 .............................................................................................................................................................. 20 

早期卒業制度 ................................................................................................................................................................................ 20 

早期卒業までの流れと各段階における要件 ........................................................................................................................ 20 

学部・修士一貫教育プログラム ................................................................................................................................................... 21 

科目等履修制度 ........................................................................................................................................................................... 22 

MARKETING CONCENTRATION .................................................................................................................................................. 22 

履修登録、履修計画についての相談・質問・問い合わせ .................................................................................. 22 

 

※学習時のルール、科目受講の流れ（受講開始前の準備・講義受講・ディスカッション・課題提出）、成績評価につ

いては、「BBT大学キャンパスガイド（受講編）」をご覧ください。 

※事務手続き、各種学生支援については、「BBT大学キャンパスガイド（学生生活編）」をご覧ください。

http://aircamp.us/campus/wp-content/uploads/bbtu_CampusGuide_jyukou.pdf
http://aircamp.us/campus/wp-content/uploads/bbtu_CampusGuide_gakuseiseikatsu.pdf


 

- 1 - 

ビジネス・ブレークスルー大学 キャンパスガイド 

Business Breakthrough University 

 

ようこそビジネス・ブレークスルー大学へ 

 

2010年 4月、ビジネス・ブレークスルー大学をスタートさせた。 

多くの大学では 18歳から 22歳の人が中心だろう。しかし本学では、年齢層が幅広いだけでなく、既に確立した仕事

を持ちながら更に自己実現のために学びに来る人、高校を出て就職をしたが大学でもう少し勉強すれば良かったと思う

人、諸事情で学べなかった人、そしてアンビションを持って高校からストレートで来る人、様々な動機を持つ学生が集まっ

てきた。恐らく日本で最も多様な学生層を有する大学だろう。ここへ集う学生に共通の熱い思いは、漫然と受け身で生き

るのではなく、リーダーとして自ら道を切り拓き、新しい何かを実現させたい、ということだと思う。 

 

BBT大学は、そんな各自の熱い思いに、こうしなさいという一つの答えを提示することはしない。貴方の答えは自ら考え

抜き創りあげていかない限り、実現しないものだからだ。しかし、答えを自ら創るための最高の場は、この BBT大学にあ

る。 

日本の教育の最大の問題は、答えのない状況に直面した時に困難を感じる人が多く輩出されていることだ。実社会で

は、家庭のことであれ仕事のことであれ、全ての問題に「たった一つの答え」というのは無い。1990年前後にもの心がつい

た、右肩下がりの日本を体感している若い世代の学生の方がより敏感に感じていると思うが、自ら答えを持っていなくて

も、欧米に範を求めたり、大企業に入ってみたり、日本経済全体の成長の波に乗ってみれば何とかなった時代は、とうの

昔に終わりを告げている。これから生きてゆく 21世紀の日本では、答えのない問題に対し自ら進むべき解を導き出し、勇

気を持って一歩を踏み出す力が必要だ。この問題解決と実行のプロセスを本学では徹底的に鍛える。 

 

そのためには、映像講義を聴くだけでなく、教授やラーニング・アドバイザー、そしてクラスメートとの積極的なディスカッショ

ンや実習を通じて、自分の答えを深めていくプロセスが非常に大事だ。この学びの場を、BBT大学では AirCampus と呼

んでいる。AirCampus に集い、クラスメートと一緒に切磋琢磨しながら学ぶことによって集団ＩＱが高まる。１人で寂しく

学ぶのではなく、クラスメートとお互い助け合い、協力し合って学びながら、四年間を無事完走してほしい。 

 

日本、世界のどこからでも AirCampus を通じて苦楽を共にしながら学び、天下国家を語り、人生の目標の目線を高

め合う。AirCampus を通じこの共通体験をして初めて同じ釜の飯を喰った同期の絆ができる。この過程で、今迄の BBT

の数々のオンラインプログラムと同様、オンラインであってもクラスメート同士が仲良くなり、実際に集まったり、会いにいく等

のリアルな交流や絆も、生まれてくることと思う。そして卒業後も母校としての愛校心を持ち、母校発展のためにも母校の

絆を築いていってもらいたい。最後に、大卒という称号や本学で学んだ知識自体に価値はない。本学で学んだことを活か

して行動する、そこまでやって初めて価値が生まれる。パスファインダーとして、未知の領域に恐れを持たずに立ち向かって

ゆく気概のある学生を、本学の教職員一同、全力でサポートしてゆきたい。 

 

ビジネス・ブレークスルー大学 

学長 
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教育上の理念（建学の精神） 

ビジネス・ブレークスルー大学は、知的創造を礎に、国際的視野と開拓者精神を持ち、先駆的指導者たらん人格を

涵養し、世界社会に貢献するを以って建学の精神とする。 

 

人材の養成に関する目的 

ビジネス・ブレークスルー大学では、グローバル・シチズンとしての教養とビジネスマネジメントにおける理論と実践の融合

した専門的能力を修得し、且つ国際的な視野と開拓者精神を備え、自ら考え判断し、高い倫理観を持って自己責任

のもとに行動することのできる職業人・起業家を養成する。そして本学から、２１世紀の経済の潮流にのり、新しい経済

の中で、アジア地域をはじめ、世界各地で経済活動を指導し、ひいては開拓者精神を持って新規事業を立ち上げるよう

な人材が輩出されることを期待する。 

 

本学の求める人材像 

本学の目的を達成するために、学生は本学のカリキュラムを通じて、「マインド・知識・スキル・実践力」の総合的な観

点から、次のプロファイルを修得することを目標とする。 

・経営学全般に精通し、獲得した知識・スキル・実践力等の能力を駆使して世界とくにアジアでビジネスを行い、結果を

残すことができる 

・自ら問題を特定し、その解決方法を判断し、戦略的に行動できる 

・高い倫理観とインテグリティを持つことができる 

・高い探究心を持ち、一生涯学び、仲間に伝承できる 

・起業家精神を有し、新しい事に勇気をもって挑戦する事ができる 

・多様性を理解しながら、自省と協創を行うことができる 

・言語・国籍・価値観の多様なチームにおいて、円滑にコミュニケーションできる 

・グローバルな視点から組織の目指すべきビジョン、ゴールを策定し、リーダーとして牽引することができる 
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入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー） 

ビジネス･ブレークスルー大学では、建学の精神の理念と教育目的に応じ、入学者選抜試験を実施しており、アントレ

プレナーシップをもって未開の地を切り拓き、グローバルに活躍するアンビションをもった人の入学を求める。本学の建学の

精神とオンライン教育方式を理解し、勇気を持って行動できる人をビジネス･ブレークスルー大学は国内外から広く受け入

れる。 

 グローバル経営学科では、上記に加え、経営学のみならず、4年間を通し、グローバルなビジネス感覚を身に着けるべ

く、最新のグローバルビジネスについての継続的学習、また、英語によるビジネスコミュニケーションの強化に意欲ある人を

求める。 

デジタルビジネスデザイン学科では、上記に加え、経営学のみならず、多様性に富んだ IT科目の基礎から応用までの

継続学習、また、英語によるビジネスコミュニケーションの強化に意欲ある人を求める。 

 

教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー） 

本学が策定する目指すべき人材を養成するべく、その能力を修得できるような科目の設置を行う。多様な背景を持つ

クラスメートと自由闊達な議論を交わしながら、皆で事実を積み上げ、本質的問題を発見し、解決策を考え、集団知を

高めながらお互いに学んでいく実践的な教育を実施する。 

 グローバル経営学科においては、経営学の基礎的分野の教育に加え、4年間を通し、グローバルなビジネス感覚を

身に着けるべく、最新のグローバルビジネスについての継続的学習、また、英語によるビジネスコミュニケーションの強化を

行う。 

 デジタルビジネスデザイン学科においては、経営学の基礎的分野の教育に加え、多様性に富んだ IT科目の基礎か

ら応用までの継続学習、また、英語によるビジネスコミュニケーションの強化を行う。 

 

学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー） 

本学が定めた期間在学し、その教育の理念及び目的に基づいて設定したカリキュラムに従った教育を受けて、所定の

単位以上を修得し、且つ卒業論文の最終審査に合格することが学位授与の要件である。 

本学が掲げるプロファイルに基づいて、マインド・知識・スキル・実践力が修得されているかどうかが、本学課程修了の際

に考慮されるべき要素である。 
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学位の授与 

本学の学部・学科を卒業した者には、学士の学位を授与します。 

 学士（経営学） Bachelor of Business Administration 

学士の種類は、次のとおりです。 

 経営学部 グローバル経営学科  Department of Global Management 

 経営学部 デジタルビジネスデザイン学科 Department of Digital Business Design 

 

ビジネス・ブレークスルー大学の憲章 

一、私たちは、AirCampusで培った知のネットワークを糧に生涯学び続けます。  

一、私たちは、どのような難問でも、倫理観と勇気をもって解決のために行動します。 

一、私たちは、社会に貢献し、信頼されるグローバルリーダーとなることを目指します。 

一、私たちは、一人ひとりがＢＢＴ大学の代表であるという自覚と誇りをもち、母校の発展を支えます。 

 

校章の伝えるメッセージ 

 

“知のネットワークは人間の能力を無限に伸ばす” 
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本学における履修について 

履修とは 

各学科のカリキュラムにそって受講を希望する科目を大学に届け出ることを「履修登録」、授業を受け試験に合格して単

位を得ることを「単位を修得する」といいます。この「履修登録」から「単位修得」までの一連の流れを「履修」といいます。 

 

 

 

  

履修計画

学期毎に、受講を希望する科目を履修登録

受講（講義受講・ディスカッション・課題提出等）

成績評価

合格した場合、単位修得

卒業に必要な単位（卒業要件）を計画的に修得する → 卒業
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単位とは 

単位とは、各科目の学修の量を数値で示したものです。 

１単位の授業科目は 45時間の学修（自習を含む）を必要とする内容で構成されています。単位数は、授業の方法

に応じて、授業科目による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して定められています。 

※本学の授業時間は、講義映像の視聴のほか、授業内容に関するディスカッション等も含めて設定されています 

詳細は AirCampus「キャンパスライフ」より「ビジネス・ブレークスルー大学規程集」をご確認ください。 

 

単位の区分  

必修 卒業するために、必ず修得しなければならない単位 

選択必修 

卒業するために、各群から、一定数を必ず修得しなければならない単位 

＊各群に所属する科目は学科ごとに異なります 

＊所定の単位数を超えて修得した単位は、選択科目の単位としてカウントされます 

選択 
自由に選択し修得する単位 

卒業に必要な単位数の中に含まれます 

※各区分に該当する科目は、AirCampus「キャンパスライフ」→「カリキュラムマップ」、あるいは「履修管理」→「科目一

覧」を参照してください 

区分毎の卒業に必要な単位数 

学科 必修 選択必修 選択 

グローバル経営 38単位 58単位 32単位 

デジタルビジネスデザイン 48単位 43単位 37単位 

各科目群の修得単位については、下記の「選択必修科目の単位数カウントについて」を参考にして、各自、成績管理

画面よりご確認ください。 

▼選択必修科目の単位数カウントについて 

http://aircamp.us/campus/entry/#units 

 

http://aircamp.us/campus/entry/#units
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進級要件 

進級時期 要件 

2年次から 3年次 

下記すべてを満たすこと 

⚫ 次の在学期間（休学期間は含まれません）を満たすこと 

【本科生の場合】 2年以上 

【2年次編入生の場合】 1年以上 

⚫ 2年次までの「必修科目」と「選択必修科目」の中から 24単位以上を修得 

 

卒業要件 

要件 

下記すべてを満たすこと 

⚫ 次の在学期間（休学期間は含まれません）を満たすこと 

【本科生の場合】 4年以上（早期卒業制度が適用された場合は除く） 

【2年次編入生の場合】 3年以上 

【3年次編入生の場合】 2年以上 

⚫ 各選択必修群を満たす 128単位以上修得すること（卒業論文含む） 

卒業論文を履修するためには一定条件を満たしている必要があります 

 

修業年限と在籍年限 

 修業年限 在籍年限 

本科生 標準 4年 最長 8年 

2年次編入生 標準 3年 最長 6年 

3年次編入生 標準 2年 最長 4年 

本科生（早期卒業） 3年 － 

※休学期間は、在籍年限に含まれます。 
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開講期間と履修登録期間 

授業が開講する期間 

2学期制 

本学は、春期（4月～9月）と秋期（10月～3月）の 2学期制をとっています。 

各学期で開講する科目について、学期ごとに履修登録を行い、単位を修得していきます。 

ターム 

各学期を 3 つの期間に分け、この各期間を「ターム」と呼んでいます。 

各科目は、第 1～第 3 タームに分かれて開講しますが、複数のタームにまたがって開講する科目もあります。 

 

▼ 学期・タームの時期と、履修登録・成績発表の時期 

 

履修登録ができる期間 

履修登録期間 

履修登録期間は、原則として、各学期が始まる前月（春期 3月／秋期 9月）の年 2回あります。履修登録期間中

には、翌月から始まる学期（第 1～3 ターム）に開講するすべての科目を履修登録することができます。 
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履修変更期間 

学期の途中に、履修変更期間が設けられます。履修変更期間では、その履修登録変更期間の終了日より後に開講

する科目を対象に、履修の追加・取消ができます。 

履修変更期間は、履修ガイダンスや AirCampusでお知らせします。各自の学習ペースに対して、履修登録科目数が

多すぎた、あるいは少なすぎたという場合には、履修変更期間を活用して履修科目数を調整してください。 

 

  

注意： 

所定の履修登録期間、履修変更期間を過ぎての履修登録・変更（追加・取消）はできません 

AirCampus のお知らせに掲載される履修登録・変更の案内をよく確認し、忘れずに各自で AirCampusから 

登録・変更の手続きをしてください。 
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履修登録の方法 

履修登録は、各自で履修科目を決定し、AirCampusから登録してください。 

 

 

履修登録のルールと注意点 

履修登録単位数の上限 

1年間に履修登録できる単位数は、48単位までです（春期・秋期合算）。履修登録画面では、履修上限を超える

単位の科目は登録できないようになっています。 

また、履修登録単位数の上限に達していない場合でも、各自の学習ペースに対して履修単位数が多すぎると、一つ一

つの科目の理解を十分深められるだけの学習が困難になる場合もあります。適切な履修計画になるよう、各自で調整す

るようにしましょう。 

 

※履修登録単位数は、修得できた単位数ではありません。単位修得ができなかった場合でも、履修登録した科目は年

間の履修登録単位数に加算されます 

※入学前の既修得単位認定、検定試験や資格等の結果によるみなし単位認定の単位数は、履修登録上限の 48

単位には含まれません  

▼履修登録先 

AirCampus トップページ画面 → 「履修管理」 → 「履修登録」をクリック 

※履修登録はモバイル版では対応していません。PCからアクセスして手続きをしてください。 

▼履修登録方法 

① 履修したい科目のマスの科目名以外の部分をクリック（科目のマスが白から水色に変わります。）  

  （科目名をクリックするとシラバスを確認できます） 

② 科目を選択後、右上の 「確認画面」をクリック 

③ 履修登録確認画面で確認後、「登録」をクリック 

※履修登録方法の詳細は、AirCampus右上の「？」から 

「困ったときは」 → 「AirCampus ポータルマニュアル」 → 「履修登録」を参照 

注意： 

・履修登録画面では、科目のマスをクリックするだけでなく、最後に「確認画面」で「登録」をクリックしなければ登

録が完了しません。 

・履修登録期間内に、希望する科目が登録できているか必ず自分で確認してください。 

確認方法：履修登録画面で、登録した科目のマスに「登録中」と表示されていることを確認 
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再履修手数料の納入について 

入学して 2期目以降に、単位を落とした科目を再履修する場合には、履修登録・履修変更期間中に手数料の納入

手続きを完了しておく必要があります（1単位 2,000円）。納入期限や納入手続きの詳細は、履修登録（変更）

期間前に配信される AirCampus上のお知らせにてご案内します。 

履修登録期間中に再履修手数料の納入が確認できない場合には、開講前に履修登録を削除いたしますのでご注意く

ださい。 

 

卒業論文の再演習費の納入について 

４年次必修の「卒業論文」において、再履修を申し込む際は、再履修に伴う再演習費の納入が必要となります。 

対象者は、入学年・期に関わらず全学生に適用されます。 

＜再演習費＞120,000円／年 

納入の期限と方法は、履修登録/変更期間の開始に合わせて、大学事務局より AirCampus上のお知らせでご案内し
ます。 

※再履修手数料については、他の科目と同様、納入いただく必要があります。 

（参考）再演習費と再履修手数料の関係 

手数料の内容 対象科目 手数料（円） 

再演習費 卒業論文 120,000円 

再履修手数料 全科目 

※卒業論文を含む 

1単位あたり 2,000円 

開講期と配当年次 

開講期には下記の種類があります。各科目で設定された開講期でのみ履修登録できます。 

春期 春期のみ開講 

秋期 秋期のみ開講 

春期・秋期 春期・秋期それぞれで開講 

通年 1年間を通じて開講（「卒業論文」のみ） 

また、配当年次とは、履修できるようになる学年を指します。履修登録できるのは、自分の年次以下の科目です。 

例：3年次の学生の場合、1年次・2年次の科目も履修可能 

 

注意：「グローバルリーダーのための教養Ⅰ、Ⅱ」は本科、2年次編入の場合、入学直後の学期には履修できません。 
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事前学習科目と事後学習科目 

一部の科目では、当該科目の履修の事前または事後に、履修あるいは単位修得を必須（または推奨）とする科目を

指定しています。 

下記のとおり、事前学習科目に「必須」と指定されている科目は、当該科目の履修にあたり必要な条件となるものです。

各科目のシラバスをよく確認してください。 

必須 単位修得、もしくは履修を必要条件とする 

推奨 単位修得、あるいは履修しておくことが望ましい 
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個別科目の履修上の注意点 

主な科目の履修上の注意点を紹介します。 

下記以外の科目についても、履修時に制約が設けられている場合がありますので、シラバスや履修ガイダンスの内容を履

修登録の都度よく確認してください。 

 

「グローバル経済と経営」科目 

⚫ 「グローバル経済と経営」科目では２科目以上の並行履修を認めていません。 

⚫ 「グローバル経済と経営１（前半）」の単位を修得しなければ、「グローバル経済と経営１（後半）」以降の科

目には進めません。 

⚫ 選択必修科目カリキュラム構成上、１⇒３の順に履修することが必要です。 

「問題解決」科目 

⚫ 「問題解決」科目は一部並行履修ができません。並行履修ができる科目とできない科目を確認してください。 

【並行履修ができない科目】 

  × 「問題解決基礎１」＋「問題解決基礎２」 

  × 「問題解決基礎２」＋「問題解決基礎３」 

⚫ 1年～2年次の各学期に、「問題解決」科目が開講します。 

  1年次：「問題解決基礎１」 

2年次：「問題解決基礎２」、「問題解決基礎３」 

「問題解決基礎１」「問題解決基礎２」「問題解決基礎３」は必修科目です。 

忘れずに履修登録を行い、毎期確実に単位修得していきましょう。 

英語科目 

⚫ 1年次選択必修「Productive English Speaking」を履修するには、1年次選択必修の「Business English 

Speaking」の単位修得が必須です。 

⚫ 選択必修の「English ConversationⅠ～Ⅷ」は、後ろにつく数字に関わらず学習内容は同じですが、若い数字か

ら履修することを推奨します。 

⚫ 英語科目の履修は、学期内で４科目以内に納めることを推奨します。ただし、組み合わせについては、以下の条

件があります。 

１．必修＋選択必修：合計 4科目までの履修を推奨 

２．English Conversation I～VIII：開講期間が重複しなければ、学期内で最大 2科目まで履修可 

例）奇数番号 2科目の組み合わせは不可 

※選択科目は上記ルールの適用外です 
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その他科目 

事前学習科目の履修または単位修得をしていなければ履修登録できない科目があります。 

詳しくは、各科目シラバスを確認してください。 

履修者の選抜がある科目 

科目によっては、履修者の選抜を実施します。選抜を実施する場合、履修の希望とともに選抜審査に必要な書類を大

学へ提出し、審査で認められた場合にのみ履修することができます。 

履修者の選抜を行う科目や履修方法は、履修ガイダンスや AirCampus のお知らせ、シラバスで案内します。 

ローマ数字の科目 

「教養Ｉ」「教養Ⅱ」のようにローマ数字で表記している科目は、同じカテゴリの科目ではありますが、特に前提とする知

識は要しませんので、順番は関係なく履修が可能です。 

卒業論文 

4年次必修「卒業論文」を履修するには、以下の条件を満たしている必要があります。 

⚫ 卒業に必要な単位のうち 80単位以上修得し、かつ、卒業までの残り単位数が 48単位以下である 

⚫ 在学期間（休学期間は含まれません）が下記を満たしている 

本科生：6学期以上在学 

2年次編入生・早期卒業制度適用者：4学期以上在学 

3年次編入生：2学期以上在学 

4年次編入生：再入学直後から履修可能 

履修前に、履修者を対象にしたオリエンテーションが開催されます。4年次であっても上記の履修条件の全てを満たして

いない場合は、登録できません。 

 

  

https://sites.google.com/a/ohmae.ac.jp/bbt/home
https://sites.google.com/a/ohmae.ac.jp/bbt/home
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履修登録前に確認すべき情報 

次の情報を確認してください。 

各情報は、学期ごとに更新されます。更新時には AirCampusのお知らせでご案内します。 

確認情報一覧 

情報の種類 主な用途 内容 確認方法 

履修ガイダンス 

映像・資料 

⚫ 当該学期の開講科目に関す

る変更点や履修登録上の注

意点の確認 

⚫ 履修登録方法の確認 

当該学期の履修登録日程、開講

科目の変更点、履修登録上の注

意点など 

AirCampus トップページ 

左【授業・履修関係】 

「履修に必要な情報」から 

サンプル講義 ⚫ 科目内容の確認 
当該学期に開講する科目の講義

映像の一部（主に第 1回講義） 

AirCampus トップページ 

左【授業・履修関係】 

「履修に必要な情報」から 

Webシラバス 

⚫ 科目の区分・年次の確認 

⚫ 事前・事後学習科目の確認 

⚫ 科目の目的・評価方法の確

認 

⚫ 科目内容の確認 

各科目の区分、配当年次や開講

学期、事前・事後学習科目、科

目の学びの目的とゴールや評価割

合・方法、内容、担当教員、受講

上の注意点など 

AirCampus トップページ 

左【授業・履修関係】 

「Webシラバス」から 

配信 

スケジュール 

⚫ 開講時期、大まかな講義スケ

ジュールの確認 

当該学期に開講する各科目の開

講時期、講義配信・中間、最終

課題出題の大まかな予定日 

AirCampus トップページ 

左【授業・履修関係】 

「配信スケジュール」から 

FAQ 

(よくある質問) 
⚫ よくある質問・回答の確認 

履修登録の際によくある質問・回

答の確認 

AirCampus トップページ 

左【授業・履修関係】 

「FAQ(よくある質問)」から 

履修プランニン

グシート 
⚫ 卒業までの履修計画 

卒業までの履修計画（各学年・

学期で履修する単位数の計算） 

AirCampus トップページ 

左「キャンパスライフ」から 

科目終了時 

アンケート 

⚫ 過去の受講者からの科目に

対する評価の確認 

各講義の満足度やお勧め度など、

過去の受講者が終了後にアンケー

トに回答した結果を公開 

AirCampus トップページ 

左【授業・履修関係】 

「科目終了時アンケート」

から 

※上記の確認方法は PC版を元にしています。モバイル版は仕様上、PC版と異なる場合があります。 
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履修ガイダンス 

年 2回（春／秋）の履修登録期間にあわせて履修ガイダンスを開催し、開催終了後に動画と資料を公開します。 

履修ガイダンスでは、履修登録の日程や開講科目の変更点、履修登録上の注意点など重要な説明を行います。 

映像は、履修登録開始日に AirCampus トップページ左【授業・履修関係】内の「履修に必要な情報」に公開され、視

聴することができます。 

※モバイル版では【履修登録用コース】から視聴することができます。 

 

履修計画のポイント 

履修科目選定にあたっての優先順位 

履修は必修科目を優先してください。 

必修科目は卒業するために必ず修得しなければならない科目です。また、3年次への進級に必要な単位数にも含まれ

ます（3年次への進級要件：必修科目と選択必修科目の中から 24単位以上の修得）。 

 

 

並行して履修する科目数について 

1 つのタームもしくは一定の期間に並行して多くの科目を履修すると、一つ一つの科目の理解を十分深められるだけの学

習が困難になる場合もあります。同時期に履修する科目数が多くなり過ぎないよう、ペース配分を考えて履修計画を立

てましょう。 

 

 

 

 

 

 

⚫ 目安  4～6科目程度（本科の社会人学生で、4年間での卒業を目指す場合） 

※何年間で卒業を目指すかによってもペース配分は変わってきます。 

履修科目数に迷う場合は学生支援センター（bbtustudent@ohmae.ac.jp）にご相談ください。 

mailto:bbtustudent@ohmae.ac.jp
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履修計画の立て方 

1. 卒業に必要な残りの単位数を把握する 

卒業に必要な残りの単位数は、128単位から、修得済みの、必修単位【1】、所定の選択必修単位【2】、選択単位

【3】を引いた単位数です。所定の単位数を超えて修得した選択必修単位は、選択単位としてカウントされます。 

卒業に必要な残りの単位数 ＝ 128単位 －（【1】+【2】+【3】） 

入学前の既修得単位の認定や、検定試験や資格等結果によるみなし単位認定がある場合は、128単位から認定単

位数を差し引いた数が卒業に必要な単位数です。 

単位認定がある場合： 

卒業に必要な残りの単位数 ＝ 128単位 － 認定単位数 －（【1】+【2】+【3】） 

 

2. 卒業に必要な各学期の履修単位数を把握する 

本科生で 4年間での卒業を予定している場合、卒業まで毎年同じ学習ペースで学ぶと仮定すると、年間 32単位(128

単位÷4年間)、半年間で 16単位ずつ修得するペースになります。 

仮に 2年次編入生で認定単位が 32単位ある場合では、卒業までに本学で修得が必要な単位数は 96単位(128単

位－32単位)です。従って、毎年同じ学習ペースで学ぶ場合、修得が望ましい単位数は、年間 32単位(96単位÷3

年間)、半年間で 16単位になります。 

ただし、3年次以降は科目の内容が専門的になり、また、「卒業論文」（4年次必修・通年科目）は非常に負荷が高

いので、余裕をもって履修できるように、なるべく 1～2年次の間に必要な単位を修得しておくようにしましょう。 

 

3. 各自の状況を考慮して、各学期の履修単位数を調整する 

⚫ 「今後半年は仕事が多忙になりそうだ」「卒業までの在学期間が 4年間を超えても構わない」 

⇒ 半年間で 16単位以下の履修登録をする。 

⚫ （本科生の場合で）「4年間で卒業したい」 

⇒ 半年間で 16～24単位程度の履修登録をする。 

 

4. 計画した内容で実際に履修して、最適な履修数になるよう調整していく 

成績結果や半年間の学習を振り返り、次の半年間が自分に最適なペースになるよう調整していきましょう。 
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中長期の履修計画 

卒業までの在学期間が 4年間を超えても構わない場合は、5年以上（最長 8年、2年次編入生は最長 6年、3年

次編入生は最長 4年）の履修計画を立ててみましょう。自分のペースで学習を進めることができます。 

一方で、卒業時期が先になり学習期間が長くなりますので、学習を継続するためには目的意識をしっかり持ち、学習計

画を立てるなど、工夫や覚悟も必要です。「履修プランニングシート」を活用すると、単位修得シミュレーションを行い、

先々の学習計画を立てることができます。「履修プランニングシート」は、AirCampusの「キャンパスライフ」ページでダウンロ

ードすることができます。 

履修計画は、環境や学習スタイル、生活リズム等により異なります。 

迷う場合は学生支援センター（bbtustudent@ohmae.ac.jp）に相談して、最適な学習計画を立てましょう。 

 

在学中に履修しなかった科目の視聴について 

卒業後にアルムナイサービスに入会することで、学習を継続できる制度があります(年会費あり)。 

▼卒業後の継続学習についてのご案内 

http://aircamp.us/campus/wp-content/uploads/BBTU_alumni_202203.pdf 

※期間毎に本サービスの対象となる科目を、AirCampus のキャンパスライフ＞在学生サポート内の「【BBT大学卒業生

限定】オプションサービス募集対象科目」でご案内します。 

 

各種制度とプログラム 

既修得単位の認定について 

本学入学前・在学中に他大学、短期大学等で修得した単位（科目等履修生として修得した単位を含む）を、一定

の基準に基づき、本学において修得したものとみなし、単位を認定します（＝既修得単位認定制度）。 

検定試験等合格者の単位認定について（みなし単位認定） 

文部科学省認定の技能資格又はそれに準じる技能資格の審査の合格および成果を、一定の基準に基づき、本学に

おいて修得したものとみなし、単位を認定します（＝みなし単位認定制度）。 

 

既修得単位・みなし単位認定の申請は、在学中の所定の申請期間内（年 2回 履修登録期間前）に申請できま

す。 

mailto:bbtustudent@ohmae.ac.jp
http://aircamp.us/campus/wp-content/uploads/BBTU_alumni_202203.pdf
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認定科目と対応する資格・試験成績の基準の例 

認定科目 資格、試験成績 

 

English Composition・English Conversation I 

 

English Pronunciation・English Conversation II 

 

English Reading & Listening・English Conversation III 

 

Business English Speaking 

 

下記いずれかの検定試験結果と、 

英語圏での居住・職務経験、海外留学等の経験を有

すること 

 

TOEIC 860以上（IP テストも可） 

TOEFL IBT 100以上 

TOEFL CBT 250以上 

TOEFL FBT 600以上 

英検 準 1級以上 

 

Business English Basics・English Conversation V 

 

Business English Reading・English Conversation VI 

 

English Conversation VII 

 

下記いずれかに加え、英語圏における 3 年以上の  

職務経験を有すること 

・TOEIC 900以上（IP テストも可） 

・TOEFL IBT 105以上 

・TOEFL CBT 260以上 

・TOEFL FBT 620以上 

・英検 1級 

インターネットと IT リテラシー 情報技術者試験 IT パスポート試験合格 

Web・スマートフォンアプリ開発入門 
情報技術者試験  基本情報技術者試験合格

（FE） 

プロジェクトマネジメント Project Management Professional（PMP）資格 

会計・簿記入門 

・日商簿記検定 ３級以上 

・全経簿記能力検定 ３級以上 

・全経簿記実務検定 ３級以上 

・税理士資格 簿記論合格者 

・公認会計士資格 

財務会計 

管理会計 

・公認会計士資格 

・税理士試験 簿記論・財務諸表論合格者（両方

に合格） 

・日商簿記検定 1級 

・全経簿記能力検定 上級 
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認定の対象となる科目とそれに対応する資格・試験成績の基準は、変更になる場合があります。対象科目、基準の詳

細は、年 2回（履修登録期間の前）、AirCampus のお知らせで案内しますので、そちらを確認のうえ申請してくださ

い。単位が認定されるのは次の学期以降になります。  

例：2月に申請した場合、単位認定は春期/ 8月に申請した場合、単位認定は秋期 

 

単位認定制度の注意点 

⚫ 既修得・みなし単位認定制度等による認定単位数は、あわせて 48単位（3年次編入生は 60単位）を越える

ことはできません。 

⚫ 認定された科目の成績評価は、「認」として表示され、GPA（Grade Point Average）制度の計算対象には含ま

れません。 

⚫ 認定された単位数は、一年間に履修登録できる単位の上限数（48単位）には含まれません。 

⚫ 認定から半年経過後であれば、希望すれば認定を取り消すことができます。ただし、いったん認定を取り下げた科目

は、再度認定を申請することはできません。 

⚫ 認定科目／既修得科目（単位修得済）の「最新講義」視聴を希望する場合の申込みについて 

認定された科目の視聴希望を受け付けています。事務手数料： 6,600円（税込み）／期 

申請の詳細は、各学期終了後に、AirCampus トップページ【お知らせ】内の「履修登録期間のお知らせ」にて案内

されます。 

 

早期卒業制度 

本学では、大学院への進学や卒業後の留学等、多様な学びのサポートを主な目的に、早期卒業制度を設けていま

す。早期卒業制度は、本科生として BBT大学に入学後、3年在学し、卒業要件を満たしたうえで、優秀な成績をもっ

て単位修得したと認められる学生を対象に、3年終了時での学部卒業を認める制度です。 

※編入生は、早期卒業制度の適用はありません。 

 

早期卒業までの流れと各段階における要件 

1. 申請要件を満たしていて早期卒業を希望する学生は、2年次終了時の所定の期日までに、手続きを行ってくださ

い（手続きの期日や申請書類等の詳細は、AirCampus にて案内）。 
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申請要件 

下記全てを満たすこと 

⚫ 2年次終了時点で、所属学科における成績順位が GPAで上位 5％以内、もしくは GPA3.3以上 

⚫ 2年次終了時点で、卒業に必要な修得単位数のうち合計 80単位以上を修得し、 

かつ、卒業までの残り単位数が 48単位以下であること 

 

2. 申請書類を提出後、教員との面接において、周囲への模範となる行動や成果などが認められた場合、早期卒業

制度の適用が認定されます。 

3. 早期卒業制度適用の認定を受けたうえで、下記卒業要件を満たせば早期卒業が認められます。 

早期卒業要件 

下記全てを満たすこと 

⚫ 卒業に必要な 128単位以上を修得し、かつ成績優秀である 

⚫ 卒業論文の審査に合格 

 

学部・修士一貫教育プログラム 

大学より推薦された特に優れた学部生が、本学大学院 2年次への編入を目的に、本学大学院で開講する 1年次科

目の一部を、学部 4年次に単科生(科目等履修生)として履修することを可能とする制度です（対象者は、本科生、

２年次編入生のみ）。 

本制度の対象となった方には、3年次前期終了時に個別に通知します。 

対象者の要件 

下記全てを満たすこと 

⚫ 学部 3年前期終了時点で GPA が 2.5以上 

⚫ 学部 3年前期終了時点で 88単位以上を修得している 

⚫ 本学大学院で定める出願要件を満たしている 

 

※本学大学院 2年次へ編入する際には、編入学試験に合格する必要があります。編入学試験に合格後、学部の卒

業が認められなかった場合は、大学院 2年次への編入は認められません。その場合、学部卒業後に大学院進学を希

望する方は、一般入試を経て大学院 1年次より入学することとなります。 
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科目等履修制度 

本学では、科目等履修生（科目生）を募集しています。科目生は、本科生、編入生の皆さんとともに、AirCampus で

学びます。なお、科目生は本科生、編入生と同じく秘密保持契約書を結んでいます。 

 

Marketing Concentration 

マーケティング分野を集中して学習し、単位を修得した学生に対して、卒業時に「Marketing Concentration」の証明

書を発行しています。 

この証明書の発行は、学生が就職活動や転職活動などで、マーケティング分野の学習および修得をアピールしたい場合

に活用できることを目的としています。 

対象者の要件 

卒業時に下記全てを満たしていること 

• 以下 4科目を履修し単位を修得すること。また、対象科目の GPA が 3.0以上であること。 

マーケティング基礎、マーケティング実践、デジタルマーケティング、ブランド戦略 

 

• 以下いずれかのゼミを卒業すること。また、ゼミの指導教員より推薦があること。 

谷中修吾ゼミ、菅野誠二ゼミ、大前創希ゼミ  

 

履修登録、履修計画についての相談・質問・問い合わせ 

履修登録や履修計画についての相談、質問、お問い合わせは、学生支援センターへご連絡ください。

 

学生支援センター 

メール：bbtustudent@ohmae.ac.jp 

電話：03-5860-5552 

対応時間：月～金 9：30～17：30 ※日本時間 

休日：土日・祝日・年末年始休暇 
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