
くくり 開講科目名称

「囲碁」で論理的思考を養おう

AI×ものつくり

Introduction to International Education

オン・キャンパス・インターンシップ　：どう解くか、ビジネス・シーンのリアル問題

オン・キャンパス・インターンシップ：社会貢献って何だろう？-サスティナビリテイ経営とは

キャンパスデザインプロジェクト

コントラクトブリッジで考える力をつけよう

リーダーシップを考える

映像表現入門

学術的文章の作法

共生の人間学セミナー

経営者と学ぶイノベーション/リーダーシップ

市民のための科学コミュニケーション

自然の読み方

多文化コミュニケーションセミナーII

様々な科学でみられる数理と応用（Advanced）

イタリア語初級Ⅱ

ギリシャ語初級Ⅱ選択

スペイン語初級Ⅱ

ラテン語初級Ⅱ選択

朝鮮語初級Ⅱ

イタリア語中級

ギリシャ語中級Ⅳ選択

スペイン語中級

ラテン語中級Ⅳ選択

朝鮮語中級

ドイツ語初級Ⅰ＜再履修生のみ＞

ドイツ語初級Ⅱ

ドイツ語初級Ⅱ＜再履修生のみ＞

ドイツ語初級I（多言語学習用科目）＊ドイツ語既修者は履修不可

ドイツ語初級II選択

ドイツ語中級

ドイツ語中級＜再履修生のみ＞

ドイツ語中級＜再履修生のみ＞（吹田開講）

ドイツ語中級選択

フランス語初級Ⅰ

フランス語初級Ⅱ

フランス語初級Ⅱ選択

フランス語初級I（多言語学習用科目）＊フランス語既修者は履修不可

フランス語中級

フランス語中級（吹田開講）

フランス語中級選択

202002アドヴァンスト

202002フランス語初級

202002フランス語中級

202002ドイツ語中級

202002ドイツ語初級

202002その他の外国語中級

202002その他の外国語初級



ロシア語初級Ⅰ

ロシア語初級Ⅱ

ロシア語初級I（多言語学習用科目）＊ロシア語既修者は履修不可

ロシア語初級II選択

ロシア語中級

ロシア語中級選択

202002英語選択 英語選択

【自然】グラフィックスの基礎

【自然】グラフィックスの世界

【自然】化学の考え方

【自然】化学の話題

【自然】環境科学の基礎

【自然】健康・医療イノベーション学

【自然】現代数学の基礎

【自然】現代生命科学の基礎

【自然】口の健康科学

【自然】人の老化を考える

【自然】数学の考え方

【自然】生物学を考える

【社会】Introduction to Social Psychology

【社会】Japan in the World

【社会】Media Sociology

【社会】Politics in Post-War Japan

【社会】アジアの途上国における開発と協力

【社会】マクロ経済学の考え方

【社会】ミクロ経済学の考え方

【社会】経済の世界

【社会】経済現象を読み解く

【社会】現代の法と政治を考える

【社会】現代社会を読み解く

【社会】行動学の考え方

【社会】行動学の話題

【社会】国際社会における法と政治

【社会】国際社会の法を考える

【社会】社会学の考え方

【社会】社会学の話題

【社会】社会思想史

【社会】心理・行動科学入門（吹田開講）

【社会】心理学基礎実験

【社会】政治の世界

【社会】政治学の話題

【社会】知的財産モラル

【社会】日本国憲法

【社会】法の世界

【社会】法学の話題

202002ロシア語初級

202002基盤教養（自然）

202002ロシア語中級

202002基盤教養（社会）



【人文】Cross Cultural Psychology

【人文】アジアの文化と社会を知るA

【人文】アジアの文化と社会を知るB

【人文】アジアの文化と社会を知るC

【人文】アジアの文化と社会を知るD

【人文】アジアの文化と社会を知るE

【人文】アジアの文化と社会を知るG

【人文】アジア言語文化研究入門A

【人文】アジア言語文化研究入門B

【人文】アジア史学基礎Ｂ

【人文】アフリカ言語文化研究入門

【人文】ちがいをたのしむ

【人文】フランス文学入門

【人文】マイノリティを読む

【人文】ユーラシアの文化と社会を知るB

【人文】英語学の基礎A

【人文】英米文学入門

【人文】演劇学

【人文】欧米の文化と社会を知るC

【人文】欧米の文化と社会を知るD

【人文】欧米の文化と社会を知るE

【人文】欧米の文化と社会を知るF

【人文】欧米言語文化研究入門A

【人文】音楽学

【人文】教養としての日本語

【人文】現代の差別を考える

【人文】言語社会研究入門

【人文】国語学の世界

【人文】人間学の考え方

【人文】世界の思想

【人文】世界史の考え方

【人文】中国の文学

【人文】中国古典入門

【人文】中東の文化と社会を知るB

【人文】中東の文化と社会を知るC

【人文】哲学の基礎Ｂ

【人文】日本の文学B

【人文】日本の文学D

【人文】日本の文学E

【人文】日本学の最前線

【人文】日本学基礎

【人文】日本語・日本文化を考えるB

【人文】日本語・日本文化を考えるC

【人文】日本語・日本文化を考えるD

【人文】日本語・日本文化を考えるE

202002基盤教養（人文）



【人文】日本史の話題

【人文】日本文学の名作を読む

【人文】美学

【人文】文芸学

【人文】歴史学の考え方

【総合】Basic Learning Skills 1

【総合】Basic Learning Skills 2

【総合】インド仏教史概説

【総合】コンピュータアルゴリズム入門

【総合】データサイエンスの基礎II

【総合】データ科学による課題解決入門

【総合】データ科学入門III

【総合】データ科学入門IV

【総合】課題から考える知と社会のコミュニケーションデザイン

【総合】機械学習続論

【総合】共生学の話題

【総合】共生社会とアクセシビリティを考える

【総合】金融・保険のためのデータサイエンス

【総合】経済学のための数理II

【総合】計算機シミュレーション入門

【総合】現代キャリアデザイン論　Ｉ

【総合】現代のスポーツサイエンス

【総合】現代の医療と生命を考える

【総合】現代の環境を考える

【総合】現代社会における健康科学の考え方

【総合】現代人権論

【総合】現代文化を読み解く

【総合】工学と現代数学の接点

【総合】工学への数値シミュレーション

【総合】今、がんは

【総合】思考の世界

【総合】試して学ぶ物理学入門

【総合】自然環境学

【総合】女性リーダーとの対話

【総合】情報探索入門

【総合】心とメンタルヘルス

【総合】震災の知・復興の知

【総合】人文地理学の話題

【総合】数理科学の応用

202002基盤教養（人文）

202002基盤教養（総合）



【総合】世界の事情を英語で学ぶ

【総合】世界は今

【総合】大阪大学の歴史

【総合】病気のバイオサイエンス　II

【総合】文理融合に向けた数理科学　II

【総合】文理融合に向けた数理科学 II

【総合】放射線の自然科学、社会学、人文学

【総合】遊牧民の文化と社会を知る

スポーツ実習Ａ

スポーツ実習Ａ（サッカー）

スポーツ実習Ａ(サッカー)

スポーツ実習Ａ（ソフトボール）

スポーツ実習Ａ(ソフトボール)

スポーツ実習Ａ（タッチラグビー）

スポーツ実習Ａ(タッチラグビー)

スポーツ実習Ａ（テニス）

スポーツ実習Ａ(テニス)

スポーツ実習Ａ（バスケットボール）

スポーツ実習Ａ(バスケットボール)

スポーツ実習Ａ（バドミントン）

スポーツ実習Ａ（バレーボール）

スポーツ実習Ａ(バレーボール)

スポーツ実習Ａ(ハンドボール)

スポーツ実習Ａ(ボクシング エクササイズ)

スポーツ実習Ａ（太極拳）

スポーツ実習Ａ(太極拳)

スポーツ実習Ａ（卓球）

スポーツ実習Ａ(卓球)

スポーツ実習Ａ（武道）

健康科学

健康科学実習Ａ

アドヴァンスト情報リテラシー

データ科学（機械学習）

データ科学と意思決定

現代キャリアデザイン論II

国際コミュニケーション演習（ドイツ語）

国際コミュニケーション演習（フランス語）

国際コミュニケーション演習（フランス語）（吹田開講）

国際コミュニケーション演習（ロシア語）

国際コミュニケーション演習（中国語）

国際コミュニケーション演習（朝鮮語）

202002基盤教養（総合）

202002健スポ

202002高度教養

202002国際コミュニケーション



202002実践英語 実践英語（再履修用）

実践英語（e-learning再履）

実践英語（e-learning入門）

202002情報社会 情報社会基礎（外国語学部再履修生専用）

化学基礎論ＡI【2018年度以前入学者向け】

化学基礎論ＡII【2018年度以前入学者向け】

化学基礎論ＢＩ

化学基礎論ＢI【2018年度以前入学者向け】

化学基礎論ＢＩＩ

化学基礎論ＢII【2018年度以前入学者向け】

化学熱力学

基礎無機化学

基礎有機化学

化学実験【再履修者用】

基礎化学実験

基礎生物学実験

基礎地学実験

基礎物理学実験

物理学実験【再履修者用】

図学Ｂ－ＩＩ【再履修者用】

図学演義A

図学演義B

基礎解析学・同演義ＩＩ

基礎解析学ＩＩ

線形代数学・同演義ＩＩ

線形代数学ＩＩ

線形代数学概論

線形代数学入門

生物学序論（理工基専用）

生物学詳論

宇宙地球科学Ｉ

宇宙地球科学ＩＩ

統計学Ａ-ＩＩ

統計学Ｂ-ＩＩ

統計学Ｃ-ＩＩ

統計学Ｃ-II

電磁気学詳論Ｉ

電磁気学通論

電磁気学入門

力学詳論ＩＩ

202002実践英語e

202002専門化

202002専門地

202002専門生

202002専門図

202002専門数

202002専門実

202002専門物

202002専門統



総合英語（Academic Skills）

総合英語（Academic Skills）（吹田開講）

総合英語（Content-based English）

総合英語（Content-based English）（吹田開講）

総合英語（Liberal Arts & Sciences）

総合英語（Liberal Arts & Sciences）（吹田開講）

総合英語（Performance Workshop）

総合英語（Project-based English）

総合英語（Project-based English）（吹田開講）

総合英語ＩＩ

総合英語II（上級）

総合英語ＩＩ（上級）

総合英語IV

総合英語IV（上級）

ドイツ語上級

フランス語上級

ロシア語上級

中国語上級

地域言語文化演習（イタリア語）

地域言語文化演習（スペイン語）

地域言語文化演習（ドイツ語）

地域言語文化演習（ドイツ語）（吹田開講）

地域言語文化演習（フランス語）

地域言語文化演習（ロシア語）

地域言語文化演習（朝鮮語）

中国語初級Ⅰ

中国語初級Ⅱ

中国語初級Ⅱ選択

中国語初級I（多言語学習用科目）＊中国語既修者は履修不可

中国語中級

中国語中級選択

特別外国語演習（スウェーデン語）ＩＩ

特別外国語演習（タイ語）I

特別外国語演習（デンマーク語）I

特別外国語演習（ハンガリー語）I

特別外国語演習（ビルマ語）I

特別外国語演習（ヒンディー語）I

特別外国語演習（ベトナム語）I

特別外国語演習（ポルトガル語）ＩＩ

専門日本語

総合日本語

多文化コミュニケーション（日本語）

202002日本語

202002特別外国語

202002中国語中級

202002中国語初級

202002地域言語文化

202002第2外国語上級

202002総合英語


