
2016年度（平成28）年度入学生対象

変更箇所 変更前 変更後 変更年月

【24ﾍﾟｰｼﾞ】
授業時間
2021年度以降の表《追加》

＜授業配置時間＞ ◆2020年度以前◆

◆2021年度以降◆

2021年3月

【40ﾍﾟｰｼﾞ】
筆答試験時間
2021年度以降の表《追加》

◆2020年度以前◆

◆2021年度以降◆

2021年3月



2016年度（平成28）年度入学生対象

変更箇所 変更前 変更後 変更年月

【17ﾍﾟｰｼﾞ】
大学からの連絡・通知の掲示

　大学からみなさんへの連絡や通知は、特別な場合を除きすべて掲示
で行います。また、ポータルサイト上でも適宜連絡や通知を行います。
掲示やポータルサイトを見落としたために後で支障をきたさないよう、大
学に来たらまず掲示板を見る、またポータルサイトを確認する習慣をつ
けましょう。
　なお、電話による問い合わせには、一切応じません。

　大学からみなさんへの連絡や通知は、特別な場合を除きすべて掲示
またはポータルサイトで行います。掲示やポータルサイトを見落としたた
めに後で支障をきたさないよう、大学に来たらまず掲示板を見る、また
ポータルサイトを確認する習慣をつけましょう。
　なお、電話による問い合わせには、一切応じません。

2020年3月

【25～26ﾍﾟｰｼﾞ】
〈卒業の時期〉
(2) 9月卒業の取り扱いについて

　在学期間が４年以上で、所定の卒業要件を９月末（第１学期末）で充
足し、かつ本人が９月卒業を希望する場合は、9月30日付で卒業の認
定を受けることができます（自動的に卒業認定はしません）。
　９月卒業の申請手続きは次のとおりです。
　①　学年はじめの成績表配付時に「９月卒業願書」を 配付します。
　②　第１学期履修登録日までに「９月卒業願書」を提出 してください。
　希望者本人の申し出がなければ、９月卒業の対象にはなりません。
　詳細については、経済学部教務課窓口で相談してください。

　在学期間が第１学期（前期）末で４年以上となり、かつ本人が当該学
期の９月卒業の希望を申し出た場合、９月に卒業要件を充足すれば卒
業の認定を受けることができます。
　本人の申し出がなければ、９月卒業の対象にはならない（自動的に卒
業認定はしない）ので注意してください。
　詳細については、ポータルサイトで確認するか、経済学部教務課窓
口で相談してください。

2020年3月

【30ﾍﾟｰｼﾞ】
先修制
学部専攻科目 《追加》

（注1）詳細は「第2部―Ⅳ－3 演習」（P. 81～82）にて確認してくださ
い。

2020年3月



変更箇所 変更前 変更後 変更年月

【31ﾍﾟｰｼﾞ】
履修登録制限単位数
（注3）の下 《追加》

（注3）この履修登録制限には、次の科目は含まれないことから、制限単
位を超えて履修登録することができます。ただし、単位制度の趣旨およ
び教育効果（自主的な学修時間の確保）や健康管理の点からすれば、
制限単位を大幅に超える登録は好ましくありません。
　①　随意科目（授業時間割表に「随意」、「教職」、「本山」のいずれかの記号
　　　 のある科目）
　②　サマーセッションに開講される科目
　③　国際関係コースまたはスポーツサイエンスコースに所属する学生が履修
　　　 する「特別演習」
　④　英語コミュニケーションコースに所属する学生が履修する「卒業研究」
　⑤　環境サイエンスコースに所属する学生が履修する「演習」、「環境実践
　　 　研究」、「卒業研究」
　⑥　「海外英語研修」
　⑦　「海外中国語研修講座」
　⑧　大学コンソーシアム京都科目（単位互換科目、インターンシップ）
　⑨　協定型インターンシッププログラム
　⑩　放送大学科目
　⑪　経済学部専攻科目「演習Ⅰ」、「演習Ⅱ」、「卒業研究」

（注3）この履修登録制限には、次の科目は含まれないことから、制限単
位を超えて履修登録することができます。ただし、単位制度の趣旨およ
び教育効果（自主的な学修時間の確保）や健康管理の点からすれば、
制限単位を大幅に超える登録は好ましくありません。
　①　随意科目（授業時間割表に「随意」、「教職」、「本山」のいずれかの記号
　　　 のある科目）
　②　サマーセッションに開講される科目
　③　国際関係コースまたはスポーツサイエンスコースに所属する学生が履修
　　　 する「特別演習」
　④　英語コミュニケーションコースに所属する学生が履修する「卒業研究」、
　　　 「海外研修」
　⑤　環境サイエンスコースに所属する学生が履修する「演習」、「環境実践
　　 　研究」、「卒業研究」
　⑥　「海外英語研修」
　⑦　「海外中国語研修講座」
　⑧　大学コンソーシアム京都科目（単位互換科目、インターンシップ）
　⑨　協定型インターンシッププログラム
　⑩　放送大学科目
　⑪　経済学部専攻科目「演習Ⅰ」、「演習Ⅱ」、「卒業研究」
　⑫　経済学部専攻科目「海外フィールド実習」
（注4）2019年度3月以降、入学から直近の学期末までの累積GPAが3.5
以上の場合、次学期の履修登録の際に履修登録制限単位数を2単位
付加します。履修登録制限単位数を超えて履修を希望する場合は、予
備・事前登録期間に経済学部教務課までご相談ください。累積GPAは
成績表に掲載されています。

2020年3月

【32ﾍﾟｰｼﾞ】
履修登録要件
（2） 履修登録にあたって注意すべき
点

①　授業時間割に変更が生じた場合は、掲示板に掲示します。 ①　授業時間割に変更が生じた場合は、ポータルサイトにてお知らせし
ます。

2020年3月

【36ﾍﾟｰｼﾞ】
成績評価の基準

⑹　学業成績表は、第１学期（前期）分を９月中旬、第２学期（後期）分
を３月下旬に配付します。期日と場所は、別途掲示等でお知らせしま
す。

⑹　学業成績表は、第１学期（前期）分を９月中旬、第２学期（後期）分
を３月下旬に配付します。（2018年度以前は大学にて配付、2019年度
以降はポータルサイトからダウンロードできます。）日程の詳細は、別途
ポータルサイトまたは掲示等でお知らせします。

2020年3月

【37ﾍﾟｰｼﾞ】
成績疑義

　成績評価について疑義がある場合は、必ず所定の「成績疑義申出用
紙」に疑義内容を記入した後、経済学部教務課窓口に提出してくださ
い。授業担当者に直接申し出てはいけません。
　なお、申出期間については、別途掲示等で確認してください。

　成績評価について疑義がある場合は、必ず所定の「成績疑義申出用
紙」に疑義内容を記入した後、経済学部教務課窓口に提出してくださ
い。授業担当者に直接申し出てはいけません。
　なお、申出期間については、ポータルサイトまたは別途掲示等で確認
してください。

2020年3月

【42ﾍﾟｰｼﾞ】
卒業研究作成要領
②

2)　表紙および論文要旨を記入する用紙は経済学部教務課窓口で配
付します。(ポータルサイトからダウンロードできます。）

2)　表紙および論文要旨の作成方法は、ポータルサイトにて案内しま
す。

2020年3月



変更箇所 変更前 変更後 変更年月

【63ﾍﾟｰｼﾞ】
教養科目、選択外国語科目の予備
登録
（5） 予備登録が不要な科目

以下の科目は予備登録が不要です。受講を希望する場合は、直接、
履修登録（本登録）をしてください。
なお、詳細については本学ホームページ「履修要項」
（http://monkey.fks.ryukoku.ac.jp/~kyoga/rishu/）等で確認してくださ
い。

「人権論A・B」（１年次配当科目）
「ドイツ語セミナーA・B・C・D」（２年次配当科目）
「フランス語セミナーA・B・C・D」（２年次配当科目）
「中国語セミナーA・B・C・D」（２年次配当科目）
「スペイン語セミナーA・B・C・D」（２年次配当科目）
「コリア語セミナーA・B・C・D」（２年次配当科目）
「海外英語研修」（１年次配当科目。１年次生と２年次生のみ履修可）※
「海外中国語研修講座」（２年次配当科目）※

※「海外英語研修」「海外中国語研修講座」の履修を希望する学生は、
グローバル教育推進センターが開催する説明会に参加してください（開
催日等はグローバル教育推進センターの掲示板にて確認してくださ
い）。その上で本登録を行います。なお、「海外中国語研修講座」は「中
国語Ⅰ・Ⅱ」の計４単位を修得した学生だけが履修できますので注意し
てください。

以下の科目は予備登録が不要です。受講を希望する場合は、直接、
履修登録（本登録）をしてください。

「人権論A・B」（１年次配当科目）
「海外英語研修」（１年次配当科目。１年次生と２年次生のみ履修可）※
「海外中国語研修講座」（２年次配当科目）※

※「海外英語研修」「海外中国語研修講座」の履修を希望する学生は、
グローバル教育推進センターが開催する説明会に参加してください（開
催日等はグローバル教育推進センターの掲示板にて確認してくださ
い）。その上で申込み手続きを行ってください。なお、「海外中国語研修
講座」は「中国語Ⅰ・Ⅱ」の計４単位を修得した学生だけが履修できま
すので注意してください。

なお、次の科目は2019年度以前は予備登録が不要ですが、2020年度
以降は事前登録が必要となりますので、ご注意ください。
＜2020年度以降事前登録が必要な科目＞
「ドイツ語セミナーA・B・C・D」（２年次配当科目）
「フランス語セミナーA・B・C・D」（２年次配当科目）
「中国語セミナーA・B・C・D」（２年次配当科目）
「スペイン語セミナーA・B・C・D」（２年次配当科目）
「コリア語セミナーA・B・C・D」（２年次配当科目）

2020年3月



変更箇所 変更前 変更後 変更年月

【76ﾍﾟｰｼﾞ】
現代経済学科科目一覧（4/4）
授業科目名「商学総論」の上
《科目追加》

2020年3月



変更箇所 変更前 変更後 変更年月

【76ﾍﾟｰｼﾞ】
現代経済学科科目一覧（4/4）
注意事項 ※2の下 《追加》

※2　フィールドワーク科目については、「４．フィールドワーク科目の
　　履修について」を参照してくだ さい。「海外フィールド実習」を履修
　　する場合、同年度のサマーセッション科目を履修することはできま
　　せん。

　

※2　フィールドワーク科目については、「４．フィールドワーク科目の
　　履修について」を参照してくだ さい。「海外フィールド実習」を履修
　　する場合、同年度のサマーセッション科目を履修することはできま
　　せん。
※3 「特別講座」については、「Ⅵ－２．特別講座」を参照してください。
※4 「簿記論Ⅱ」は「簿記論Ⅰ」を修得した者のみ履修可。
　 　なお、「初級商業簿記」を修得した者は、講義内容が同様のため
　　「簿記論Ⅱ」は履修できません。
　　　「初級商業簿記」については、「６．他学部受講科目」を参照して
　　ください。
※5 「簿記論Ⅰ」および「簿記論Ⅱ」（2020年度開設）は、「簿記論」を
　　修得した者は履修できません。（「簿記論」は2020年度以降不開
　　講。）
※6 「財務会計入門」および「財務会計論」（2020年度開設）は、「財務
　　諸表論」を修得した者は履修できません。（「財務諸表論」は2020年
　　度以降不開講。）
※7 「上級商業簿記」および「財務会計論」（2020年度開設）は、「原価
　　計算論」を修得した者は履修できません。（「原価計算論」は2020年
　　度以降不開講。）

2020年3月

【80ﾍﾟｰｼﾞ】
国際経済学科科目一覧（4/4）
授業科目名「商学総論」の上
《科目追加》

2020年3月



変更箇所 変更前 変更後 変更年月

【80ﾍﾟｰｼﾞ】
国際経済学科科目一覧（4/4）
注意事項 ※2の下 《追加》

※2　フィールドワーク科目については、「４．フィールドワーク科目の
　　履修について」を参照してくだ さい。「海外フィールド実習」を履修
　　する場合、同年度のサマーセッション科目を履修することはできま
　　せん。

　

※2　フィールドワーク科目については、「４．フィールドワーク科目の
　　履修について」を参照してくだ さい。「海外フィールド実習」を履修
　　する場合、同年度のサマーセッション科目を履修することはできま
　　せん。
※3 「特別講座」については、「Ⅵ－２．特別講座」を参照してください。
※4 「簿記論Ⅱ」は「簿記論Ⅰ」を修得した者のみ履修可。
　 　なお、「初級商業簿記」を修得した者は、講義内容が同様のため
　　「簿記論Ⅱ」は履修できません。
　　　「初級商業簿記」については、「６．他学部受講科目」を参照して
　　ください。
※5 「簿記論Ⅰ」および「簿記論Ⅱ」（2020年度開設）は、「簿記論」を
　　修得した者は履修できません。（「簿記論」は2020年度以降不開
　　講。）
※6 「財務会計入門」および「財務会計論」（2020年度開設）は、「財務
　　諸表論」を修得した者は履修できません。（「財務諸表論」は2020年
　　度以降不開講。）
※7 「上級商業簿記」および「財務会計論」（2020年度開設）は、「原価
　　計算論」を修得した者は履修できません。（「原価計算論」は2020年
　　度以降不開講。）

2020年3月

【83ﾍﾟｰｼﾞ】
他学部科目受講

　次の科目は経営学部専攻科目ですが、経済学部生も受講することが
できます（3年次生以上が対象で、定員があります）。卒業要件として上
限6単位まで、経済学部専攻科目（選択科目）として単位認定が可能で
す。それ以上の受講は可能ですが、卒業要件単位にはなりません。

　試験等の必要事項の諸連絡は開講学部の掲示板等で行われます。

　次の科目は経営学部専攻科目ですが、経済学部生も受講することが
できます（3年次生以上が対象で、定員があります）。卒業要件として上
限6単位まで、経済学部専攻科目（選択科目）として単位認定が可能で
す。それ以上の受講は可能ですが、卒業要件単位にはなりません。

※「簿記論Ⅱ」を修得した者は、講義内容が同様のため「初級商業簿
記」は履修できません。

2020年3月

【103ﾍﾟｰｼﾞ】
環境サイエンスコース開設科目およ
び配当セメスター
「コンピュータシステム論」の備考
《削除》

2020年3月

【104ﾍﾟｰｼﾞ】
環境サイエンスコース開設科目およ
び配当セメスター
(注2）の下 《削除》

（注２）履修要項「環境実践研究について」を参照してください。
（注３）変則通年科目につき卒年次生は履修できませんが、履修を希望
する場合は教学部まで相談にきてください。

（注２）履修要項「環境実践研究について」を参照してください。
2020年3月



2016年度（平成28）年度入学生対象

変更箇所 変更前 変更後 変更年月

【30ﾍﾟｰｼﾞ】
先修制

＜学部専攻科目＞
経済統計学、計量経済学の先修科目：統計学

＜学部専攻科目＞
左記の先修制を廃止する。

2017年3月

【68ﾍﾟｰｼﾞ】
教養教育科目
開設科目

人文科学系科目（選択科目）「大学論」（配当セメ：３セメ）を新設。なお、「教養教育
科目特別講義（大学論）」修得者は受講できません。

「コリア語コミュニケーションⅠ」（配当セメ：４セメ）及び「コリア語コミュニケーション
Ⅱ」（配当セメ：５セメ）を新設。

2017年3月

2017年度新設科目（現代経済学科・国際経済学科とも）
　　科目名：応用計量経済学
　　単位数：4単位
　　グレイド：400
　　配当セメスター ：第4セメスター
　　科目区分・種別：現代経済学科科目（経済情報プログラム）
　　単位認定：現代経済学科生は「学科科目」、国際経済学科生は「選択科目」
　　　　　　　　として認定される。

2017年3月

産業組織論
　　グレイド：400
　　配当セメスター：第4セメスター

産業組織論
　　グレイド：500
　　配当セメスター：第5セメスター

2017年3月

【83ﾍﾟｰｼﾞ】
他学部科目受講

卒業要件単位認定：上限6単位まで経済学部専攻科目（選
択科目）として単位認定が可能（それ以上の受講は可能だ
が卒業要件単位にはならない）。

受講対象：3年次生以降（定員あり）

受講できる科目：下記の5科目（全て2単位科目）
　人的資源管理論、会計監査論、初級商業簿記、
　中級商業簿記、工業簿記

次の科目は経営学部専攻科目だが、経済学部生も受講することができる。試験等
の諸連絡は、経営学部の掲示板等で行われる。

１．科目名（単位数）：人的資源管理論（2単位）、会計監査論（2単位）、
　　　　　　　初級商業簿記（2単位）、中級商業簿記（2単位）、工業簿記（2単位）
　　受講対象：3年次生以上（定員あり）
　　単位認定：卒業要件として上記5科目のうち上限6単位まで経済学部専攻科目
　　　　　　　（選択科目）として単位認定が可能。それ以上の受講は可能だが、
　　　　　　　卒業要件単位にはならない。

２．科目名（単位数）：実践・マイ・キャリアデザイン（2単位）
　　受講対象：2年次生以上（定員あり）
　　単位認定：随意科目（卒業要件単位にはならない）
　　備　　　考：履修登録制限単位数に含まれない

2017年3月

【87～90ﾍﾟｰｼﾞ】
国際関係コース
開設科目および配当セメスター

「コリア語コミュニケーションⅠ」（配当セメ：４セメ）及び「コリア語コミュニケーション
Ⅱ」（配当セメ：５セメ）を新設。

2017年3月

【73～80ﾍﾟｰｼﾞ】
経済学部専攻科目
開設科目



変更箇所 変更前 変更後 変更年月

【96～98ﾍﾟｰｼﾞ】
スポーツサイエンスコース
「特別演習」の表記を変更

スポーツサイエンスコース演習Ⅰ
スポーツサイエンスコース演習Ⅱ
スポーツサイエンスコース演習Ⅲ

特別演習Ⅰ
特別演習Ⅱ
特別演習Ⅲ

2017年3月

【96～97ﾍﾟｰｼﾞ】
スポーツサイエンスコース
開設科目および配当セメスター

グレイドナンバーを追加。
HP掲載の「2017年度　スポーツサイエンスコース　開設科目および配当セメスター」
のとおり。

2017年3月

【99ﾍﾟｰｼﾞ】
スポーツサイエンスコース
健康運動実践指導者養成校とは

「（講義17単位,実習16単位の合計33単位・受講料131,000
円）を受講しなければなりません。」

「（講義16単位,実習17単位の合計33単位）を受講しなければなりません。」 2017年3月

【107～108ﾍﾟｰｼﾞ】
留学について
大学ｺﾝｿｰｼｱﾑ京都「単位互換制
度」
「放送大学科目」履修制度
各種ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

【111ﾍﾟｰｼﾞ】
諸課程

最新の情報は、ホームページ「履修要項」に掲載されている各項目参照。

教職課程については、教職センターのホームページに掲載。
http://www.ryukoku.ac.jp/faculty/kyoshoku

2017年3月

【116ﾍﾟｰｼﾞ】
気象警報発令および交通機関の運
休中止に伴う授業および定期試験
の取り扱いについて

最新の基準はホームページに掲載。
http://www.ryukoku.ac.jp/campus_career/support/classinfo/disaster.html

ホームページ「履修要項」に掲載されている最新年度の『履修要項』の「授業休止の取扱
基準」参照。

2017年3月

【121～122ﾍﾟｰｼﾞ】
大学院経済学研究科
入学ガイド

記載内容は毎年変更される。ホームページ「履修要項」に掲載されている最新年度
の『履修要項』参照。

2017年3月

【149～150ﾍﾟｰｼﾞ】
深草・大宮学舎近隣
医療機関

最新の情報は、保健管理センターのホームページに掲載。
http://www.ryukoku.ac.jp/hoken/link.html

2017年3月



変更箇所 変更前 変更後 変更年月

【31ﾍﾟｰｼﾞ】
履修登録制限単位数に含まれない
科目

「英語コミュニケーションコースに所属する学生が履修する「海外研修」」の追加 2018年3月

【42ﾍﾟｰｼﾞ】
卒業研究（演習論文）作成要領

以下の文言を追加。

・卒業論文は日本語で執筆するものとします。ただし、指導教員が認めた場合は英
語で執筆することも可とします。
・英語で執筆する場合は、英文校閲を含め、内容と形式について指導教員から十
分な指導を受けてください。
＜本文・目次・参考文献を記載する用紙の指定（英語）＞
Ａ４サイズ、上質紙（白）、黒字印字【※感熱紙不可】
5,000words以上、片面印刷
上および左右の余白20mm、下余白25mm
ぺージ番号は下中央（底より10mm程度の位置）
・英語の場合の文字数は5,000words以上です。どの言語で作成する場合でも、論
文要旨は日本語で400字以内とします。

2018年3月

【65ﾍﾟｰｼﾞ】
初修外国語の再履修のうち「中国語
Ⅰ・Ⅱ」に関する部分

不合格となった科目の再履修クラスを選択して履修してく
ださい。

不合格となった科目の再履修クラスあるいは正規クラスを選択して履修してくださ
い。

2018年3月

【73,78ﾍﾟｰｼﾞ】
経済学部専攻科目　開設科目 上級マクロ経済学

「上級マクロ経済学A」及び「上級マクロ経済学B」に変更。
単位：2単位
グレイド：500
セメスター：第5セメスター
備考：「上級マクロ経済学」単位修得者は履修不可

2018年3月

【73,78ﾍﾟｰｼﾞ】
経済学部専攻科目　開設科目 上級ミクロ経済学

「上級ミクロ経済学A」及び「上級ミクロ経済学B」に変更。
単位：2単位
グレイド：500
セメスター：第5セメスター
備考：「上級ミクロ経済学」単位修得者は履修不可

2018年3月

【74,79ﾍﾟｰｼﾞ】
経済学部専攻科目　開設科目 上級計量経済学

「上級計量経済学A」及び「上級計量経済学B」に変更。
単位：2単位
グレイド：500
セメスター：第5セメスター
備考：「上級計量経済学」単位修得者は履修不可

2018年3月

【89、94ﾍﾟｰｼﾞ】
英語コミュニケーションコース開設科
目「Intercultural Discussion」及び「学
部共通特別講義Ⅰ」に対する注記

受講上限人数を15名とし、受講資格を設定する。 受講上限人数、受講資格ともに設定しない。 2018年3月



変更箇所 変更前 変更後 変更年月

【121ﾍﾟｰｼﾞ】
大学院経済学研究科入学ガイド
１の（１）経済学総合研究プログラム

本プログラムは、政府や国際機関および産業界において
活躍するために必要な政策評価および経済分析能力を持
つ人材を育成することを目的としています。基礎となるマク
ロ経済学、ミクロ経済学、計量経済学のコア科目をしっかり
履修した上で、最先端のツールを用いて社会を分析しま
す。

本プログラムでは、全員履修科目で経済学の実践的研究能力を修得するとともに、
各自の研究テーマに基づき、「理論」、「政策・応用」、「民際」、「歴史・思想」、「国
際」の5分野から主分野、副分野を選択し、体系的な科目履修を行います。

2018年3月

【121ﾍﾟｰｼﾞ】
大学院経済学研究科入学ガイド
１の（２）民際学研究プログラム

1994年から日本の大学で初めて「民際学研究コース」を設
置し、新しい学問領域へ積極的なアプローチを行っていま
す。「民際学」とは現代社会の諸問題を国家の枠組みを越
えて形成された関係現象だと把握し、全く新しい概念のもと
に体系的に研究していく学問です。具体的には民族問題、
開発問題、環境問題、地域問題、ジェンダー問題、NGOな
どを取り扱い、同時にそれらの諸問題の相関関係等につい
ても共同研究を進めます。

経済学総合研究プログラムとの合併に伴い、削除。 2018年3月

履修要項ＷＥＢサイト　URL http://kyoga.fks.ryukoku.ac.jp/rishu/

https://monkey.fks.ryukoku.ac.jp/~kyoga/rishu/

【変更事由】
Google Chromeをはじめとする各社のブラウザは、よりわかりやすいセキュリティ情
報を配信するために、HTTPSのWebサイトを「安全」、HTTPのサイトを「危険」と表
示するシステムを導入しました。これに伴い、本学もHTTPSでWebサイトを表示でき
るように対応しました。

2019年3月

【29ページ】
教養教育科目「初修外国語コミュ
ニケーションⅡ」の先修制（履修
の条件となる授業科目および単
位数）

2019年3月



変更箇所 変更前 変更後 変更年月

【30ページ】
コース指定外国語[英語コミュニ
ケーションⅡ」・「初修外国語コミュ
ニケーションⅡ」の先修条件（履
修の条件となる授業科目および
単位数）

2019年3月

【67ページ】
教養教育科目開設科目（言語科
目〈選択外国語科目〉）

－

以下の科目について、2015年度以降入学生の履修を可能とする。

※「ペルシア語ⅡA」（2単位）「ペルシア語ⅡB」（2単位）の先修条件（履修の
要件となる授業科目及び単位数）は、「ペルシア語ⅠA」（2単位）または「ペ
ルシア語ⅠB」（2単位）。

2019年3月

【101ページ】
「トレーニング指導者」資格試験の受
験資格を得るために必要な科目（特
別演習）

「特別演習Ⅰ・Ⅱ（長谷川・村田）」 「特別演習Ⅰ・Ⅱ（長谷川・村田・鈴木）」 2019年3月
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