
建築ロジカルライティングⅠ 共通人文社会 KAA100

建築ロジカルライティングⅡ 共通人文社会 KAA101

総合文化アカデミックスキル 共通人文社会 KAA102

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 KAA206

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 共通人文社会 KAA253

法学Ｂ 共通人文社会 KAA228

政治学Ａ 共通人文社会 KAA219

政治学Ｂ 共通人文社会 KAA220

経済学Ａ 共通人文社会 KAA240

経済学Ｂ 共通人文社会 KAA241

環境経済学 共通人文社会 KAA235

経営学Ａ 共通人文社会 KAA238

経営学Ｂ 共通人文社会 KAA208

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

国際関係論Ｂ 共通人文社会 KAA212

文学Ａ 共通人文社会 KAA251

文学Ｂ 共通人文社会 KAA252

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

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

科学論Ａ 共通人文社会 KAA308

科学論Ｂ 共通人文社会 KAA301

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

基礎数学 数学基礎 KAM120

微分積分Ⅰ 数学基礎 KAM121

微分積分Ⅱ 数学基礎 KAM122

物理学概論Ａ 物理学基礎 KAP119

物理学概論Ｂ 物理学基礎 KAP200

現代の物理学 物理学基礎 KAP300

化学概論 化学基礎 KAC106

化学研究法 化学基礎 KAC206

現代の化学 化学基礎 KAC300

情報処理入門 情報処理基礎 KAI101

建築情報処理基礎 情報処理基礎 KAI200

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

生物学概論 生物学基礎 KAB102

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

PresentationinEnglishBasicⅠ 共通英語 KAE314

PresentationinEnglishBasicⅡ 共通英語 KAE315

PresentationinEnglishAdvancedⅠ 共通英語 KAE312

PresentationinEnglishAdvancedⅡ 共通英語 KAE313

WritinginEnglishBasicⅠ 共通英語 KAE107

WritinginEnglishBasicⅡ 共通英語 KAE108

WritinginEnglishAdvancedⅠ 共通英語 KAE318

WritinginEnglishAdvancedⅡ 共通英語 KAE319

CommunicationinEnglishBasicⅠ 共通英語 KAE302

CommunicationinEnglishBasicⅡ 共通英語 KAE303

CommunicationinEnglishAdvancedⅠ 共通英語 KAE300

CommunicationinEnglishAdvancedⅡ 共通英語 KAE301

CriticalReading 共通英語 KAE307

ReadingforDiscussion 共通英語 KAE316

TechnologyinSociety 共通英語 KAE317

CulturalSystems 共通英語 KAE308

Globalization 共通英語 KAE401

EnglishLectureSeries/Workshops 共通英語 KAE309

Conducting,Writing,andPresentingReseachinEnglish 共通英語 KAE400

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 KAH204

生涯スポーツＢ 保健体育 KAH205

生涯スポーツＣ 保健体育 KAH300

歴史と人物 自由研究科目 KAJ134

都市文化研究 自由研究科目 KAJ132

哲学書を読む 自由研究科目 KAJ131

科学技術と倫理を考える 自由研究科目 KAJ123



科目分類上細目科目名 科目ナンバー

国際問題の学際的研究 自由研究科目 KAJ130

現代社会論 自由研究科目 KAJ128

比較社会文化研究 自由研究科目 KAJ133

経済学説の研究 自由研究科目 KAJ127

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

英語によるメディア研究とビデオ制作 自由研究科目 KAJ122

英検準一級・二級の英語研究 自由研究科目 KAJ121

アメリカ言語文化事情 自由研究科目 KAJ100

現代物理の世界 自由研究科目 KAJ129

教師としての実践的力量の形成 自由研究科目 KAJ302

教育者のための遊びの指導法 自由研究科目 KAJ106

教育実践記録を読む 自由研究科目 KAJ125

教育問題を考える 自由研究科目 KAJ126

機械の技術史 自由研究科目 KAJ124

複雑系の科学 自由研究科目 KAJ117

ロシア語で学ぶ理工学 自由研究科目 KAJ301

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

CommunicativeEnglishC 共通英語 KAE304

CommunicativeEnglishD 共通英語 KAE305

MassCommunicationEnglishB 共通英語 KAE311

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


