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2019 年度 社会人コース履修生 （募集案内） 

―商学部第二部商学科（夜間部）― 

 
商学部第二部商学科（夜間部）では、会社員、公務員、中間管理職、経営者、熟年層等の社

会人を対象に、１年間の履修期間でビジネス・マネジメントを体系的に学べる社会人コース履

修生制度を開設しています。本コースでは、１年間の履修期間で、あなたの関心のある分野に

関わる知識を幅広くかつ体系的に学習し、大学の単位を修得することができます。なお、本コ

ースの講義は、社会人コース履修生だけを対象に実施されるものではなく、通常の第二部学生

向けに設置されている科目を社会人コース履修生が第二部学生とともに受講する形をとってい

ます。コース修了者には、学校教育法第 105条に基づく履修証明書（社会人コース修了証）を

授与します。 

 

 

Ⅰ．社会人コース履修制度の概要 

１．設置コース名：ビジネス・マネジメント基礎コース 

２．2019年度設置科目（括弧内の数字は単位数） 

流通・ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ入門(2) 金融入門(2) ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ戦略論(2) ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞﾘｻｰﾁ(2) 

消費者行動論(2) 地域商業論(2) ｻｰﾋﾞｽﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ(2) 情報産業論(2) 

広告ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ(2) 情報社会論(2) 金融論(2) 証券市場論(2) 

交通システム概論(2) 海運と航空(2) 生活保障論(2) 商業史概論(2) 

近代日本商業史(2) 近代西洋商業史(2) 情報表現技術(2) 情報倫理(2) 

情報処理入門(2) 情報処理基礎(2) ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ概論(2) 情報システム論(2) 

商学ｾﾞﾐﾅｰﾙ A(4)    

経営入門(2) 経営学総論(2) 経営管理論(2) 中小企業論(2) 

経営史概論(2) ﾋｭｰﾏﾝﾘｿｰｽﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ(2) 経営財務論 A(2) 経営財務論 B(2) 

国際経営論(2) 経営組織論(2) 経営戦略論(2) 工業経営論(2) 

経営診断論(2) ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｽﾞﾘｻｰﾁ(2) 経営心理学(2) 経営ｾﾞﾐﾅｰﾙ A(4) 

簿記原理(4) 会社簿記(4) 原価計算論(4) 会計学総論(2) 

財務会計論(2) 税と生活(2) 経営分析論(2) 国際会計論(2) 

管理会計論(2) 会計情報ｼｽﾃﾑ論(2) 監査論(2) 会計学特論(2) 

会計ｾﾞﾐﾅｰﾙ A(4)    

国際マーケティング論(2) 

(2) 

国際貿易論(2) 国際物流論(2) ﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ(2) 

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ経済事情(2)    
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３．募集人員：20名程度 

４．出願資格：下記のいずれかに該当する者 

（1）2017年 3月 31日以前に高等学校（中等教育学校を含む）を卒業した者で、職業に従事し

ている者、またはこれに準ずる者（主婦を含む） 
 

（2）2019年 3月 31日までに満 21歳に達し、高等学校の定時制・通信制課程を卒業（見込み）

者、大学入学資格検定合格者、高等学校卒業程度認定試験合格（見込み）者、または文部

科学省の定めるところによって大学入学資格を有する者で、職業に従事している者、もしくは

これに準ずる者（主婦を含む） 

５．修了年限：1年。 ただし、1年間で修了できなかった場合は、１年間に限って延長することができ

ます。その場合、選考料・受講料は不要です。 

６．履修単位：社会人コース履修生が受講できる授業科目の単位数は 20単位以内です。 

７．修 了 証：設置科目のうち 12単位以上を取得した人に対し、学校教育法第 105条に基づく履

修証明書（社会人コース修了証）を授与します。 

８．講義期間 

（1）授業期間：2019年 4月 10日(水)～7月 23 日(火) ､9月 14日(土)～12月 26日(木) ､ 

2020年 1月 6日(月)～1月 15日(水) 

（2）授 業 日：授業期間中の月曜日から土曜日 

（3）時   間：1時限目…午後 6時～午後 7時 30分 

2時限目…午後 7時 40分～午後 9時 10分 
 
Ⅱ．出願要領等 

出願書類

等の配布 

配布期間 2019年 2月 6日（水）～2月 27日（水） 日・祝日を除く 

配布場所 

福岡大学商学部事務室（2号館 1階） 
2月 6日（水）～2月 8日（金） ： 8：50～16：50 

2月 9日（土） ： 8：50～12：35 

2月 12日（火）～2月 27日（水） ： 月～金・・・11：00～19：00 

土・・・15：15～19：00 

出    願 

出願期間 2019年 2月 6日（水）～2月 27日（水） 必着 （郵送可） 

提出先 
福岡大学商学部事務室（2号館 1階） 〒814-0180 福岡市城南区七隈 8-19-1 

 ※受付時間は同上 

提出書類 

次の(1)～(6)を提出するとともに、（7）を納入してください。提出時には必ず印鑑

を持参してください。(1)、（2）の所定用紙については、最初にご訪問いただいた際

にお渡しします。 

 

(1) 社会人コース履修願 
 
(2) 社会人コース履修生科目登録申請票 
 
(3) 志望の動機 ※400字詰め原稿用紙 2枚程度 
 
(4) 写真 3枚（カラー） 

①上半身脱帽正面向    ②３か月以内撮影のもの   

③縦 4cm×横 3cm      ④スナップ写真不可 
 
(5) Ⅰ．４．出願資格（1）（2）に適格であることを証明する書類（卒業証明 

   書等）1通 
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(6) 82円切手を貼った定型の返信用封筒 1通 
出願者の住所・氏名を宛名書きしてください。 

(7) 選考料 15,000円 

・振込での納入の場合 

    (振込先口座) 

金融機関 ： 西日本シティ銀行七隈支店  

預金種別 ： 普通預金  

口座番号 ： 87823 

名   義 ： 福岡大学長 山口
やまぐち

 政
まさ

俊
と し

 
     ※振込手数料はご本人負担となります。 
 

・大学窓口にて現金での納入の場合 

①午前 9時から午後 4 時までは会計課(但し土曜日は 12時まで) 

②午後 4時から午後 7 時までは商学部事務室 

 

 

出願上の注意 
 

(1)社会人コース履修生制度の履修を希望される方は、まず 2 月 6 日（水）～2 月 27 日（水）の期

間に商学部事務室をご訪問いただき、係の職員から説明を受けられるとともに、必要提出書類

等を受け取ってください。その上で、関係書類の提出及び選考料の納入を行ってください。 
 

(2)授業時間割・試験時間割などは、出願手続き期間内（2 月 6 日～2 月 27 日）で商学部事務室 

を最初にご訪問いただいた際に配布します。履修生科目登録申請票作成に際しては、授業及

び試験の重複がないよう注意してください。なお、受付終了後、年度内に登録科目の変更・追

加・取消は認めません。履修生科目登録申請票作成は、自己の責任において行ってください。 
 

(3)時間割の都合で受講できない科目もでてきます。あらかじめご相談ください。                                                          
 

(4)「商学ｾﾞﾐﾅｰﾙ A」「経営ｾﾞﾐﾅｰﾙ A」「会計ｾﾞﾐﾅｰﾙ A」については、開設ｾﾞﾐﾅｰﾙの収容定員が埋

まっておらず、かつ担当教員が社会人コース履修生の受講を認める場合にのみ、登録すること

ができます。 
 

(5)本学の社会人コース履修生として修得した単位については単位修得証明書を発行しますが、

他大学等における学位取得について本学が保証するものではありません。  
 

(6)いかなる理由があっても、提出書類及びいったん納入された選考料・受講料の返還は行いま 

せん。  
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Ⅲ．選考方法等 

選    考 
選考方法 

書類及び面接審査 

面接日：2019年 3月 1日(金)午後 6時 
（面接日にご都合がつかない場合は、商学部事務室にご相談ください）。 

面接場所：後日連絡  

選考結果 審査結果は本人宛に郵送にて通知します。 

 

受講を許可された人は、以下の期間に必ずご本人が受講料を納入してください。 

受講料の 

納入  

受 講 料  110,000円 

納入期間 4月 1日（月）～4月 5日(金)  

納入場所 

・納入期間内に振込にて納入してください。 

 (振込先口座) 

金融機関 ： 西日本シティ銀行七隈支店  

預金種別 ： 普通預金  

口座番号 ： 87823 

名   義 ： 福岡大学長 山口
やまぐち

 政
まさ

俊
と し

 
※振込手数料はご本人負担となります。 

 

注意事項 受講料を納入されない場合は、受講許可を取り消します。 

 

 

 

ご不明な点は、商学部事務室までお気軽にお電話ください。 

 

  電話受付時間(日曜日・休日を除く) 

    平  日：午後 2時～午後 7時 

    土曜日：午後 5時～午後 7時 

 

  電話番号 

    午後 5時まで ： 092-871-6631(内線 2546～2551) 

    午後 5時以降 ： 092-871-6670(同上) 

 


