
工学院大スタディーズ キャリア支援 KAK100

ロジカルライティングⅠ 共通人文社会 KAA103

ロジカルライティングⅡ 共通人文社会 KAA104

科学と倫理 共通人文社会 KAA202

哲学Ａ 共通人文社会 KAA249

哲学Ｂ 共通人文社会 KAA250

倫理学Ａ 共通人文社会 KAA254

倫理学Ｂ 共通人文社会 KAA255

宗教学Ａ 共通人文社会 KAA215

宗教学Ｂ 共通人文社会 KAA216

心理学Ａ 共通人文社会 KAA245

心理学Ｂ 共通人文社会 KAA246

教育学Ａ 共通人文社会 KAA236

教育学Ｂ 共通人文社会 KAA237

歴史学Ａ 共通人文社会 KAA256

歴史学Ｂ 共通人文社会 KAA232

法学Ａ（日本国憲法1単位を含む） 共通人文社会 KAA227

法学Ｂ（日本国憲法1単位を含む） 共通人文社会 KAA228

政治学Ａ 共通人文社会 KAA247

政治学Ｂ 共通人文社会 KAA248

経済学Ａ 共通人文社会 KAA240

経済学Ｂ 共通人文社会 KAA241

経営学Ａ 共通人文社会 KAA238

経営学Ｂ 共通人文社会 KAA239

国際関係論Ｂ 共通人文社会 KAA212

社会学Ａ 共通人文社会 KAA312

社会学Ｂ 共通人文社会 KAA313

社会思想Ａ 共通人文社会 KAA243

社会思想Ｂ 共通人文社会 KAA244

国際関係論Ａ 共通人文社会 KAA242

文学Ａ 共通人文社会 KAA225

文学Ｂ 共通人文社会 KAA226

現代文化論Ａ 共通人文社会 KAA304

現代文化論Ｂ 共通人文社会 KAA305

美術Ａ 共通人文社会 KAA223

美術Ｂ 共通人文社会 KAA224

芸術学Ａ 共通人文社会 KAA310

芸術学Ｂ 共通人文社会 KAA311

論理学Ａ 共通人文社会 KAA257

論理学Ｂ 共通人文社会 KAA258

科学論Ａ 共通人文社会 KAA308

科学論Ｂ 共通人文社会 KAA309

身体健康学 保健体育 KAH202

スポーツ科学 保健体育 KAH203

日本国憲法 法規関係 WCC200

海外総合文化Ａ 共通人文社会 KAA200

海外総合文化Ｂ 共通人文社会 KAA201

BasicEnglishⅠ 共通英語 KAE102

BasicEnglishⅡ 共通英語 KAE103

BasicCommunicationⅠ 共通英語 KAE109

BasicCommunicationⅡ 共通英語 KAE110

BasicAcademicEnglishⅠ 共通英語 KAE200

BasicAcademicEnglishⅡ 共通英語 KAE201

IntensiveEnglishCourse 共通英語 KAE104

WritinginEnglishBasicⅠ 共通英語 KAE107

WritinginEnglishBasicⅡ 共通英語 KAE108

科目分類上細目科目名 科目ナンバー



科目分類上細目科目名 科目ナンバー

WritinginEnglishAdvancedⅠ 共通英語 KAE318

WritinginEnglishAdvancedⅡ 共通英語 KAE319

PresentationinEnglishBasicⅠ 共通英語 KAE314

PresentationinEnglishBasicⅡ 共通英語 KAE315

PresentationinEnglishAdvancedⅠ 共通英語 KAE312

PresentationinEnglishAdvancedⅡ 共通英語 KAE313

CommunicationinEnglishBasicⅠ 共通英語 KAE302

CommunicationinEnglishBasicⅡ 共通英語 KAE303

CommunicationinEnglishAdvancedⅠ 共通英語 KAE300

CommunicationinEnglishAdvancedⅡ 共通英語 KAE301

ドイツ語初級I 共通第二外国語 KAL101

ドイツ語初級II 共通第二外国語 KAL102

ドイツ語中級A 共通第二外国語 KAL201

ドイツ語中級B 共通第二外国語 KAL202

フランス語初級I 共通第二外国語 KAL106

フランス語初級II 共通第二外国語 KAL107

フランス語中級A 共通第二外国語 KAL204

フランス語中級B 共通第二外国語 KAL205

中国語初級I 共通第二外国語 KAL112

中国語初級II 共通第二外国語 KAL113

中国語中級A 共通第二外国語 KAL210

中国語中級B 共通第二外国語 KAL211

中国語集中講座A 共通第二外国語 KAL115

中国語集中講座B 共通第二外国語 KAL116

ロシア語初級I 共通第二外国語 KAL109

ロシア語初級II 共通第二外国語 KAL110

ロシア語中級A 共通第二外国語 KAL207

ロシア語中級B 共通第二外国語 KAL208

日本語中級Ⅰ 共通第二外国語 KAL103

日本語中級Ⅱ 共通第二外国語 KAL104

身体・運動科学演習Ⅰ 保健体育 KAH100

身体・運動科学演習Ⅱ 保健体育 KAH101

生涯スポーツＡ 保健体育 KAH200

生涯スポーツＢ 保健体育 KAH201

生涯スポーツＣ 保健体育 KAH300

キャリアデザイン キャリア支援 KAK200

日本経済分析入門 キャリア支援 KAK302

事業運営の基礎知識 キャリア支援 KAK303

中国の社会と文化 キャリア支援 KAK301

環境経済学 共通人文社会 KAA203

CommunicativeEnglishC 共通英語 KAE304

CommunicativeEnglishD 共通英語 KAE305

ＴＯＥＩＣの英語研究Ⅰ 共通英語 KAE105

ＴＯＥＩＣの英語研究Ⅱ 共通英語 KAE106

ドイツ語Ⅰ 共通第二外国語 KAL100

ドイツ語Ⅱ 共通第二外国語 KAL200

フランス語Ⅰ 共通第二外国語 KAL105

フランス語Ⅱ 共通第二外国語 KAL203

中国語Ⅰ 共通第二外国語 KAL111

中国語Ⅱ 共通第二外国語 KAL209

中国語集中講座 共通第二外国語 KAL114

ロシア語Ⅰ 共通第二外国語 KAL108

ロシア語Ⅱ 共通第二外国語 KAL206


