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2017〜2019年度⼊学⽣
履修ガイダンス

⼤分⼤学 経済学部
2020年4⽉3⽇

0. 新型コロナウイルス感染症への対応を
お願いします。

咳エチケットを守りましょう。
⼿洗い、うがいをしっかりしましょう。
⾃宅でも換気・環境消毒をしましょう。

みなさんが単位取得できるよう授業を成⽴させるに
は、みなさんの協⼒が必要です。
当⾯の間、以下を守ってください。

学内の建物内、特に教室では私語を控えてください。
新⼊⽣歓迎会などは禁⽌されています。
学内・学外ともに、集まったり、⼤声を発⽣したりしないようにし
てください。
健康状況チェック(経過記録票)を継続してください。

⾃⾝が気をつけることで、他⼈を守ることにもなります。
お互いに配慮して過ごしましょう。
詳細はガイダンス資料にあるハンドブックを確認の上、実践してく
ださい。 2

0. 新型コロナウイルス感染症への対応

⼀部の授業をオンラインで実施することを検討し
ています。詳細は教務情報システムで後⽇お知ら
せします。

該当科⽬を受講するみなさんには機器などの準備
をしていただく必要があります。可能な限りPC、
タブレットで受講してください。スマートホンで
は通信が切れる可能性があります。
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0. 新型コロナウイルス感染症への対応

履修登録にあたってサポートが必要な⼈、不安がある
⼈は、4⽉7⽇(⽕)に下記の表に指定された時間・場所
に来てください。
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4⽉7⽇(⽕) 101 201 202 301 401
9:00 1921001-1921100 1921101-1921150 1921151-1921250 1921251-
10:30 1821001-1821100 1821101-1821150 1821151-1821250 1821251-
13:30 1721001-1721100 1721101-1721150 1721151-1721250 1721251- 16⽣以前

1.成績表の確認

2020年度前期に限り、新型コロナウイル
ス感染症への対応のため、成績表を紙では
配付しません。教務情報システ(CAMPUS
SQUARE)から確認してください。

保護者への成績表の郵送は、通常通り⾏い
ます。
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2.資料

ガイダンス資料は学部HPにアップしていま
すので、活⽤してください。

冊⼦体のシラバスが必要な⼈は、経済学部
⾃習室へ取りにきてください。

3.成績評価の問い合わせについて

成績評価に疑義がある場合は、学務係を通
して、成績の問い合わせをすることができ
ます。
担当教員に直接問い合わせることはできま
せんので、必ず、学務係の窓⼝に来て、所
定の⼿続をとってください。
問い合わせができる期間は、下記の通りで
す。

成績発表後から4⽉9⽇(⽊)17:00まで
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4.履修登録上の注意点
教務情報システム(CAMPUS SQUARE)のID/PWが分からなくなっ
た⼈は、図書館カウンターで再発⾏を依頼してください。

履修登録はWEBにより学内・学外いずれからも可能です。

⽇程スケジュールの詳細は配付資料を確認してください。
履修登録：4⽉２⽇(⽊)〜4⽉10⽇(⾦)15:00厳守
全学共通科⽬結果発表：4⽉13⽇(⽉)18:00以降

抽選もれの場合、結果発表後、CAMPUS SQUARE から他の
登録可能科⽬に登録できます。

履修登録確認表の配布と確認・訂正：4⽉15⽇(⽔)〜16⽇
(⽊)17:00

履修登録内容確認：4⽉23⽇(⽊)〜CAMPUS SQUARE から確認
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5. 3年⽣への進級要件
経済学科・経営システム学科・地域システム学科学⽣⽤
区 分 合計

教
養
教
育
科
目

全学共通科目

主題「導入・転換」から導入セミナー ２単位

主題「福祉・地域」 から２単位

６単位主題「文化・国際」および「社会・経済」 から２単位

主題「自然・科学」 から２単位

導入教育科目 基礎セミナー ２単位

外
国
語
科
目

第１外国語
科 目

総合英語Ⅰ・Ⅱまたは基礎英語Ⅰ・Ⅱ ２単位
３単位

英会話 １単位

第２外国語
科 目

基礎ドイツ語Ⅰ・Ⅱ，基礎フランス語Ⅰ・Ⅱ，
から１科目 ２単位

基礎中国語Ⅰ・Ⅱ，基礎ハングルⅠ・Ⅱ

専門基礎科目

経済学入門 ２単位

初級ミクロ経済学
から１科目 ２単位

初級政治経済学

経営学入門

から３科目 ６単位

会計学入門

法学入門

地域学入門

イノベーション・マネジメント入門

専門教育セミナー科目
中級セミナーⅠ ２単位

４単位
中級セミナーⅡ ２単位

その他の専門基礎科目および
専門教育科目

上記の29単位以外に18単位
（教養教育科目・専門基礎科目・専門教育科目いずれでもよい）

18単位

合 計 47単位

5. 3年⽣への進級要件
社会イノベーション学科学⽣⽤

区 分 合計

教
養
教
育
科
目

全学共通科目

主題「導入・転換」から導入セミナー ２単位

主題「福祉・地域」 から２単位

６単位主題「文化・国際」および「社会・経済」 から２単位

主題「自然・科学」 から２単位

導入教育科目 ソーシャルイノベーション創出実践ワークショップ ２単位

外
国
語
科
目

第１外国語
科 目

総合英語Ⅰ・Ⅱまたは基礎英語Ⅰ・Ⅱ ２単位
３単位

英会話 １単位

第２外国語
科 目

基礎ドイツ語Ⅰ・Ⅱ，基礎フランス語Ⅰ・Ⅱ，
から１科目 ２単位

基礎中国語Ⅰ・Ⅱ，基礎ハングルⅠ・Ⅱ

専門基礎科目

経済学入門 ２単位

初級ミクロ経済学
から１科目 ２単位

初級政治経済学

経営学入門

から３科目 ６単位

会計学入門

法学入門

地域学入門

イノベーション・マネジメント入門

専門教育セミナー科目
中級セミナーⅠ ２単位

４単位
サービス現場のフィールドワーク ２単位

その他の専門基礎科目および
専門教育科目

上記の29単位以外に18単位
（教養教育科目・専門基礎科目・専門教育科目いずれでもよい）

18単位

合 計 47単位

6.卒業要件

⼊学時に配布された『履修の⼿引き』を
確認してください。

各学科⽤、外国⼈留学⽣⽤、編⼊学⽣⽤が
それぞれありますので、⾃分の該当する⼀
覧表を確認するよう注意してください。
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７.主専⾨科⽬と副専⾨科⽬ 経済学科
主専⾨科⽬(経済学科科⽬) 20単位

うち学科基盤科⽬ 4単位を含む
＝「基礎経済論」学科⽬の2単位(シラバスにある経済学科の実施学科

課程表の学科基盤科⽬欄の●のついた科⽬)および「⽐較経済
論」学科⽬(シラバスにある経済学科の実施学科課程表の学科基盤
科⽬欄の○のついた科⽬)の2単位

副専⾨科⽬(他学科が経済学科の学⽣向けに設定する科⽬) 12単位
各学科4単位
(シラバスにある経済学科の実施学科課程表の副専⾨科⽬の欄に○がつ
いている科⽬)

学部共通科⽬ 2単位

その他 上記以外28単位
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7.主専⾨科⽬と副専⾨科⽬
経営システム学科、地域システム学科、社会イノベーション学科

主専⾨科⽬(所属学科科⽬) 20単位
うち所属学科の学科基盤科⽬ 2単位を含む

副専⾨科⽬(他学科が所属学科の学⽣向けに設定する科⽬) 12単位
各学科４単位
シラバスにある所属学科の実施学科課程表の副専⾨科⽬の欄に
○がある科⽬

学科共通科⽬ 2単位

その他 上記以外28単位
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8.クラス分けされる科⽬

【注意】4科⽬とも前期しか開講していません。
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科⽬名 曜限 担当教員 学籍番号 教室
経済学⼊⾨ ⽊1 経済学教員 未履修者 202
会計学⼊⾨ ⽕2 ⼩野(慎) 未履修者 202

碇・井川・
本⾕・藤原

イノベーション・
マネジメント⼊⾨

⽕5 松隈ほか 未履修者 202

未履修者 202経営学⼊⾨ ⽕3

9.履修登録⼿続き時の注意

総合英語Ⅲのクラス分けはアップされた資料で確認してください。

「情報リテラシーⅠ」と「情報処理⼊⾨」は重複受講不可です。

全学共通科⽬は受講者数調整あり(抽選)
受講可能者は4⽉13⽇(⽉)18:00以降に掲⽰します。

全学共通科⽬の抽選に外れた場合
⼆次抽選⽅法については受講可能者の掲⽰と同時に⾏います。
4⽉15⽇以降配布の「履修登録確認表」では受講取り消しに
なっています。
三次抽選になった場合は、4⽉15⽇(⽔)8:30に学務係へ来てく
ださい。
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10.各種説明会・お知らせ
第⼀外国語履修(再履修者対象)

webにアップされたガイダンス資料でクラス分けを確認してください。

第⼆外国語履修説明(再履修者対象)
webにアップされたガイダンス資料でクラス分けを確認してください。

教職ガイダンス
4⽉7⽇(⽕)

情報リテラシー説明会
4⽉7⽇(⽕) 16:00までに学務係で申し込んでください。
抽選結果は4⽉8⽇(⽔）13：00以降に掲⽰・キャンパススクエアでお知ら
せします。

IBP留学予定者
終了後、教壇近くへお集まりください。

夏期語学研修説明会
4⽉16⽇(⽊)12:20〜 201号教室 ← 新型コロナウイルス感染症対応

のため研修は中⽌となりました。17

11.転学科および演習の変更について

真にやむを得ない事情がある場合に、所属する学科および演習
の変更を申請することができます。
(本⼈でなくとも相談できます)

相談窓⼝
教務委員：本⾕、宇野、城⼾、仲本、⽯井
学⽣⽣活委員：松隈、⼩野(宏)、井川、秋⼭
学務係

講義科⽬や演習の先⽣経由でも相談できます。
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12.登録上限単位数を超えて履修する⽅法

①集中講義
②他⼤学との単位互換制度

↑2020年度前期は新型コロナウイルス感染症
への対応のため中⽌となりました。

③放送⼤学
申し込みは掲⽰で確認してください。

④留学先で取得した単位
⑤インターンシップ
⑥各種語学検定、⽇商簿記検定

⼀部認定単位(「R」表記)となります。
19 20

13.学年カレンダーについて

授業開始が4⽉22⽇(⽔)に変更されたこ
とにより、修正版が後⽇⼤学HPに掲載
される予定です。

現時点(2020年4⽉2⽇10:00)での学年カレンダー
は、4⽉7⽇開始のものですので、よく確
認の上、スケジュールをたててください。
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14.⼤学・経済学部との連絡について
みなさんへのお知らせは基本的に掲⽰板です。毎⽇確認しましょう。
ただし、今年度しばらくは、新型コロナウイルス感染症への対応の
ため、メールでのお知らせもあります。毎⽇メールチェックをして
ください。メールアドレスや住所が変更になった⼈は、教務情報シ
ステム(CAMPUS SQUARE)の住所登録を更新してください。
また以下の番号から電話がある場合も、必ず応答するようにしてく
ださい。

経済学部学務係
電話：097-554-7656
メールアドレス：keigakum@oita-u.ac.jp
⼤学からの電話番号は、097-554-○○○○です。
先⽣の研究室などから直接連絡する場合もあります。
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