
後期 経済・経営学科
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

必修科目 必ず修得しなければ卒業できない科目

選択科目 任意に選んで受講できる科目（注1）

＜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

（注1）ただし、科目の履修区分ごとに最低限履修しなければならない単位数が決
まっている。 たとえば、教養教育科目は領域ごとに２単位以上、言語・異文化
理解科目は計８単位以上など 【履修ガイドP21】【学生便覧P33】参照
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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履修登録期間内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P27】

履修区分 要卒単位数

総合共通科目 【履修ガイドP21】【学生便覧P33】 30単位 ＊1

専門教育科目 【履修ガイドP23】【学生便覧P35】 76単位 ＊1

自由選択科目 【履修ガイドP32】【学生便覧P38】 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。
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「卒業に要する単位の区分」の詳細は、履修ガイド及び学生便覧の上記該当箇所
を確認しておいて下さい。



専門教育科目 【履修ガイドP27】

履修区分 要卒単位数

領域科目群

実践科目群

ゼミナール科目群

専
門
教
育
科
目

　　　62単位以上

コア科目群

最低修得単位数

必修2単位

必修12単位

76単位
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時間割作成
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【経済学部 経済・経営学科】



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年次後期の履修登録上限：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

「ワークショップＡ～Ｄ」、「卒業研究」、 「教職課程関連科目」、「K-CIP関連科目」
「自由科目」ほか、教務課において履修手続きを行う「単位互換科目」・「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）」など
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単位の数（1年生科目）

英 語Ⅱ １単位

日本語表現法Ⅰ １単位

新修外国語 １単位

（ドイツ語Ⅱ ・中国語Ⅱ ・韓国語Ⅱ ）

スポーツB １単位

職業とコミュニケーション １単位

情報処理演習Ⅱ １単位

K-CIP関連科目 １単位

その他の講義は概ね２単位
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シラバス・授業時間割
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_economics_
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/economics_2020_second.pdf
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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/economics_2020_second.pdf


英語Ⅱ 【必修科目】 月曜１or２時限
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前期に受講した「英語Ⅰ」と同じ曜日・時限・教員
の「英語Ⅱ」を受講して下さい。
なお、 「英語Ⅰ」を不合格となった場合も、前期と
同じ曜日・時限・教員で受講して下さい。
また、前期に「英語Ⅰ」を受講していない学生は、

9/14(月)・15(火)の履修相談会で、英語担当の先生に
「英語Ⅱ」の履修について相談して下さい。

※詳細は、各学科共通のガイダンス資料内容
【2 令和2年度クラス指定・人数調整等のある科目の履修要領一覧】、および、
【8 クラス分け表 英語科目 他】を参照。

クラス指定の
ある科目



情報処理演習Ⅱ 【必修科目】

＜①～③クラス＞➡金曜２時限
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＜⑬～⑮クラス＞➡金曜１時限

＜⑦～⑨クラス＞➡火曜５時限

＜⑲～㉒クラス＞➡火曜４時限

＜⑯～⑱クラス＞➡火曜３時限

＜④～⑥クラス＞➡火曜３時限

＜⑩～⑫クラス＞➡水曜５時限

クラス指定の
ある科目



日本語表現法Ⅰ 【必修科目】

＜①～➁クラス＞➡月曜３時限

前期履修 後期履修
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＜③～⑥クラス＞➡水曜１時限

＜⑫～⑮クラス＞➡火曜３時限

＜⑯～⑰クラス＞➡月曜４時限

＜⑨～⑩クラス＞➡月曜４時限

＜⑪と⑱クラス＞➡水曜１時限

＜⑲～⑳クラス＞➡月曜３時限

＜㉑～㉒クラス＞➡水曜１時限

＜⑦～⑧クラス＞➡火曜３時限

※詳細は、各学科共通のガイダンス資料内容
【2 令和2年度クラス指定・人数調整等のある科目の履修要領一覧】を参照。

クラス指定の
ある科目



職業と経済 （月曜日1時限、月曜日2時限）

＜①～⑥クラス＞➡月曜２時限（遠藤先生）
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＜⑰～㉒クラス＞➡月曜１時限（仁部先生）

＜⑦～⑪クラス＞➡月曜２時限（仁部先生）

＜⑫～⑯クラス＞➡月曜１時限（遠藤先生）

※詳細は、各学科共通のガイダンス資料内容
【2 令和2年度クラス指定・人数調整等のある科目の履修要領一覧】を参照。

クラス指定の
ある科目



経営学概論 （月曜日3時限、月曜日4時限）

前期履修 後期履修
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＜⑦～⑪クラス＞➡月曜３時限

＜⑫～⑯クラス＞➡月曜３時限

＜①～⑥クラス＞➡月曜４時限

＜⑰～㉒クラス＞➡月曜４時限

※詳細は、各学科共通のガイダンス資料内容
【2 令和2年度クラス指定・人数調整等のある科目の履修要領一覧】を参照。

クラス指定の
ある科目



経済学概論 （月曜日3時限、月曜日4時限）

前期履修 後期履修
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＜①～⑥クラス＞➡月曜３時限

＜⑰～㉒クラス＞➡月曜３時限

＜⑦～⑪クラス＞➡月曜４時限

＜⑫～⑯クラス＞➡月曜４時限

※詳細は、各学科共通のガイダンス資料内容
【2 令和2年度クラス指定・人数調整等のある科目の履修要領一覧】を参照。

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

火・木曜日1.2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、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」

※詳細は、経済・経営学科のガイダンス資料内容【9 後期 健康教育科目(実技科目)について】

および、各学科共通のガイダンス資料内容

【2 令和2年度クラス指定・人数調整等のある科目の履修要領一覧】を参照。
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スポーツ学部開放科目
（火曜3.4時限、木曜3.4時限）

スポーツ学部から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

前期に各言語の「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。

※前期に各言語の「Ⅰ」を履修せずに、履修を新たに希望
する人は、2021年度前期から各言語の「Ⅰ」をまずは履修
してください。

※詳細は、各学科共通のガイダンス資料内容
【2 令和2年度クラス指定・人数調整等のある科目の履修要領一覧】を参照。



集中講義（授業時間割最後のページ）

ワークショップＡ【ステ教】前田

ワークショップＡ【ステ企】森部

ワークショップＡ【ステ公】森江・大谷・入江

ワークショップＣ・Ｄ【ステ公】澤田（前期から後期に変更）

ワークショップＡ【セパ】梅田

ワークショップＤ【セパ】澤田（前期から後期に変更）

などの実践系科目については、第1回説明会・授業等において履修登録を

行いますが、日程については、別途お知らせします。

23

※詳細は、経済・経営学科のガイダンス資料内容【7 2020後期ワークショップA～D科目概要】
および、各学科共通のガイダンス資料内容
【2 令和2年度クラス指定・人数調整等のある科目の履修要領一覧】を参照。



K-CIP科目（公務員・教職）
（水曜４.５時限、木曜２時限、金曜５時限）

1年次後期に履修可能な科目

（K‐CIP履修者のみ受講可能）

※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。

➡ K-CIP科目は自由選択科目として単位に含まれます。
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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

※詳細は、各学科共通のガイダンス資料内容【7 K-CIP開講カリキュラム・チェック表】を参照。



履修相談会
【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。
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【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


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）9：00～ 9月15日（火）15：00

【履修修正期間】

9月30日（水）9：00～ 10月1日（木）16：00

【履修削除期間】

10月12日（月） 9：00 ～ 10月13日（火） 17：00

※履修しない科目は必ず削除すること。放置すると、出席率に影響を及ぼします。
特に、部活動生や特待生は要注意！
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