
連番 所属 講義コード 講義名 開講期

1 日本語日本文学科 a10201d110 日本語学概説Ⅰ 前期

2 日本語日本文学科 a10201d250 日本語学概説Ⅱ 後期

3 日本語日本文学科 a10201d310 日本文学史Ⅰ 前期

4 日本語日本文学科 a10201d450 日本文学史Ⅱ 後期

5 日本語日本文学科 a10201d710 漢文学Ⅰ 前期

6 日本語日本文学科 a10201d850 漢文学Ⅱ 後期

7 日本語日本文学科 a10201e550 京都産業文化論Ⅰ 後期

8 日本語日本文学科 a10201e710 国際日本文化講義Ⅰ 前期

9 日本語日本文学科 a10201e810 国際日本文化講義Ⅱ 後期

10 日本語日本文学科 a10202e710 書論・鑑賞Ⅰ 前期

11 日本語日本文学科 a10202e850 書論・鑑賞Ⅱ 後期

12 日本語日本文学科 a10202e910 中国書道史 後期

13 日本語日本文学科 a10202f050 日本書道史 前期

14 日本語日本文学科 a10202f510 日本語学講義Ⅰ（日本語文法） 前期

15 日本語日本文学科 a10202f650 日本語学講義Ⅱ（日本語文法） 後期

16 日本語日本文学科 a10202f710 日本語学講義Ⅲ（社会言語学） 前期

17 日本語日本文学科 a10202f850 日本語学講義Ⅳ（日本語史） 後期

18 日本語日本文学科 a10202f910 古典文学講義Ⅰ(平安） 前期

19 日本語日本文学科 a10202g050 古典文学講義Ⅱ（平安） 後期

20 日本語日本文学科 a10202g110 古典文学講義Ⅲ（中近世） 前期

21 日本語日本文学科 a10202g250 古典文学講義Ⅳ（中近世） 後期

22 日本語日本文学科 a10202g310 近現代文学講義Ⅰ 前期集中

23 日本語日本文学科 a10202g450 近現代文学講義Ⅱ 後期

24 日本語日本文学科 a10202g510 近現代文学講義Ⅲ 前期

25 日本語日本文学科 a10202g650 近現代文学講義Ⅳ 前期

26 日本語日本文学科 a10202h250 京都産業文化論Ⅱ 後期

27 日本語日本文学科 a10203e710 書論特講ａ 前期集中

28 日本語日本文学科 a10203e850 書論特講ｂ 後期

29 歴史学科 a10301d110 日本史概説Ⅰ 前期

30 歴史学科 a10301d250 日本史概説Ⅱ 後期

31 歴史学科 a10301d310 東洋史概説Ⅰ 後期

32 歴史学科 a10301d450 東洋史概説Ⅱ 前期

33 歴史学科 a10301d510 西洋史概説Ⅰ 前期

34 歴史学科 a10301d650 西洋史概説Ⅱ 後期

35 歴史学科 a10301d850 考古学概説Ⅱ 後期

36 歴史学科 a10302d910 日本史特講ａ（古代史） 前期

37 歴史学科 a10302e050 日本史特講ｂ（古代史） 後期

38 歴史学科 a10302e110 日本史特講ｃ（中世史） 前期

39 歴史学科 a10302e250 日本史特講ｄ（中世史） 後期

40 歴史学科 a10302e310 日本史特講ｅ（近世史） 前期

41 歴史学科 a10302e450 日本史特講ｆ（近世史） 後期

42 歴史学科 a10302e510 日本女性史特講Ⅰ 前期

43 歴史学科 a10302e650 日本女性史特講Ⅱ 後期

44 歴史学科 a10302e710 近現代史特講ａ（日本） 前期

45 歴史学科 a10302e850 近現代史特講ｂ（日本） 後期

46 歴史学科 a10302f050 近現代史特講ｄ（世界） 後期

47 歴史学科 a10302f250 世界史特講ｂ（東アジア史Ⅱ） 後期

48 歴史学科 a10302f310 世界史特講ｃ（東アジア史Ⅲ） 前期

49 歴史学科 a10302f450 世界史特講ｄ（東アジア史Ⅳ） 後期

50 歴史学科 a10302f510 世界史特講ｅ（中央・西アジア史Ⅰ） 前期

51 歴史学科 a10302f710 世界史特講ｇ（中央・西アジア史Ⅲ） 前期

52 歴史学科 a10302f850 世界史特講ｈ（中央・西アジア史Ⅳ） 後期

53 歴史学科 a10302f910 世界史特講ｉ（ヨーロッパ・アメリカ史Ⅰ） 前期

54 歴史学科 a10302g050 世界史特講ｊ（ヨーロッパ・アメリカ史Ⅱ） 後期
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55 歴史学科 a10302g110 世界女性史特講Ⅰ 前期

56 歴史学科 a10302g250 世界女性史特講Ⅱ 後期

57 歴史学科 a10302g550 自然地理学 前期

58 歴史学科 a10302g610 地誌 前期

59 歴史学科 a10302g710 人文地理学 前期

60 歴史学科 a10302h410 文化交流史特講Ⅰ 前期

61 歴史学科 a10302h550 文化交流史特講Ⅱ 後期

62 歴史学科 a10302h610 20世紀の日本と世界 前期

63 歴史学科 a10302h910 現代史研究Ⅱ 前期

64 歴史学科 a10302i010 女性史研究Ⅰ 後期

65 歴史学科 a10302i110 女性史研究Ⅱ 前期

66 歴史学科 a10302i510 古文書学Ｃ(近世） 前期

67 歴史遺産学科 a10411d250 日本美術史Ⅱ 後期

68 歴史遺産学科 a10411e050 文化財行政論 後期

69 歴史遺産学科 a10411e310 東洋美術史 前期

70 歴史遺産学科 a10411e450 西洋美術史 後期

71 歴史遺産学科 a10411e510 民俗学 後期

72 歴史遺産学科 a10411e650 文化遺産学 後期

73 歴史遺産学科 a10412d310 文献史料学Ⅰ 前期

74 歴史遺産学科 a10412d450 文献史料学Ⅱ 後期

75 歴史遺産学科 a10412d510 美術工芸史研究Ⅰ 前期

76 歴史遺産学科 a10412d650 美術工芸史研究Ⅱ 後期

77 歴史遺産学科 a10413d110 建築遺産研究Ⅰ 秋期集中

78 歴史遺産学科 a10413d410 歴史遺産研究Ⅱ 前期

79 歴史遺産学科 a10413d510 古都学Ⅰ 後期

80 歴史遺産学科 a10413d710 地域文化論 後期

81 歴史遺産学科 a10413d850 木簡・金石文学 後期

82 歴史遺産学科 a10413e110 保存科学Ⅰ 前期集中

83 歴史遺産学科 a10413e250 保存科学Ⅱ 後期集中

84 歴史遺産学科 a10413e350 考古学研究Ⅱ 後期

85 国際英語学科 a20101a710 経済学基礎 前期

86 国際英語学科 a20101a810 多文化コミュニケーション論<ａ> 前期

87 国際英語学科 a20101a812 多文化コミュニケーション論<ｂ> 前期

88 国際英語学科 a20101d110 英語圏文学Ａ 前期

89 国際英語学科 a20101d210 英語圏文化論Ａ 前期

90 国際英語学科 a20101d510 経営学基礎 前期

91 国際英語学科 a20101d710 会計学基礎 後期

92 国際英語学科 a20101d810 観光学基礎 後期

93 国際英語学科 a20101e010 英語学 後期

94 国際英語学科 a20101e110 日本文化論 後期

95 国際英語学科 a20102d110 英語教育論 後期

96 国際英語学科 a20103d510 英語圏文学Ｂ 秋期集中

97 国際英語学科 a20103d610 英語圏文化論Ｂ 秋期集中

98 国際英語学科 a20103d710 英語学Ｂ 後期

99 国際英語学科 a20103d850 英語圏文化論Ｃ 前期

100 国際英語学科 a20103d950 多文化コミュニケーションＢ 後期

101 国際英語学科 a20103e250 比較文化論 後期

102 国際英語学科 a20103e310 国際経済論Ａ（欧米） 前期

103 国際英語学科 a20103e410 マーケティング論 前期

104 国際英語学科 a20103e510 金融論 前期

105 国際英語学科 a20103e710 国際ツーリズム論 前期

106 国際英語学科 a20103e950 国際経済論Ｂ（東アジア） 後期

107 国際英語学科 a20103f050 国際経済論Ｃ（東南アジア） 後期

108 国際英語学科 a20103f150 企業戦略論（グローバル企業） 後期

109 国際英語学科 a20103f250 国際マーケティング論 後期

110 国際英語学科 a20103f450 国際金融論 後期

111 国際英語学科 a20103f650 ホスピタリティ論 後期
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112 国際英語学科 a20103f710 日本文化研究Ａ（芸術） 前期

113 国際英語学科 a20103f810 国際関係論 前期

114 国際英語学科 a20103f950 日本文化研究Ｂ（ポップカルチャー） 後期

115 国際英語学科 a20103g050 現代アジア文化研究 後期

116 国際英語学科 a20103g150 現代社会と思想 後期

117 国際英語学科 a20103g250 国際協力論 秋期集中

118 経営学科 a50101e610 公共経営入門 前期

119 経営学科 a50101e610 公共政策入門 前期

120 経営学科 a50101e710 医療経営入門 後期

121 経営学科 a50101e810 グローバルビジネス入門 後期

122 経営学科 a50101e950 現代企業論Ⅰ 前期

123 経営学科 a50101f050 経済と経営の歴史 後期

124 経営学科 a50101f350 現代企業と法Ⅰ 前期

125 経営学科 a50101g310 情報ビジネス入門 後期

126 経営学科 a50101g410 情報ビジネス論 後期

127 経営学科 a50102d450 経営戦略論Ⅱ 後期

128 経営学科 a50102d710 人的資源管理論 前期

129 経営学科 a50102d810 マーケティング論Ⅰ 前期

130 経営学科 a50102d950 マーケティング論Ⅱ 後期

131 経営学科 a50102e450 ファイナンス論 前期

132 経営学科 a50102e850 広告とマスメディア 後期

133 経営学科 a50102e910 医療政策論 前期

134 経営学科 a50102f050 医療経済論 後期

135 経営学科 a50102f110 非営利組織論 後期

136 経営学科 a50102f710 マーケティングリサーチ<ａ> 前期

137 経営学科 a50102f712 マーケティングリサーチ<ｂ> 後期

138 経営学科 a50102g110 現代企業論Ⅱ 前期

139 経営学科 a50102g250 現代企業と法Ⅱ 後期

140 経営学科 a50102g350 医療管理論Ⅱ 前期

141 経営学科 a50102g710 財務会計論 前期

142 経営学科 a50102g910 金融論 後期

143 経営学科 a50102h110 産業論Ⅰ 後期

144 経営学科 a50102h250 産業論Ⅱ 前期

145 経営学科 a50102h310 財政学 前期

146 経営学科 a50102h410 公共政策論 前期

147 経営学科 a50102h610 グローバル経済論 前期

148 経営学科 a50102h850 保険論 後期

149 経営学科 a50102h910 経営情報論 後期

150 経営学科 a50102i050 ファイナンシャルプランニング 後期

151 経営学科 a50102i650 自治体経営論 後期

152 経営学科 a50102i810 コンピュータ論 前期

153 経営学科 a50102i910 ネットワーク論 後期

154 経営学科 a50102j010 情報数学 前期

155 経営学科 a50102j110 産業論Ⅲ 前期

156 経営学科 a50102j510 保健医療情報学 前期

157 経営学科 a50102j612 医療管理論Ⅲ 後期

158 経営学科 a50102j710 日本経済論 後期

159 経営学科 a50103d310 管理会計論 後期

160 経営学科 a50103d510 ロジスティクス論 後期

161 経営学科 a50103d610 組織とメンタルヘルス 後期

162 経営学科 a50103d810 グローバルマーケティング 前期

163 経営学科 a50103d910 財務管理論 前期

164 経営学科 a50103e310 経済地理学 前期

165 経営学科 a50103e410 地域経済論 前期

166 経営学科 a50103e510 中小企業論 前期

167 経営学科 a50103e610 情報セキュリティ論 前期

168 経営学科 a50103e810 地域金融論 前期
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169 経営学科 a50103e910 グローバル金融論 後期

170 経営学科 a50103f010 ものづくり経営論 後期

171 経営学科 a50103f110 ベンチャー起業論 後期

172 経営学科 a50103f410 グローバル経営論 前期

173 経営学科 a50103f510 国際貿易論 後期

174 経営学科 a50103f710 租税論 後期

175 経営学科 a50103f810 税法 後期

176 経営学科 a50103f910 経済政策論 前期

177 経営学科 a50103g010 労働経済論 後期

178 経営学科 a50103g110 社会政策論 後期

179 経営学科 a55101d710 医療統計学 後期

180 経営学科 a55101d810 医療管理論Ⅰ 後期

181 経営学科 a56101d110 統計学基礎論<ａ> 前期

182 経営学科 a56101d112 統計学基礎論<ｂ> 前期

183 経営学科 a56101d210 社会調査論 後期

184 経営学科 a56101d710 金融入門<ａ> 後期

185 経営学科 a56101d712 金融入門<ｂ> 後期

186 経営学科 a56101d910 経営組織論<ａ> 後期

187 経営学科 a56101d912 経営組織論<ｂ> 後期

188 経営学科 a56101e150 経営戦略論Ⅰ<ａ> 後期

189 経営学科 a56101e152 経営戦略論Ⅰ<ｂ> 後期

190 都市環境デザイン学科 a50201e350 観光文化論 後期

191 都市環境デザイン学科 a50201e910 観光学入門 前期

192 都市環境デザイン学科 a50201f010 観光資源論Ⅰ（国内） 前期

193 都市環境デザイン学科 a50201f150 観光資源論Ⅱ（国外） 後期

194 都市環境デザイン学科 a50201f350 文化経済・政策論 後期

195 都市環境デザイン学科 a50202d150 まちづくり論 前期

196 都市環境デザイン学科 a50202d410 建築計画Ⅰ 前期

197 都市環境デザイン学科 a50202d550 建築計画Ⅱ 後期

198 都市環境デザイン学科 a50202d610 建築環境工学 後期

199 都市環境デザイン学科 a50202d750 都市計画論 後期

200 都市環境デザイン学科 a50202d810 構造計画 前期

201 都市環境デザイン学科 a50202d910 構造力学Ⅱ 前期

202 都市環境デザイン学科 a50202e450 都市建築文化史Ⅰ 前期

203 都市環境デザイン学科 a50202e510 都市建築文化史Ⅱ 後期

204 都市環境デザイン学科 a50202e650 観光政策論 後期

205 都市環境デザイン学科 a50202e750 観光施設論 前期

206 都市環境デザイン学科 a50202e850 観光ビジネス論 前期

207 都市環境デザイン学科 a50202f250 ニューツーリズム研究 前期

208 都市環境デザイン学科 a50202g610 建築施工 前期

209 都市環境デザイン学科 a50202g710 建築法規 前期

210 都市環境デザイン学科 a50202g81g 色彩環境論 前期

211 都市環境デザイン学科 a50202h110 公共施設論 秋期集中

212 都市環境デザイン学科 a50202h210 法律学研究 後期

213 都市環境デザイン学科 a50202h550 観光法規・経営論 前期

214 都市環境デザイン学科 a50202h710 地域政策論 後期

215 都市環境デザイン学科 a50202h810 地方自治論 後期

216 都市環境デザイン学科 a50203d110 景観・アメニティ論 後期

217 都市環境デザイン学科 a50203d510 住宅計画 前期

218 都市環境デザイン学科 a50203d610 建築設備 前期

219 都市環境デザイン学科 a50203d750 建築材料 後期

220 都市環境デザイン学科 a50203e310 文化資源デザイン論 前期

221 都市環境デザイン学科 a50203e510 京都の観光とまちづくり 後期

222 都市環境デザイン学科 a50203e610 行政学研究 前期

223 都市環境デザイン学科 a50203e710 政策過程論 前期

224 都市環境デザイン学科 a60201a510 建築構造 前期

225 都市環境デザイン学科 a60201a610 造形基礎 前期
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226 都市環境デザイン学科 a60201a710 建築・インテリア入門 前期

227 都市環境デザイン学科 a60201a910 構造力学Ⅰ 後期

228 都市環境デザイン学科 a60201d110 インテリアデザイン論 前期

229 都市環境デザイン学科 a60201d210 インテリアエレメント 後期

230 教養教育科目群 aky201d210 哲学概論<ａ> 前期

231 教養教育科目群 aky201d212 哲学概論<ｂ> 前期

232 教養教育科目群 aky201d213 哲学概論<ｃ> 後期

233 教養教育科目群 aky201d350 倫理学概論<ａ> 前期

234 教養教育科目群 aky201d352 倫理学概論<ｂ> 後期

235 教養教育科目群 aky201d450 日本人と宗教 後期

236 教養教育科目群 aky201d650 ジェンダーとダイバーシティ 後期

237 教養教育科目群 aky202d150 宗教学概論 後期

238 教養教育科目群 aky202d250 心理学概論 後期

239 教養教育科目群 aky301d110 言語コミュニケーション論<ａ> 後期

240 教養教育科目群 aky301d210 現代のメディアと表現<ａ> 前期

241 教養教育科目群 aky301d212 現代のメディアと表現<ｂ> 前期

242 教養教育科目群 aky301d213 現代のメディアと表現<ｃ> 後期

243 教養教育科目群 aky301d214 現代のメディアと表現<ｄ> 前期

244 教養教育科目群 aky301d215 現代のメディアと表現<ｅ> 後期

245 教養教育科目群 aky301d310 情報社会論 前期

246 教養教育科目群 aky401d110 比較文化論<ａ> 前期

247 教養教育科目群 aky401d112 比較文化論<ｂ> 後期

248 教養教育科目群 aky401d250 異文化コミュニケーション論(人文）<ａ> 前期

249 教養教育科目群 aky401d252 異文化コミュニケーション論(人文）<ｂ> 後期

250 教養教育科目群 aky401d350 文化人類学 後期

251 教養教育科目群 aky401d410 芸術と文化<ａ> 前期

252 教養教育科目群 aky401d412 芸術と文化<ｂ> 前期

253 教養教育科目群 aky401d413 芸術と文化<ｃ> 後期

254 教養教育科目群 aky401d414 芸術と文化<ｄ> 後期

255 教養教育科目群 aky401d415 芸術と文化<ｅ> 後期

256 教養教育科目群 aky401d510 中国語Ⅰ<ａ> 前期

257 教養教育科目群 aky401d512 中国語Ⅰ<ｂ> 前期

258 教養教育科目群 aky401d513 中国語Ⅰ<ｃ> 前期

259 教養教育科目群 aky401d514 中国語Ⅰ<ｄ> 前期

260 教養教育科目群 aky401d515 中国語Ⅰ<ｅ> 後期

261 教養教育科目群 aky401d650 中国語Ⅱ<ａ> 後期

262 教養教育科目群 aky401d652 中国語Ⅱ<ｂ> 後期

263 教養教育科目群 aky401d653 中国語Ⅱ<ｃ> 前期

264 教養教育科目群 aky401d710 中国語Ⅲ 前期

265 教養教育科目群 aky401d850 中国語Ⅳ 後期

266 教養教育科目群 aky401d910 韓国語Ⅰ<ａ> 前期

267 教養教育科目群 aky401d912 韓国語Ⅰ<ｂ> 前期

268 教養教育科目群 aky401d913 韓国語Ⅰ<ｃ> 前期

269 教養教育科目群 aky401d914 韓国語Ⅰ<ｄ> 前期

270 教養教育科目群 aky401e050 韓国語Ⅱ<ａ> 後期

271 教養教育科目群 aky401e052 韓国語Ⅱ<ｂ> 後期

272 教養教育科目群 aky401e053 韓国語Ⅱ<ｃ> 後期

273 教養教育科目群 aky401e054 韓国語Ⅱ<ｄ> 後期

274 教養教育科目群 aky401e110 韓国語Ⅲ 前期

275 教養教育科目群 aky401e250 韓国語Ⅳ 後期

276 教養教育科目群 aky401e310 フランス語Ⅰ 前期

277 教養教育科目群 aky401e450 フランス語Ⅱ 後期

278 教養教育科目群 aky401e510 ドイツ語Ⅰ<ａ> 前期

279 教養教育科目群 aky401e512 ドイツ語Ⅰ<ｂ> 前期

280 教養教育科目群 aky401e650 ドイツ語Ⅱ<ａ> 後期

281 教養教育科目群 aky401e652 ドイツ語Ⅱ<ｂ> 後期

282 教養教育科目群 aky501f050 京都講座Ⅱ 後期
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283 教養教育科目群 aky501f210 京都の歴史・文化Ⅱ 前期

284 教養教育科目群 aky501f310 文学と京都<ａ> 前期

285 教養教育科目群 aky601f410 日本国憲法<ａ> 前期

286 教養教育科目群 aky601f412 日本国憲法<ｂ> 前期

287 教養教育科目群 aky601f413 日本国憲法<ｃ> 前期

288 教養教育科目群 aky601f414 日本国憲法<ｄ> 後期

289 教養教育科目群 aky601f480 日本国憲法<ｅ> 後期

290 教養教育科目群 aky601f510 法学概論Ⅰ<ａ> 前期

291 教養教育科目群 aky601f512 法学概論Ⅰ<ｂ> 前期

292 教養教育科目群 aky601f513 法学概論Ⅰ<ｃ> 前期

293 教養教育科目群 aky601f650 法学概論Ⅱ<ａ> 後期

294 教養教育科目群 aky601f652 法学概論Ⅱ<ｂ> 後期

295 教養教育科目群 aky601f710 政治学概論Ⅰ<ａ> 前期

296 教養教育科目群 aky601f712 政治学概論Ⅰ<ｂ> 前期

297 教養教育科目群 aky601f850 政治学概論Ⅱ<ａ> 後期

298 教養教育科目群 aky601f852 政治学概論Ⅱ<ｂ> 後期

299 教養教育科目群 aky601f950 歴史から学ぶ 後期

300 教養教育科目群 aky602d110 民法 前期

301 教養教育科目群 aky602d310 人権と教育<ａ> 前期

302 教養教育科目群 aky602d312 人権と教育<ｂ> 前期

303 教養教育科目群 aky602d313 人権と教育<ｃ> 後期

304 教養教育科目群 aky602d410 国際関係入門 後期

305 教養教育科目群 aky602d550 行政学 前期

306 教養教育科目群 aky701d110 くらしと経済<ａ> 後期

307 教養教育科目群 aky701d112 くらしと経済<ｂ> 前期

308 教養教育科目群 aky701d350 会計学概論 後期

309 教養教育科目群 aky701d450 福祉とボランティア<ａ> 後期

310 教養教育科目群 aky701d452 福祉とボランティア<ｂ> 後期

311 教養教育科目群 aky701d510 社会学概論Ⅰ<ａ> 前期

312 教養教育科目群 aky701d512 社会学概論Ⅰ<ｂ> 前期

313 教養教育科目群 aky701d513 社会学概論Ⅰ<ｃ> 前期

314 教養教育科目群 aky701d514 社会学概論Ⅰ<ｄ> 前期

315 教養教育科目群 aky701d515 社会学概論Ⅰ<ｅ> 前期

316 教養教育科目群 aky701d650 社会学概論Ⅱ<ａ> 後期

317 教養教育科目群 aky701d652 社会学概論Ⅱ<ｂ> 後期

318 教養教育科目群 aky701d653 社会学概論Ⅱ<ｃ> 後期

319 教養教育科目群 aky702d110 経済学概論Ⅰ<ａ> 前期

320 教養教育科目群 aky702d250 経済学概論Ⅱ 後期

321 教養教育科目群 aky801d210 健康に生きるⅡ 前期

322 教養教育科目群 aky801d350 健康に生きるⅢ 前期

323 教養教育科目群 aky801d410 体育理論<ａ> 前期

324 教養教育科目群 aky801d412 体育理論<ｂ> 前期

325 教養教育科目群 aky801d413 体育理論<ｃ> 前期

326 教養教育科目群 aky801d910 健康に生きる 前期

327 教養教育科目群 aky901e110 エコロジー研究<ａ> 後期

328 教養教育科目群 aky901e210 自然の探求<ａ> 前期

329 教養教育科目群 aky901e212 自然の探求<ｂ> 前期

330 教養教育科目群 aky901e350 地理学概論 後期

331 教養教育科目群 aky901e510 物理学基礎<ａ> 前期

332 教養教育科目群 aky901e512 物理学基礎<ｂ> 後期

333 教養教育科目群 aky901e513 物理学基礎<ｃ> 前期

334 教養教育科目群 aky901e514 物理学基礎<ｄ> 後期

335 教養教育科目群 aky901e515 物理学基礎<ｅ> 前期

336 教養教育科目群 aky901e610 化学基礎<ａ> 前期

337 教養教育科目群 aky901e612 化学基礎<ｂ> 後期

338 教養教育科目群 aky901e613 化学基礎<ｃ> 後期

339 教養教育科目群 aky901e710 生物学基礎<ａ> 前期
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340 教養教育科目群 aky901e712 生物学基礎<ｂ> 後期

341 教養教育科目群 aky901e713 生物学基礎<ｃ> 前期

342 教養教育科目群 aky901e714 生物学基礎<ｄ> 後期

343 教養教育科目群 aky901e715 生物学基礎<ｅ> 前期

344 教養教育科目群 aky901e716 生物学基礎<ｆ> 後期

345 教養教育科目群 aky901e810 地球の環境と自然<ａ> 前期

346 教養教育科目群 aky901e812 地球の環境と自然<ｂ> 前期

347 教養教育科目群 aky901e950 生命と生態系<ａ> 後期

348 教養教育科目群 aky901f010 数学的思考を身につける 前期

349 キャリア教育科目群 ask102e310 産業心理学 前期

350 キャリア教育科目群 ask102e410 広告と消費の心理学 前期
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