
曜限
KOAN事前履修希望（抽選）登録

該当する抽選グループ
読替表

整理番号

現代物理学の基礎 135187 【自然】現代物理学の基礎 兼松　泰男 55

現代化学の基礎 135199 【自然】化学の話題 佐藤　尚弘 54

現代生命科学の基礎 135211 【自然】現代生命科学の基礎 佐々木　洋 53

環境科学の基礎 135223 【自然】環境科学の基礎 近藤　明 60

東洋美術史 135009 【人文】東洋美術史 橋爪　節也 225

国文学 135015 【人文】日本文学研究入門 斎藤　理生 218

フランス文学入門 135027 【人文】フランス文学入門 和田　章男 233

西洋史学基礎Ｂ 135057 【人文】西洋史学基礎Ｂ 中野 耕太郎 210

社会思想史 135113 【社会】社会思想史 大津　真作 250

経済学Ｂ 135169 【社会】ミクロ経済学の考え方 室岡　健志 254

Japan in the World 135315 【社会】Japan in the World Timothy TSU 258

人文地理学基礎　Ａ 135233 【総合】人文地理学の考え方 佐藤　廉也 222

現代教養科目 現代の法と政治を考える 137139 【社会】現代の法と政治を考える 中村　信之 61

経済学Ｂ 135163 【社会】ミクロ経済学の考え方 西脇　雅人 254

経済学Ｂ 135165 【社会】ミクロ経済学の考え方 安田　洋祐 254

Politics in Post-War Japan 135319 【社会】Politics in Post-War Japan Timothy TSU 261

現代数学の基礎 135179 【自然】現代数学の基礎 有木　進 51

現代化学の基礎 135201 【自然】化学の話題 水谷　泰久 54

現代生命科学の基礎 135205 【自然】現代生命科学の基礎 西田　宏記 53

現代生命科学の基礎 135207 【自然】現代生命科学の基礎 堤　康央 53

現代生命科学の基礎 135209 【自然】生命機能学の基礎 山本　亘彦 52

現代生命科学の基礎 135213 【自然】現代生命科学の基礎 奥村　宣明 53

国際教養１ アフリカの文化と社会を知る 135067 【人文】アフリカの文化と社会を知る 竹村　景子 157

経済学Ａ 135159 【社会】マクロ経済学の考え方 祝迫　達郎 253

経済学Ａ 135161 【社会】マクロ経済学の考え方 小野　哲生 253

ことばの世界 135039 【人文】英語学の基礎C 神山　孝夫 34

東洋の歴史 135053 【人文】世界史の考え方 荒川　正晴 2

政治の世界 135155 【社会】政治の世界 鄒　燦 23

基礎教養２ 宇宙地球科学の考え方 135193 【自然】宇宙地球科学の考え方 大高　理 46

基礎教養３ 現代物理学の基礎 135189 【自然】現代物理学の基礎 山中　卓 55

大阪大学の歴史 135257 【総合】大阪大学の歴史 菅　真城 90

関西は今 135261 【総合】関西は今 坂東　隆男 89

実践的危機管理入門 135271 【総合】実践的危機管理入門 百瀬　英毅 93

大学生活と社会 135279 【総合】大学生活と社会 太刀掛　俊之 92

データ科学 135291 【総合】データ科学（社会統計） 朝倉　暢彦 105

国際教養１ 中東の文化と社会を知る 135075 【人文】中東の文化と社会を知るA 藤元　優子 152

専門基礎教育科目（文系） 日本学基礎 135061 【人文】日本学基礎 宇野田　尚哉 232

基盤教養(月1)

基盤教養(月2)

基盤教養(月3)

基盤教養(月4)

基盤教養(月5)

単位修得したい授業科目（読替先科目）

月1

月2

月3

月4

月5

専門基礎教育科目（文系）

先端教養科目

実際に履修登録を行う科目（読替元科目）

基礎教養３

専門基礎教育科目（文系）

専門基礎教育科目（文系）

基礎教養３

春～夏学期

春～夏学期

春～夏学期

春～夏学期

平成３１年度春～夏学期履修登録
平成３０年度以前入学者用　基礎教養科目、現代教養科目、先端教養科目、国際教養１、専門基礎教育科目（文系）、情報処理教育科目（選択科目）、基礎セミナー　曜限毎読替早見表

基礎教養１

春～夏学期
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曜限
KOAN事前履修希望（抽選）登録

該当する抽選グループ
読替表

整理番号単位修得したい授業科目（読替先科目） 実際に履修登録を行う科目（読替元科目）

平成３１年度春～夏学期履修登録
平成３０年度以前入学者用　基礎教養科目、現代教養科目、先端教養科目、国際教養１、専門基礎教育科目（文系）、情報処理教育科目（選択科目）、基礎セミナー　曜限毎読替早見表

現代教養科目 現代文化を読み解く 135087 【人文】人間学の話題 野尻　英一 71

専門基礎教育科目（文系）

・教育学概論
　（平成29年度以降入学者）
・教育環境学概論
　（平成28年度以前入学者）

137203 【総合】現代日本の教育問題 髙田　一宏 264

基礎教養１ 法の世界 135131 【社会】法の世界 福田　雅樹 21

現代教養科目 現代の法と政治を考える 137141 【社会】現代の法と政治を考える 中村　信之 61

火4 専門基礎教育科目（文系） 社会学入門 135097 春～夏学期 【社会】社会学の考え方 野島　那津子 基盤教養(火4) 251

東洋の歴史 135049 【人文】世界史の考え方 桃木　至朗 2

経済の世界 135171 【社会】経済の世界 利　博友 29

先端教養科目 文理融合に向けた数理科学 I 135305 【総合】文理融合に向けた数理科学　I 宮西　吉久 109

欧米の文化と社会を知る 135071 【人文】欧米の文化と社会を知るA 横井　幸子 137

世界は今 135237 【総合】世界は今 木川田　一榮 158

専門基礎教育科目（文系） 比較文学入門 135023 【人文】比較文学入門 橋本　順光 217

現代教養科目 現代の生命倫理・法・経済を考える 138505 現代の生命倫理・法・経済を考える（吹田開講） 野田　健司 高度教養(火5) 83

基盤教養(火2)

基盤教養(火3)

火5

火2

火3

基礎教養１

国際教養１

基盤教養(火5)

春～夏学期

春～夏学期

春～夏学期
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曜限
KOAN事前履修希望（抽選）登録

該当する抽選グループ
読替表

整理番号単位修得したい授業科目（読替先科目） 実際に履修登録を行う科目（読替元科目）

平成３１年度春～夏学期履修登録
平成３０年度以前入学者用　基礎教養科目、現代教養科目、先端教養科目、国際教養１、専門基礎教育科目（文系）、情報処理教育科目（選択科目）、基礎セミナー　曜限毎読替早見表

西洋の文学 135029 【人文】西洋の文学 石割　隆喜 12

東洋の歴史 135055 【人文】世界史の考え方 堤　一昭 2

人間の世界 135085 【人文】人間学の考え方 森田　邦久 27

現代社会を読み解く 135115 【社会】行動学の話題 中野　良彦 64

経済現象を読み解く 135173 【社会】経済現象を読み解く 松繁　寿和 63

先端教養科目 データ解析の実際 135297 【総合】データ解析の実際 髙野　渉 104

インド学基礎 135005 【人文】インド学の基礎 堂山　英次郎 236

ヨーロッパ・アメリカ言語文化研究入門 135081 【人文】欧米の政治・経済事情 藤原　克美 245

日本の文学 135021 【人文】日本の文学D 平田　由美 8

日本の歴史 135043 【人文】日本史の考え方 飯塚　一幸 1

ことばの世界 135063 【人文】ことばの学問入門 西岡　美樹 36

心の世界 135091 【社会】行動学の考え方 金澤　忠博 28

日本国憲法 135139 【社会】日本国憲法 野澤　萌子 40

法の世界 135145 【社会】法学の考え方 秋山　卓也 22

思考の世界 135221 【自然】認知脳科学への誘い 佐藤　宏道 24

思考の世界 135231 【総合】哲学の考え方 堀江 剛 26

数学の考え方 135177 【自然】数学の考え方 日比　孝之 41

物理学の考え方 135183 【自然】物理学の考え方 浅野　建一 45

物理学の考え方 135185 【自然】物理学の考え方 川畑　貴裕 45

宇宙地球科学の考え方 135191 【自然】宇宙地球科学の考え方 廣野　哲朗 46

化学の考え方 135203 【自然】化学の考え方 町田　憲一 44

生命科学の考え方 135217 【自然】生命科学の世界 志賀　向子 43

生命科学の考え方 135219 【自然】生命科学の世界 古屋　秀隆 43

健康科学の考え方 135227 【自然】健康科学の考え方 遠藤　淑美 48

基礎教養３ 現代宇宙地球科学の基礎 135197 【自然】現代宇宙地球科学の基礎 松田　准一 56

現代社会を読み解く 135107 【社会】現代社会を読み解く 齊藤　貴浩 65

現代社会を読み解く 135117 【社会】行動学の話題 青野　正二 64

現代社会を読み解く 135121 【社会】行動学の話題 森泉　慎吾 64

現代の差別を考える 135123 【社会】ジェンダーと社会 牟田　和恵 75

現代の差別を考える 135235 【総合】現代差別論 手島　一雄 76

現代社会を読み解く 135245 【総合】共生学の話題 大谷　順子 70

先端教養科目 数値シミュレーションの基礎 135273 【総合】数値シミュレーションの基礎 中澤　嵩 102

専門基礎教育科目（文系） 現代社会論入門 135111 【社会】社会学の話題 Sylvia Atanassova Croydon 257

水1・2 現代教養科目 現代社会を読み解く 135103 春学期 【社会】現代社会論 斉藤　弥生 基盤教養(春学期＿水1,2) 66

基盤教養(水1)

基盤教養(水2)

水1

水2

基礎教養１

現代教養科目

専門基礎教育科目（文系）

基礎教養１

基礎教養２

現代教養科目

春～夏学期

春～夏学期
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曜限
KOAN事前履修希望（抽選）登録

該当する抽選グループ
読替表

整理番号単位修得したい授業科目（読替先科目） 実際に履修登録を行う科目（読替元科目）

平成３１年度春～夏学期履修登録
平成３０年度以前入学者用　基礎教養科目、現代教養科目、先端教養科目、国際教養１、専門基礎教育科目（文系）、情報処理教育科目（選択科目）、基礎セミナー　曜限毎読替早見表

日本の文学 135019 【人文】日本の文学C 飯倉　洋一 7

東洋の文学 135025 【人文】中国語圏の文学A 浅見　洋二 9

基礎教養３ 現代数学の基礎 135181 【自然】現代数学の基礎 川中　宣明 51

現代文化を読み解く 135089 【人文】人間学の話題 福岡　まどか 71

現代社会を読み解く 135239 【総合】科学技術の問題を考える 中村　征樹 69

現代社会を読み解く 135241 【総合】共生学の話題 藤目　ゆき 70

現代の医療と生命を考える 135251 【総合】現代の医療と生命を考える 守山　敏樹 80

国際教養１ 国際政治を考える 135157 【社会】国際社会における法と政治 高橋　慶吉 151

東洋の文学 135031 【人文】外国の文学を知る 福田　義昭 11

法の世界 135133 【社会】法の世界 田中　規久雄 21

法の世界 135143 【社会】法の世界 松本　充郎 21

法の世界 135149 【社会】法学の考え方 加藤　幹 22

現代教養科目 現代の医療と生命を考える 135249 【総合】現代の脳科学 佐藤　宏道 78

欧米の文化と社会を知る 135073 【人文】欧米の文化と社会を知るB 石黒　暢 138

欧米の文化と社会を知る 135079 【人文】欧米の言語文化学の考え方 林田　雅至 136

音楽学 135011 【人文】芸術の実践 輪島　裕介 228

・感情・人格心理学
　（2018年度入学者）
・対人関係の心理学
　（2017年度以前入学者）

138003 【社会】感情・人格心理学 野村　晴夫 234

西洋の歴史 135051 【人文】世界史の考え方 秋田　茂 3

法の世界 135135 【社会】法の世界 Elbalti Beligh 21

健康・医療イノベーション学Ⅰ 135225 【自然】健康・医療の基礎 田畑　知沙 96

データ科学による課題解決実践 138519 データ科学による課題解決実践 朝倉　暢彦 高度教養(水5) 115

基盤教養(水3)

基盤教養(水4)

基盤教養(水5)

水4

水5

水3

基礎教養１

現代教養科目

基礎教養１

専門基礎教育科目（文系）

国際教養１

基礎教養１

先端教養科目

春～夏学期

春～夏学期

春～夏学期
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曜限
KOAN事前履修希望（抽選）登録

該当する抽選グループ
読替表

整理番号単位修得したい授業科目（読替先科目） 実際に履修登録を行う科目（読替元科目）

平成３１年度春～夏学期履修登録
平成３０年度以前入学者用　基礎教養科目、現代教養科目、先端教養科目、国際教養１、専門基礎教育科目（文系）、情報処理教育科目（選択科目）、基礎セミナー　曜限毎読替早見表

先端教養科目 先端教養科目扱い 135265 【総合】経済学のための数理I 太田家　健佑 118

中国哲学基礎 135003 【人文】中国哲学基礎 辛　賢 206

日本語学基礎 135035 【人文】日本語学基礎 石井　正彦 238

国語学 135037 【人文】国語学入門 岸本　恵実 213

心理・行動科学入門 135095 【社会】心理・行動科学入門 八十島　安伸 237

先端教養科目 現代キャリアデザイン論 135267 【総合】現代キャリアデザイン論　Ⅰ 家島　明彦 95

専門基礎教育科目（文系） 西洋美術史 138001 【人文】西洋美術史 山上　紀子 226

現代教養科目 現代の法と政治を考える 137143 【社会】現代の法と政治を考える 中村　信之 61

先端教養科目 現代キャリアデザイン論 135268 【総合】現代キャリアデザイン論　Ⅰ 家島　明彦 95

基礎教養１ 日本国憲法 135137 【社会】日本国憲法 野澤　萌子 40

基礎教養３ 現代生命科学の基礎 135215 【自然】現代生命科学の基礎 北沢　美帆 53

現代教養科目 現代文化を読み解く 135229 【総合】現代文化を読み解く 秋田　茂 73

専門基礎教育科目（文系） 日本史学基礎　Ａ 135045 【人文】日本史の話題 北泊　謙太郎 207

先端教養科目扱い 135287 春学期 【総合】データ科学入門I 下田　真吾 基盤教養(春学期＿木4) 124

先端教養科目扱い 135289 夏学期 【総合】データ科学入門II 井手　一郎 基盤教養(夏学期＿木4) 125

現代教養科目 現代社会を読み解く 135243 【総合】共生学の話題 澤村　信英 70

先端教養科目 先端教養科目扱い 135269 【総合】高度情報リテラシー 中村　直俊 123

現代教養科目 現代の生命倫理・法・経済を考える 138507 現代の生命倫理・法・経済を考える（吹田開講） 野田　健司 83

先端教養科目 共生社会とアクセシビリティ 138511 共生社会とアクセシビリティ 望月　直人 98

基盤教養(木5)

木1

木2

木3

木4

木5

基盤教養(木1)

基盤教養(木2)

基盤教養(木3)

基盤教養(木4)

専門基礎教育科目（文系）

先端教養科目

高度教養(木5)

春～夏学期

春～夏学期

春～夏学期

春～夏学期

春～夏学期

5/7



曜限
KOAN事前履修希望（抽選）登録

該当する抽選グループ
読替表

整理番号単位修得したい授業科目（読替先科目） 実際に履修登録を行う科目（読替元科目）

平成３１年度春～夏学期履修登録
平成３０年度以前入学者用　基礎教養科目、現代教養科目、先端教養科目、国際教養１、専門基礎教育科目（文系）、情報処理教育科目（選択科目）、基礎セミナー　曜限毎読替早見表

西洋の芸術 135013 【人文】芸術の世界 高安 啓介 19

日本の歴史 135041 【人文】日本史の考え方 市　大樹 1

心の世界 135093 【社会】行動学の考え方 寺口　司 28

日本国憲法 135141 【社会】日本国憲法 谷口　真由美 40

法の世界 135147 【社会】法学の考え方 申　賢哲 22

基礎教養３ 現代宇宙地球科学の基礎 135195 【自然】現代宇宙地球科学の基礎 竹村　厚司 56

現代文化を読み解く 135101 【社会】現代文化論 岡田　千あき 72

現代社会を読み解く 135105 【社会】現代社会を読み解く 河村　倫哉 65

経済現象を読み解く 135109 【社会】社会科学のための確率統計 小原　美紀 62

科学・技術と情報の最前線 135259 【総合】科学・技術と情報の最前線 杉山　和靖 87

数理モデリングの基礎 135275 【総合】数理モデリングの基礎 鈴木　貴 103

先端ビーム科学 135277 【総合】先端ビーム科学 古澤　孝弘 91

135281 【総合】知性への誘い(Ａクラス) 各部局長 88

135283 【総合】知性への誘い(Ｂクラス) 各部局長 88

135285 【総合】知性への誘い(Ｃクラス) 各部局長 88

データ科学のための数理 135293 【総合】データ科学のための数理 髙野　渉 108

病気のバイオサイエンス I 135299 【総合】病気のバイオサイエンス　I 岩本　亮 85

平和の問題を考える 135175 【社会】平和の問題を考える 長野　八久 133

世界は今 135253 【総合】世界は今 木村　純子 158

情報処理教育科目 コンピュータのしくみ 135247 【総合】コンピュータシステムの原理 松下　誠 161

倫理学基礎 135001 【人文】倫理学の基礎 堀江 剛 255

哲学基礎  Ａ 135007 【人文】哲学の基礎A 舟場　保之 204

アジア史学基礎Ａ 135047 【人文】アジア史学基礎Ａ 松井　太 211

考古学基礎Ｂ 135059 【人文】考古学基礎 大庭 重信 224

中東・アフリカ言語文化研究入門 135077 【人文】中東言語文化研究入門 ｼﾞｬﾍﾄﾞｻﾞﾃﾞ､ｼｮﾙﾌﾞﾗｸﾞ ﾍﾞﾍﾅﾑ 244

社会学入門 135099 【社会】社会学の考え方 古川　岳志 251

政治学概論 135153 【社会】政治学の話題 中内　政貴 249

教養としての日本語 135083 【人文】日本語・日本文化を考えるA 山泉　実 15

日本国憲法 135125 【社会】日本国憲法 髙井　裕之 40

経済の世界 135167 【社会】経済の世界 日野　真紀子 29

先端教養科目 先端教養科目扱い 135263 【総合】機械学習入門 中村　直俊 122

アジアの文化と社会を知る 135065 【人文】アジアの文化と社会を知るA 池田　一人 144

ユーラシアの文化と社会を知る 135069 【人文】ユーラシアの文化と社会を知るA 塩谷　茂樹 155

データ科学特講 135295 【総合】データ科学特講 髙野　渉 107

先端教養科目扱い 135303 【総合】福島での環境放射線実習 青井　考 128

基礎セミナー 数理モデリングの実践 138515 数理モデリングの実践 中澤　嵩 高度教養(夏学期集中) 185

※「修得したい授業科目」に「先端教養科目扱い」とあるのは、新カリキュラムから新たに開講される科目ですが、２０１８年度以前入学者が修得した場合は「先端教養科目」として認められる科目を指します。

※「基礎セミナー」については、上表に示すもの以外はすべて、「アドヴァンスト・セミナー（曜限）」の抽選グループから希望登録してください。

基盤教養(金1)

基盤教養(金2)

基盤教養(金5)

集中

金1

金2

金5

専門基礎教育科目（文系）

基礎教養１

国際教養１

先端教養科目

基礎教養１

現代教養科目

先端教養科目

国際教養１

知性への誘い

春～夏学期

夏学期
基盤教養(夏学期集中)

春～夏学期

春～夏学期
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曜限
KOAN事前履修希望（抽選）登録

該当する抽選グループ
読替表

整理番号単位修得したい授業科目（読替先科目） 実際に履修登録を行う科目（読替元科目）

平成３１年度春～夏学期履修登録
平成３０年度以前入学者用　基礎教養科目、現代教養科目、先端教養科目、国際教養１、専門基礎教育科目（文系）、情報処理教育科目（選択科目）、基礎セミナー　曜限毎読替早見表

7/7


