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３．進級・卒業要件 

 

（１）進級するためには 

法政大学情報科学部の学生が進級するためには、下記の要件を満たしていることが必要で

す。進級できない場合は留級（留年）となります。 

なお、下記の要件は入学年度のものが適用され、卒業まで変わることはありません。 

これらは進級に関する規程（情報科学部）により定められています。 

 

進級するためには、各年次１年以上在籍（休学期間は含まない）し、下記に示す各学年 

の進級所要単位を修得する必要があります。（法政大学学則 第 19 条） 

 

２年次進級要件 
＜2015 年度以降入学生＞ 

・1 年生から 2 年生に進級するには、合計 18 単位以上を修得していなければなりません。 

 

＜2014 年度以前入学生＞ 

・1 年生から 2 年生に進級するには、合計 24 単位以上を修得していなければなりません。 

 

３年次進級要件 
 ・2 年生から 3 年生に進級するには、合計 56 単位以上を修得していなければなりません。 

 

４年次進級要件 
 ・3 年生から 4 年生に進級するには、合計 92 単位以上を修得していなければなりません。 

 

＜注意!＞ 

卒業要件を常に念頭におき、計画的な単位の履修・修得に努めてください。 
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（２）卒業するためには 

法政大学情報科学部を卒業し、学士（理学）の学位を得るためには、下記の要件を全て満

たすことが必要です。条件を満たせない場合は卒業保留となります。 

なお、下記の卒業要件は入学年度のものが適用され、卒業まで変わることはありません。 

これらは法政大学学則により定められています。 

＜表内の略称について＞ 

・CS：コンピュータ科学科（Department of Computer Science） 

・DM：ディジタルメディア学科（Department of Digital Media） 

＜以下、2015 年度以降入学生に適用されるコース＞ 

・CF  ：コンピュータ基礎コース（Computer Fundamentals） 

・IS   ：情報システムコース （Information Systems） 

・MS  ：メディア科学コース （Media Science） 

※各コースについての説明は、「５．コース制度」を参照してください。 

 

＜2015 年度以降入学生＞ 

  ①4 年以上在学していること。（ただし休学期間を除き最長 8 年までしか在学できない） 

  ②卒業に必要な授業科目の単位を 124 単位以上修得していること。 

    単位の内訳は次のとおり  

・外国語科目から 10 単位 

・教養科目から 10 単位 

・科学基礎科目から［CS］9 単位以上、［DM］13 単位以上 

・専門科目から［CS］74 単位以上、［DM］72 単位以上 

・上記に加え、専門教育科目群から［CS］21 単位以上、［DM］19 単位以上 

  ③必修科目をすべて修得していること。単位数は（４）の表で確認すること。 

 

 

＜2012～2014 年度入学生＞ 

  ①4 年以上在学していること。（ただし休学期間を除き最長 8 年までしか在学できない） 

  ②卒業に必要な授業科目の単位を 124 単位以上修得していること。 

  単位の内訳は次のとおり 

     ・総合基礎科目（4６単位以上） 

         科学基礎科目：20 単位以上 

         外国語科目：10 単位以上 

         人文・社会科目から 1４単位以上 

この他スポーツ総合科目２単位、または科学基礎科目か人文・社会科目より 

２単位修得すること 

     ・専門教育科目（78 単位以上） 

  ③必修科目をすべて修得していること。必修科目単位数は各学科次のとおり 

［CS］合計 58 単位、［DM］合計 50 単位 

科目群ごとの所要単位数を表にすると、次ページからの表のとおりとなります。 
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２０１5 年度以降 コンピュータ科学科入学生の卒業所要単位数 

科目群 必修科目 選択科目 合 計 

卒業所要単位合計 ［①＋②＋③］ 

[CF]54 単位 

[I S]58 単位 

[MS]58 単位 

[CF]70 単位 

[I S]66 単位 

[MS]66 単位 

124 単位以上 

 
① 外国語科目 10 単位 なし 10 単位 

 
② 教養科目 ［A＋B］ 

なし 10 単位 10 単位以上   A 人文系科目 

 B 保健体育系科目 

 ③ 専門教育科目 ［A＋B＋※］ 

[CF]44 単位 

[I S]48 単位 

[MS]48 単位 

[CF]60 単位 

[I S]56 単位 

[MS]56 単位 

104 単位以上 

 
 

A 科学基礎科目 5 単位 4 単位以上 9 単位以上 

 B 専門科目 － [CF]35 単位以上 
(うち 2 単位は選択必修) 

[I S]31 単位以上 
(うち 2 単位は選択必修) 

[MS]31 単位以上 

(うち学科専門：2 単位 

コース専門：2 単位 

は選択必修) 

74 単位以上 

  学科専門科目 27 単位 

 

 コース専門科目 

[CF]12 単位 

[I S]16 単位 

[MS]16 単位 

 ※上記に加え、 

専門教育科目群（A＋B）から 
なし 21 単位 21 単位以上 

 

 

２０１5 年度以降 ディジタルメディア学科入学生の卒業所要単位数 

科目群 必修科目 選択科目 合 計 

卒業所要単位合計 ［①＋②＋③］ 

[CF]60 単位 

[I S]64 単位 

[MS]64 単位 

[CF]64 単位 

[I S]60 単位 

[MS]60 単位 

124 単位以上 

 
① 外国語科目 10 単位 なし 10 単位 

 
② 教養科目 ［A＋B］ 

なし 10 単位 10 単位以上   A 人文系科目 

 B 保健体育系科目 

 ③ 専門教育科目 ［A＋B＋※］ 

[CF]50 単位 

[I S]54 単位 

[MS]54 単位 

[CF]54 単位 

[I S]50 単位 

[MS]50 単位 

104 単位以上 

 
 

A 科学基礎科目 13 単位 なし 13 単位以上 

 B 専門科目 － [CF]35 単位以上 
(うち 2 単位は選択必修) 

[I S]31 単位以上 
(うち 2 単位は選択必修) 

[MS]31 単位以上 

(うち学科専門：2 単位 

コース専門：2 単位 

は選択必修) 

72 単位以上 

  学科専門科目 25 単位 

 

 コース専門科目 

[CF]12 単位 

[I S]16 単位 

[MS]16 単位 

 ※上記に加え、 

専門教育科目群（A＋B）から 
なし 19 単位 19 単位以上 



７．履修登録 

32 

 

☆ガイダンスには必ず出席を！ 
毎年 4 月上旬に行われる新年度ガイダンスでは、履修上の注意点など、新年度を過ごす上

での重要事項を伝達します。必ず出席してください。日程は掲示板でお知らせします。秋学

期始めや他の時期にも各種ガイダンスを実施することがありますが、それらにも必ず出席す

るようにしてください。 

 

（３）履修登録上のルール 

①年間最大履修単位数 
情報科学部における年間最大履修単位数は、49 単位（※）です。 
（※前年度 GPA が 3.0 以上の場合は、56 単位（2011 年 10 月教授会決定による）） 

ただし、例外として一部の科目については、年間最大履修単位数を超えて下表の単位まで

履修することができます。 

1 年次 2 年次 3 年次 4 年次 

12 単位 24 単位 24 単位 総合計 73 単位以内 

 

＜例外対象科目＞ 

教職課程科目 資格課程科目 リクエスト集中講義 

大学院科目 国際インターンシップ 国際ボランティア 

（※授業計画上、正規科目を授業期間外に集中開講することがありますが、例外は適用され 

ません。年間最大履修単位数にカウントされます。） 

 

②セメスターごとの単位数はバランスよく 

 春学期と秋学期は、それぞれバランスよく履修登録してください。春学期に極端に多い／

少ない単位数で登録してしまうと、秋学期に必修科目が登録できない／進級に必要な単位を

満たせないなどの不都合が生じる場合があります。目安としては・・・ 

・春学期 ⇒ 20～25 単位前後の登録を心がけてください。 

・秋学期 ⇒ 49 単位から春学期の履修単位数を引いた単位数までが登録できます。 

なお、履修登録にあたっては、春／秋それぞれの授業時間割をよく見て検討するとともに、

進級／卒業要件を充分に確認してください。 

 

③必修科目は必ず登録 
自分の学年に配当されている必修科目は、必ず当年度中に全て登録してください。 

情報科学部のカリキュラムは、必修科目を配当学年で修得することを前提に設計されていま

す。そのため、必修科目を履修しておかないと、翌学期以降に「科目の履修前提条件を満た

せない（あるいは履修できても授業についていけない）」、「他の必修科目と曜日時限が重なる」

などの問題が発生します。もちろん、必修科目を全て修得していなければ卒業できません。

要件（所要単位数）さえ満たしていれば進級はできますが、安易に履修を先送りにしないよ

うにしてください。 
 

④クラス指定の授業科目 
時間割表にクラス指定がある場合は、必ず指定されたクラスの授業を登録してください。 

再履修で履修授業が重なる場合を除き、自己都合でのクラス変更は認めていません。 

 

⑤科目の再履修 
前年度に単位を修得できなかった場合（または、2015 年度以降入学生が「学び直し」対

象科目をB評価以上で合格できなかった場合）は、同一科目を再度履修することができます。

ただし、再履修の場合でも指定クラスを履修してください。 

※外国語（英語）科目の再履修は、レベルに応じたクラスを年度毎に指定します。 


