
後期 地域創造学科
ガイダンス資料

（１年生）
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前期から変更点 【重要】
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＜履修登録方法の変更＞
・Campusmate J ➡ UNIVERSAL PASSPORT

※詳しくは本学ホームページ内の「学生ポータルサイト（UNIPA）はこちら」からアクセスし、
各自必ず確認してください。

※詳細は、後期授業およびガイダンスのお知らせ
【４．学生ポータルサイト（UNIPA）説明資料について】を参照。



学期・授業時限 【履修ガイドP7】

1時限 2時限 3時限 4時限 5時限
補講時限
（6時限）

9：00～10：30 10：45～12：15 13：05～14：35 14：50～16：20 16：35～18：05 18：20～19：50

＜学期＞
・学期は前期（4月～9月）と後期（9月～翌年3月）の2期制
・授業は基本的に5時限まで（6時限は補講時限）

＜時間帯＞
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用語集

用語 説 明

必修 必ず単位を修得しなければならないもの

選択必修
いくつかの選択授業の中から、最低限修得しなければならない単位が
決められているもの

＜履修とは・・・＞
受講希望科目を登録し、授業を受け成績評価を得ること
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成績評価 【履修ガイドP12】

合否 評価基準 評価表示

合格
（単位修得）

100～90点 秀

89～80点 優

79～70点 良

69～60点 可

不合格

59～1点 不可

0点 不可×

失格
（授業出席日数不足など）

失格
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履修登録 【履修ガイドP16～】

＜注意事項＞
①履修登録をしないと授業に出席していても単位修得は認められません。
②履修登録期間に登録しないと履修は認められません。
③各学年次に履修できる単位数の上限は、次の通りです。

学年 1年次 2年次 3年次 4年次

単位数 46 46 48 48

＜履修できる単位数の上限＞

※各学年次の各学期の履修できる単位数は、4年次生を除き、上記の単位数の半数を原則とし、
30単位を超えることはできない。
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履修計画 【履修ガイドP42】

履修区分 要卒単位数

総合共通科目 【履修ガイドP36】【学生便覧P33】 30単位 ＊1

専門教育科目 【履修ガイドP38】【学生便覧P37】 76単位 ＊1

自由選択科目 【履修ガイドP48】【学生便覧P39】 18単位

＜卒業単位数＞
卒業に必要な単位数（要卒単位数）は124単位

＊1 要卒単位数を超えて修得した単位は、自由選択科目区分に算入される。

7



専門教育科目 【履修ガイドP42】

履修区分 最低修得単位数 要卒単位数

①コア科目群 必修6単位 12単位以上

76単位

②地域創造基礎科目群 必修16単位 26単位以上

③コース科目群 18単位以上

④実践科目群 必修4単位 4単位以上

⑤ゼミナール科目群 必修16単位
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時間割作成

【経済学部 地域創造学科】
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時間割を作る際のルール

・1年次の履修登録上限：46単位

・1年次前期の履修登録上限：23単位(原則）

30単位（最大）
※履修登録上限に含まれない科目もある。

「大学コンソーシアム関門開講科目」・「短期海外研修単位認定（海外研修）」・
「まちなかESD開講科目（教養特講まなびと講座）」➡WEBでは履修できない特
殊な科目の一部
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時間割を作る際の注意点

講義コードを必ず書くこと。
授業時間割に書いてあります。

教室番号を必ず書くこと。
授業時間割に書いてあります。

単位数を必ず書くこと。
履修ガイドに書いてあります。
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地域創造実習Ⅰ
※スケジュールは、

別途案内。

クラス担任

令和2年度（後期）履修計画表　　【地域創造学科1年次】

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 集中講義

１
限
目

経済学概論 地域貢献概論

甘 成富

２
限
目

職業とコミュニケーション

３
限
目

初級簿記 地域創造ゼミナールⅡ 地域創造実習Ⅱ

堂野崎 甘 各担当

４
限
目

初級簿記演習

堂野崎

５
限
目

（２）

（３）

（３）

（１） 赤字：必修科目

：自分で選択する科目

：K-CIP科目

（１）英語Ⅱ
（２）情報処理演習Ⅱ
（３）日本語表現法Ⅰ
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（１）英語Ⅱ 【必修科目】 月曜２時限
講義コード 1545 1546 1547 1548

担当者 黒木 田中(雅) 石垣 村田

使用教科書：

黒木・田中(雅)
クラス

「Outstanding
Monozukuri 
Companies in

Japan」

石垣・村田
クラス

「English
Learning

with  
Athletes」

教科書は
前期の英語Ⅰ
の続きから使
用します。

20A2003 20A2001 20A2002 20A2015

20A2008 20A2007 20A2004 20A2023

20A2009 20A2019 20A2005 20A2024

20A2012 20A2025 20A2006 20A2026

20A2013 20A2029 20A2010 20A2027

20A2022 20A2032 20A2011 20A2030

20A2028 20A2036 20A2014 20A2039

20A2033 20A2043 20A2016 20A2040

20A2034 20A2045 20A2017 20A2047

20A2035 20A2046 20A2018 20A2052

20A2037 20A2051 20A2020 20A2054

20A2041 20A2053 20A2021 20A2056

20A2042 20A2055 20A2031 20A2057

20A2048 20A2064 20A2038 20A2058

20A2049 20A2066 20A2044 20A2060

20A2059 20A2068 20A2050 20A2062

20A2061 20A2073 20A2067 20A2069

20A2063 20A2084 20A2074 20A2072

20A2065 20A2085 20A2075 20A2082

20A2070 20A2086 20A2077 20A2087

20A2071 20A2088 20A2078 20A2090

20A2076 20A2089 20A2080 20A2092

20A2079 20A2096 20A2081 20A2093

20A2091 20A2097 20A2083 20A2098

20A2094 20A2099 20A2101 20A2100

20A2095 20A2102

【注意事項】

前期の英語Ⅰと同じ曜日
・時限・担当の先生で
履修して下さい。

クラス指定の
ある科目
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（２）情報処理演習Ⅱ 【必修科目】

＜⑦～⑫クラス＞

➡月曜3時限

＜①～⑥クラス＞

➡月曜4時限
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クラス指定の
ある科目



（３）日本語表現法Ⅰ 【必修科目】

＜①～④クラス＞

➡火曜1時限（古浦先生）

＜⑨～⑫クラス＞

➡水曜3時限（幤先生）

＜⑤～⑧クラス＞

➡火曜1時限（幤先生）

前期 後期
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クラス指定の
ある科目



教養教育科目（火・木曜日1～2時限）

教養教育科目が開講される時限

一部科目によっては履修を制限する場合がある。
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※詳細は、後期授業およびガイダンスのお知らせ
【２．各学科ガイダンス資料および各学科共通のガイダンス資料について】の
各学科共通のガイダンス資料内容
３ 教養教育科目（旧・教養コア科目）履修上の注意を参照。



健康教育科目（水曜3～4時限）

総合共通科目（健康教育科目）が開講。

・後期はスポーツＢとして、

➡「バドミントン」「バスケットボール」「サッカー」「テニス」
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スポーツ学部開放科目（木曜4時限）

スポーツ学部にて開放されている科目。

➡履修した場合には，自由選択科目としてカウント。
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言語・異文化理解科目（金曜1～2時限）
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ドイツ語Ⅱ 中国語Ⅱ 韓国語Ⅱ

前期に「Ⅰ」を単位修得した人のみ履修可能

➡前期と同じ曜日・時限・担当の先生で履修してください。



K-CIP科目 （K‐CIP履修者のみ受講可能）
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水曜日 ４・５時限 数的処理Ⅱ

木曜日 ２時限 人文・自然科学（基礎）

金曜日 ５時限 文章理解

1年次後期に履修可能な科目

➡ K-CIP科目は自由選択科目としてカウント。

※後期から新たにK-CIPプログラムに申し込むことはできません。



履修相談会
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【日時/場所】

1年生 9月14日（月）9：00～11：00/深耕館4階第4会議室

2年生 9月14日（月）11：00～13：00 /深耕館4階第4会議室

3年生 9月14日（月）13：00～15：00 /深耕館4階第4会議室

4年生 9月14日（月）15：00～17：00 /深耕館4階第4会議室
※履修に関して不明な点がある場合は、上記で相談に乗るので、参加してください。

【履修相談会を含む後期ガイダンス等の日程】
【URL】 https://www.kyukyo-u.ac.jp/wysiwyg/topics/files/令和2年度%20後期ガイダンス日程表(全学
部%EF%BC%89.pdf

https://www.kyukyo-u.ac.jp/assets/introduction/information/classsubject/syllabus_economics_2020.pdf
https://www.kyukyo-u.ac.jp/wysiwyg/topics/files/令和2年度 後期ガイダンス日程表(全学部%EF%BC%89.pdf


シラバス・授業時間割
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シラバス（講義要領）↓を見て、授業内容を確認して履修して下さい。

【URL】 https://www.kyukyo-
u.ac.jp/assets/introduction/information/classsubject/syllabus_economi
cs_2020.pdf

最新の授業時間割↓を確認して、履修して下さい。

【URL】 https://www.kyukyo-
u.ac.jp/assets/campuslife/schedule/region_2020_second.pdf

https://www.kyukyo-u.ac.jp/assets/introduction/information/classsubject/syllabus_economics_2020.pdf
https://www.kyukyo-u.ac.jp/assets/introduction/information/classsubject/syllabus_economics_2020.pdf
https://www.kyukyo-u.ac.jp/assets/introduction/information/classsubject/syllabus_economics_2020.pdf
https://www.kyukyo-u.ac.jp/assets/campuslife/schedule/region_2020_second.pdf


履修登録・修正・削除期間
履修登録等は、オンライン（ＰＣ，スマートフォン等）で行います。

履修登録等の仕方については、ホームページに掲載されている説明資料を確認してください。

【履修登録期間】

9月14日（月）～9月15日（火）

【履修修正期間】

9月30日（水）～10月1日（木）

【履修削除期間】

10月12日（月）～10月13日（火）
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※履修しない科目は必ず削除すること。
放置すると、出席率や成績に影響を
及ぼします。
特に、部活動生や特待生および
奨学金生は 審査にも影響するため
要注意！


