【2019年度学部履修ガイドブック】以下のとおり訂正がありますので、各自で訂正願います。

訂正追加日

頁

対象
2019年度休講科目一覧
文学部 社会学科
2019年度休講科目一覧
全学共通 保健体育
履修方法指定科目一覧
理工学部 物理学科
履修方法指定科目一覧
文学部 人間科学科
履修方法指定科目一覧

3月8日

55

3月15日

55

3月20日

47

3月20日

46

3月20日

38

3月27日

53

3月27日

53

抽選・先着順登録日程一覧
履修方法指定科目一覧
博物館学芸員養成課程科
目
履修方法指定科目一覧
博物館学芸員養成課程科
目

訂正内容

変更前

休講科目の追加

-

追加科目 「福祉事業論」

休講科目の追加

-

追加科目 「生涯スポーツ・ゴルフⅡ」、「生涯スポーツ・スキーⅡ」

履修クラス指定の追加

-

2101000 物理学実験Ⅰ(1ｸﾗｽ) クラス指定○ 物理学科2年次以上
2101001 物理学実験Ⅰ(2ｸﾗｽ) クラス指定○ 物理学科4年次

変更後

授業コードの訂正

1400700 人間科学入門

1409600 人間科学入門

空きクラス発表日の追加

区分：Ｄ 空きクラス発表日：空欄

区分：Ｄ 空きクラス発表日：4月11日（木）

「1506702 博物館資料論（B）」
クラス分け詳細：学芸員課程履修者 環境領域コース
「1506802 博物館展示論（B）」
クラス分け詳細：学芸員課程履修者 環境領域コース

「1506702 博物館資料論（B）」
クラス分け詳細：学芸員課程履修者 環境領域コース 、生物学科
「1506802 博物館展示論（B）」
クラス分け詳細：学芸員課程履修者 環境領域コース 、生物学科

クラス分け詳細の訂正

「4106003 民法総則Ⅰ（C）」
クラス分け詳細：
法学部2年次以上、経済学部、経営学部
経営学部は、9月9日（月）10：00〜16：00の期間、経済・法・
経営学部合同事務室（9号館1階）で先着順に受け付けます。

「4106003 民法総則Ⅰ（C）」
クラス分け詳細：
法学部2年次以上、経済学部、経営学部
経営学部は、9月9日（月）～13日（金）10：00〜16：00の期間、経済・法・
経営学部合同事務室（9号館1階）で先着順に受け付けます。

「4106101 民法総則Ⅱ（A）」
クラス分け詳細：
法学部 学籍番号下3桁 001～200、経済学部、経営学部
経営学部は、9月9日（月）10：00〜16：00の期間、経済・法・
経営学部合同事務室（9号館1階）で先着順に受け付けます。

「4106101 民法総則Ⅱ（A）」
クラス分け詳細：
法学部 学籍番号下3桁 001～200、経済学部、経営学部
経営学部は、3月28日（木）～4月2日（火）9：00〜17：00の期間、経済・法・
経営学部合同事務室（9号館1階）で先着順に受け付けます。

クラス分け詳細の訂正
クラス分け詳細の訂正

49

履修方法指定科目一覧
法学部

3月27日

50

履修方法指定科目一覧
法学部

クラス分け詳細の訂正

3月27日

48

履修方法指定科目一覧
経済学部

申請方法の訂正

3月中旬に＜MyKONAN＞にて登録方法を掲示しますので、

前期の成績発表時に＜MyKONAN＞にて登録方法を掲示しますので、

4月1日

51

履修方法指定科目一覧
経営学部

クラス分け詳細の訂正

「5101401 経営戦略論（A）」
クラス分け詳細：経営学部2・3年次 学籍番号下3桁001～250
（経営学部4年次はいずれのクラスを履修してもよい）

「5101401 経営戦略論（A）」
クラス分け詳細：経営学部2・3年次 学籍番号下3桁001～250
（経営学部4年次はいずれのクラスを履修してもよい）

3月27日

「5101402 経営戦略論（B）」
「5101402 経営戦略論（B）」
クラス分け詳細：経営学部2・3年次 学籍番号下3桁251～終わり
クラス分け詳細：経営学部2・3年次 学籍番号下3桁251～終わり
法学部（ただし、法学部3年次は学籍番号下1桁奇数の者のみ）
法学部（ただし、法学部3年次は学籍番号下1桁奇数の者のみ）
（経営学部4年次はいずれのクラスを履修してもよい）
（経営学部4年次はいずれのクラスを履修してもよい）
「5101501 財務諸表論（A）」
「5101501 財務諸表論（A）」
クラス分け詳細：経営学部2年次 学籍番号下1桁奇数
クラス分け詳細：経営学部2年次 学籍番号下1桁奇数
（経営学部3年次以上、法学部3年次学籍番号下1桁偶数の者、法学部4年次はいずれのクラスを履修しても （経営学部3年次以上、BLプログラム所属者、法学部3年次学籍番号下1桁偶数の者、法学部4年次はいずれ
よい）
のクラスを履修してもよい）
「5101502 財務諸表論（B）」
「5101502 財務諸表論（B）」
クラス分け詳細：経営学部2年次 学籍番号下1桁偶数
クラス分け詳細：経営学部2年次 学籍番号下1桁偶数
（経営学部3年次以上、法学部3年次学籍番号下1桁偶数の者、法学部4年次はいずれのクラスを履修しても （経営学部3年次以上、BLプログラム所属者、法学部3年次学籍番号下1桁偶数の者、法学部4年次はいずれ
よい）
のクラスを履修してもよい）

4月1日

51

履修方法指定科目一覧
経営学部

クラス分け詳細の訂正

4月1日

51

履修方法指定科目一覧
経営学部

クラス分け詳細の訂正

4月1日

51

履修方法指定科目一覧
経営学部

クラス分け詳細の訂正

4月1日

51

履修方法指定科目一覧
経営学部

クラス分け詳細の訂正

「5101701 商学基礎論（1ｸﾗｽ）」
クラス分け詳細：経営学部2年次 学籍番号下1桁奇数
（経営学部3年次以上はいずれのクラスを履修してもよい）

「5101701 商学基礎論（1ｸﾗｽ）」
クラス分け詳細：経営学部2年次 学籍番号下1桁奇数
（経営学部3年次以上、BLプログラム所属者はいずれのクラスを履修してもよい）

4月1日

51

履修方法指定科目一覧
経営学部

クラス分け詳細の訂正

「5101702 商学基礎論（2ｸﾗｽ）」
クラス分け詳細：経営学部2年次 学籍番号下1桁偶数
（経営学部3年次以上はいずれのクラスを履修してもよい）

「5101702 商学基礎論（2ｸﾗｽ）」
クラス分け詳細：経営学部2年次 学籍番号下1桁偶数
（経営学部3年次以上、BLプログラム所属者はいずれのクラスを履修してもよい）

4月3日

50

履修方法指定科目一覧
法学部

[１クラス定員]の訂正

「4109601～4109627 基礎演習」
１クラス定員：各19名

「4109601～4109627 基礎演習」
１クラス定員：各18名

5月29日

43

履修方法指定科目一覧
全学共通 キャリア創生共
通

開講科目、実施時期の変更

「U130700 エリアスタディーズⅤ （2019年8月実施）

「U130500 エリアスタディーズⅢ （2019年9月実施）

5月29日

43

履修方法指定科目一覧
全学共通 キャリア創生共
通

実施時期の変更

「U130802 エリアスタディーズⅥ （2020年3月実施）

「U130802 エリアスタディーズⅥ （2019年9月実施）

5月29日

55

2019年度休講科目一覧
全学共通 キャリア創生共
通

休講科目の変更

エリアスタディーズⅢ

エリアスタディーズⅤ

1 / 2 ページ

備考

経営学部はい
ずれのクラス
を履修しても
よい

BLプログラム
所属者はいず
れのクラスを
履修してもよ
い

BLプログラム
所属者はいず
れのクラスを
履修してもよ
い

【2019年度学部履修ガイドブック】以下のとおり訂正がありますので、各自で訂正願います。

訂正追加日

頁

対象

訂正内容

変更前

変更後

5月29日

56

2019年度休講科目一覧
文学部 文学部共通

休講科目の変更

エリアスタディーズⅢ

エリアスタディーズⅤ

5月29日

56

2019年度休講科目一覧
経済学部

休講科目の変更

エリアスタディーズⅢ

エリアスタディーズⅤ

5月29日

68

履修上の諸注意
全学部共通科目

各科目の実施先等の変更

5月29日

68

エリアスタディーズⅢ
休講

履修上の諸注意
全学部共通科目

各科目の実施先等の変更

5月29日

68

履修上の諸注意
全学部共通科目

各科目の実施先等の変更

8月19日

52

履修方法指定科目一覧
知能情報学部 知能情報学
科

「学部・学科」の修正

「エリアスタディーズⅤ」
実施先 シンガポール
募集人数 20名
実施時期 2019年8月
成績評価時期 2019年度

「エリアスタディーズⅢ」
実施先 アメリカ（イリノイ大学アーバナシャンペーン校）
募集人数 20名
実施時期 2019年9月
成績評価時期 2019年度
エリアスタディーズⅤ
休講

「エリアスタディーズⅥ」
実施先 台湾（台中東海大学）
募集人数 20名
実施時期 2020年3月
成績評価時期 2020年度

「エリアスタディーズⅥ」
実施先 シンガポール（Singapore Institute of Management）
募集人数 20名
実施時期 2019年9月
成績評価時期 2019年度

経営学科知能情報学部
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知能情報学部

備考

