
2019年度（平成31）年度入学生対象

変更箇所 変更前 変更後 変更年月

【23ﾍﾟｰｼﾞ】
授業時間
2021年度以降の表《追加》

＜授業配置時間＞ ◆2020年度以前◆

◆2021年度以降◆

2021年3月

【40ﾍﾟｰｼﾞ】
筆答試験時間
2021年度以降の表《追加》

◆2020年度以前◆

◆2021年度以降◆

2021年3月



2019年度（平成31）年度入学生対象

変更箇所 変更前 変更後 変更年月

【15ﾍﾟｰｼﾞ】
大学からの連絡・通知の掲示

　大学からみなさんへの連絡や通知は、特別な場合を除きすべて掲示
で行います。また、ポータルサイト上でも適宜連絡や通知を行います。
掲示やポータルサイトを見落としたために後で支障をきたさないよう、大
学に来たらまず掲示板を見る、またポータルサイトを確認する習慣をつ
けましょう。
　なお、電話による問い合わせには、一切応じません。

　大学からみなさんへの連絡や通知は、特別な場合を除きすべて掲示
またはポータルサイトで行います。掲示やポータルサイトを見落としたた
めに後で支障をきたさないよう、大学に来たらまず掲示板を見る、また
ポータルサイトを確認する習慣をつけましょう。
　なお、電話による問い合わせには、一切応じません。

2020年3月

【24～25ﾍﾟｰｼﾞ】
〈卒業の時期〉
(2) 9月卒業の取り扱いについて

　在学期間が４年以上で、所定の卒業要件を９月末（第１学期末）で充
足し、かつ本人が９月卒業を希望する場合は、9月30日付で卒業の認
定を受けることができます（自動的に卒業認定はしません）。
　９月卒業の申請手続きは次のとおりです。
　①　学年はじめの成績表配付時に「９月卒業願書」を 配付します。
　②　第１学期履修登録日までに「９月卒業願書」を提出 してください。
　希望者本人の申し出がなければ、９月卒業の対象にはなりません。
　詳細については、経済学部教務課窓口で相談してください。

　在学期間が第１学期（前期）末で４年以上となり、かつ本人が当該学
期の９月卒業の希望を申し出た場合、９月に卒業要件を充足すれば卒
業の認定を受けることができます。
　本人の申し出がなければ、９月卒業の対象にはならない（自動的に卒
業認定はしない）ので注意してください。
　詳細については、ポータルサイトで確認するか、経済学部教務課窓
口で相談してください。

2020年3月

【29ﾍﾟｰｼﾞ】
先修制
＜学部共通コース＞の上 《追加》

＜学部共通コース科目＞

＜経済学部専攻科目＞

（注1）詳細は「第2部―Ⅳ－3 演習」（P. 81～82）にて確認してくださ
い。

＜学部共通コース科目＞

2020年3月

【31ﾍﾟｰｼﾞ】
履修登録制限単位数
（注3）⑩の下 《追加》

　⑩　経済学部専攻科目「選択特別講義　海外フィールド研修」 　⑩　経済学部専攻科目「選択特別講義　海外フィールド研修」
（注4）2019年度3月以降、入学から直近の学期末までの累積GPAが3.5
以上の場合、次学期の履修登録の際に履修登録制限単位数を2単位
付加します。履修登録制限単位数を超えて履修を希望する場合は、予
備・事前登録期間に経済学部教務課までご相談ください。累積GPAは
成績表に掲載されています。

2020年3月

【32ﾍﾟｰｼﾞ】
履修登録要件
（2） 履修登録にあたって注意すべき
点

①　授業時間割に変更が生じた場合は、掲示板に掲示します。 ①　授業時間割に変更が生じた場合は、ポータルサイトにてお知らせし
ます。

2020年3月



変更箇所 変更前 変更後 変更年月

【34ﾍﾟｰｼﾞ】
履修辞退制度
（5） 履修辞退の申出方法

　履修辞退の申出期間にポータルサイトの「Web履修辞退申請」から申
請してください。
　受付期間中にポータルサイトを利用した申請ができない理由を有する
者は、事前に経済学部教務課に相談してください。

※演習Ⅰ・演習Ⅱ・卒業研究を辞退する場合
・経済学部教務課で所定の手続きが必要です。
・履修辞退期間に加え、Web履修登録期間にも手続きを行うことができ
ます（2017年度以降入学生対象）。

　履修辞退の申出期間にポータルサイトの「Web履修辞退申請」から申
請してください。
　受付期間中にポータルサイトを利用した申請ができない理由を有する
者は、事前に経済学部教務課に相談してください。
　また、演習Ⅰ、演習Ⅱまたは卒業研究の履修を辞退する場合は、手
続きが異なりますのでご注意ください。

＜演習Ⅰ・演習Ⅱ・卒業研究を辞退する場合＞
・経済学部教務課で所定の手続きが必要です（ポータルサイトの「Web
履修辞退申請」では手続きできません）。
・授業担当者（指導教員）の許可が必要です。
・履修辞退期間に加え、履修登録の時期（成績開示日～履修登録期
間最終日）にも手続きを行うことができます（2017年度以降入学生対
象）。

2020年3月

【36ﾍﾟｰｼﾞ】
成績評価の基準

⑹　学業成績表は、第１学期（前期）分を９月中旬、第２学期（後期）分
を３月下旬に配付します。期日と場所は、別途掲示等でお知らせしま
す。

⑹　学業成績表は、第１学期（前期）分を９月中旬、第２学期（後期）分
を３月下旬にポータルサイトからダウンロードできます。日程の詳細は、
別途ポータルサイトまたは掲示等でお知らせします。

2020年3月

【37ﾍﾟｰｼﾞ】
成績疑義

　成績評価について疑義がある場合は、必ず所定の「成績疑義申出用
紙」に疑義内容を記入した後、経済学部教務課窓口に提出してくださ
い。授業担当者に直接申し出てはいけません。
　なお、申出期間については、別途掲示等で確認してください。

　成績評価について疑義がある場合は、必ず所定の「成績疑義申出用
紙」に疑義内容を記入した後、経済学部教務課窓口に提出してくださ
い。授業担当者に直接申し出てはいけません。
　なお、申出期間については、ポータルサイトまたは別途掲示等で確認
してください。

2020年3月

【42ﾍﾟｰｼﾞ】
卒業研究作成要領
④

2)　表紙および論文要旨を記入する用紙は経済学部教務課窓口で配
付します。(ポータルサイトからダウンロードできます。）

2)　表紙および論文要旨の作成方法は、ポータルサイトにて案内しま
す。 2020年3月



変更箇所 変更前 変更後 変更年月

【63ﾍﾟｰｼﾞ】
教養科目、選択外国語科目の予備
登録
（5） 予備登録が不要な科目

以下の科目は予備登録が不要です。受講を希望する場合は、直接、
履修登録（本登録）をしてください。

「人権論A・B」（１年次配当科目）
「ドイツ語セミナーⅠA・ⅠB・ⅠC・ⅠD」（２年次配当科目）
「フランス語セミナーⅠA・ⅠB・ⅠC・ⅠD」（２年次配当科目）
「中国語セミナーⅠA・ⅠB・ⅠC・ⅠD」（２年次配当科目）
「スペイン語セミナーⅠA・ⅠB・ⅠC・ⅠD」（２年次配当科目）
「コリア語セミナーⅠA・ⅠB・ⅠC・ⅠD」（２年次配当科目）
「ドイツ語セミナーⅡA・ⅡB・ⅡC・ⅡD」（３年次配当科目）
「フランス語セミナーⅡA・ⅡB・ⅡC・ⅡD」（３年次配当科目）
「中国語セミナーⅡA・ⅡB・ⅡC・ⅡD」（３年次配当科目）
「スペイン語セミナーⅡA・ⅡB・ⅡC・ⅡD」（３年次配当科目）
「コリア語セミナーⅡA・ⅡB・ⅡC・ⅡD」（３年次配当科目）
「海外英語研修」（１年次配当科目。１年次生と２年次生のみ履修可）※
「海外中国語研修講座」（２年次配当科目）※

※「海外英語研修」「海外中国語研修講座」の履修を希望する学生は、
グローバル教育推進センターが開催する説明会に参加してください（開
催日等はグローバル教育推進センターの掲示板にて確認してくださ
い）。その上で申込み手続きを行ってください。なお、「海外中国語研修
講座」は「中国語Ⅰ・Ⅱ」の計４単位を修得した学生だけが履修できま
すので注意してください。

以下の科目は予備登録が不要です。受講を希望する場合は、直接、
履修登録（本登録）をしてください。

「人権論A・B」（１年次配当科目）
「海外英語研修」（１年次配当科目。１年次生と２年次生のみ履修可）※
「海外中国語研修講座」（２年次配当科目）※

※「海外英語研修」「海外中国語研修講座」の履修を希望する学生は、
グローバル教育推進センターが開催する説明会に参加してください（開
催日等はグローバル教育推進センターの掲示板にて確認してくださ
い）。その上で申込み手続きを行ってください。なお、「海外中国語研修
講座」は「中国語Ⅰ・Ⅱ」の計４単位を修得した学生だけが履修できま
すので注意してください。

なお、次の科目は2019年度以前は予備登録が不要ですが、2020年度
以降は事前登録が必要となりますので、ご注意ください。
＜2020年度以降事前登録が必要な科目＞
「ドイツ語セミナーⅠA・ⅠB・ⅠC・ⅠD」（２年次配当科目）
「フランス語セミナーⅠA・ⅠB・ⅠC・ⅠD」（２年次配当科目）
「中国語セミナーⅠA・ⅠB・ⅠC・ⅠD」（２年次配当科目）
「スペイン語セミナーⅠA・ⅠB・ⅠC・ⅠD」（２年次配当科目）
「コリア語セミナーⅠA・ⅠB・ⅠC・ⅠD」（２年次配当科目）
「ドイツ語セミナーⅡA・ⅡB・ⅡC・ⅡD」（３年次配当科目）
「フランス語セミナーⅡA・ⅡB・ⅡC・ⅡD」（３年次配当科目）
「中国語セミナーⅡA・ⅡB・ⅡC・ⅡD」（３年次配当科目）
「スペイン語セミナーⅡA・ⅡB・ⅡC・ⅡD」（３年次配当科目）
「コリア語セミナーⅡA・ⅡB・ⅡC・ⅡD」（３年次配当科目）

2020年3月



変更箇所 変更前 変更後 変更年月

【76ﾍﾟｰｼﾞ】
現代経済学科科目一覧（4/4）
授業科目名「商学総論」の上
《科目追加》

2020年3月

【76ﾍﾟｰｼﾞ】
現代経済学科科目一覧（4/4）
注意事項 ※3の下 《追加》

※3 「特別講座」については、「Ⅵ－２．特別講座」を参照してください。 ※3 「特別講座」については、「Ⅵ－２．特別講座」を参照してください。
※4 「簿記論Ⅱ」は「簿記論Ⅰ」を修得した者のみ履修可。
　 　なお、「初級商業簿記」を修得した者は、講義内容が同様のため
　　「簿記論Ⅱ」は履修できません。
　　　「初級商業簿記」については、「６．他学部受講科目」を参照して
　　ください。
※5 「簿記論Ⅰ」および「簿記論Ⅱ」（2020年度開設）は、「簿記論」を
　　修得した者は履修できません。（「簿記論」は2020年度以降不開
　　講。）
※6 「財務会計入門」および「財務会計論」（2020年度開設）は、「財務
　　諸表論」を修得した者は履修できません。（「財務諸表論」は2020年
　　度以降不開講。）
※7 「上級商業簿記」および「財務会計論」（2020年度開設）は、「原価
　　計算論」を修得した者は履修できません。（「原価計算論」は2020年
　　度以降不開講。）

2020年3月



変更箇所 変更前 変更後 変更年月

【80ﾍﾟｰｼﾞ】
国際経済学科科目一覧（4/4）
授業科目名「商学総論」の上
《科目追加》

2020年3月

【80ﾍﾟｰｼﾞ】
国際経済学科科目一覧（4/4）
注意事項 ※3の下 《追加》

※3 「特別講座」については、「Ⅵ－２．特別講座」を参照してください。 ※3 「特別講座」については、「Ⅵ－２．特別講座」を参照してください。
※4 「簿記論Ⅱ」は「簿記論Ⅰ」を修得した者のみ履修可。
　 　なお、「初級商業簿記」を修得した者は、講義内容が同様のため
　　「簿記論Ⅱ」は履修できません。
　　　「初級商業簿記」については、「６．他学部受講科目」を参照して
　　ください。
※5 「簿記論Ⅰ」および「簿記論Ⅱ」（2020年度開設）は、「簿記論」を
　　修得した者は履修できません。（「簿記論」は2020年度以降不開
　　講。）
※6 「財務会計入門」および「財務会計論」（2020年度開設）は、「財務
　　諸表論」を修得した者は履修できません。（「財務諸表論」は2020年
　　度以降不開講。）
※7 「上級商業簿記」および「財務会計論」（2020年度開設）は、「原価
　　計算論」を修得した者は履修できません。（「原価計算論」は2020年
　　度以降不開講。）

2020年3月



変更箇所 変更前 変更後 変更年月

【83ﾍﾟｰｼﾞ】
他学部科目受講

　次の科目は経営学部専攻科目ですが、経済学部生も受講することが
できます。
　試験等の諸連絡は、経営学部の掲示板等で行われます。

　次の科目は経営学部専攻科目ですが、経済学部生も受講することが
できます。

※「簿記論Ⅱ」を修得した者は、講義内容が同様のため「初級商業簿
記」は履修できません。

2020年3月

【103ﾍﾟｰｼﾞ】
環境サイエンスコース開設科目およ
び配当セメスター
「コンピュータシステム論」の備考
《削除》

2020年3月

【104ﾍﾟｰｼﾞ】
環境サイエンスコース開設科目およ
び配当セメスター
(注2）の下 《削除》

（注２）履修要項「環境実践研究について」を参照してください。
（注３）変則通年科目につき卒年次生は履修できませんが、履修を希望
する場合は教学部まで相談にきてください。

（注２）履修要項「環境実践研究について」を参照してください。
2020年3月
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