
【2021 年 4 月現在】 

Data Science 

※科目名をクリックするとシラバスが表示されます。 

※修了要件等はこちらを御覧ください。 

系列 目的 科目 科目種別 必要単位数 

第 1 系列 調査の 
仕組みを学ぶ 

社会調査入門 全学共通科目「多彩な学び」 4 単位 

以上 
合計 

1 6 単位 社会調査の技法 全学共通科目「多彩な学び」 
統計調査論１ 学部専門科目（経済） 
統計調査論２ 学部専門科目（経済） 
社会調査法１ 学部専門科目（社会） 
社会調査法２ 学部専門科目（社会） 

社会調査法３ 学部専門科目（社会） 
社会調査法 学部専門科目（法） 
社会調査法 学部専門科目（コミ福） 
社会調査概論 学部専門科目（現代心理） 

第 2 ‐ 1 系列 データ活用の

基礎的な力を

身に付ける 

データ分析入門 全学共通科目「多彩な学び」 4 単位 

以上 データの科学 全学共通科目「多彩な学び」 
数学の世界 全学共通科目「多彩な学び」 
確率と統計１ 学部専門科目（理） 
確率と統計２ 学部専門科目（理） 
確率論序論１ 学部専門科目（理） 
確率論序論２ 学部専門科目（理） 
数理統計学序論１ 学部専門科目（理） 
統計数学諸論１ 学部専門科目（理） 
統計数学諸論２ 学部専門科目（理） 
コンピュータ実験１ 学部専門科目（理） 
コンピュータ実験２ 学部専門科目（理） 
情報科学１（情報システム論） 学部専門科目（理） 
情報科学２（情報システム論実習） 学部専門科目（理） 

情報科学３（情報ネットワーク論） 学部専門科目（理） 
情報科学４（情報ネットワーク論実

習） 
学部専門科目（理） 

情報科学６（マルチメディア実習） 学部専門科目（理） 

計算機１ 学部専門科目（理） 
計算機２ 学部専門科目（理） 
計算機３ 学部専門科目（理） 
計算機４ 学部専門科目（理） 
情報科学諸論１ 学部専門科目（理） ※休講 
情報科学諸論２ 学部専門科目（理） ※休講 
情報科学諸論３ 学部専門科目（理） 
情報科学諸論４ 学部専門科目（理） 
情報数理１ 学部専門科目（理） 
情報数理２ 学部専門科目（理） 
情報数理３ 学部専門科目（理） 
計算機入門１ 学部専門科目（理） 
計算機入門２ 学部専門科目（理） 
計算機入門１演習 学部専門科目（理） 
計算機入門２演習 学部専門科目（理） 
計算機諸論２ 学部専門科目（理） 
情報処理 学部専門科目（理） 
理論物理学講究５（数理物理学） 学部専門科目（理） 
理論物理学講究６（統計物理学） 学部専門科目（理） 

https://spirit.rikkyo.ac.jp/rmp/course/Documents/Discipline%20Course%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%82%B9%E6%A6%82%E8%A6%81.pdf
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2021&value(semekikn)=1&value(kougicd)=FB140&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2021&value(semekikn)=1&value(kougicd)=FB141&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2021&value(semekikn)=1&value(kougicd)=BX560&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2021&value(semekikn)=1&value(kougicd)=BX561&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2021&value(semekikn)=1&value(kougicd)=DK011&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2021&value(semekikn)=1&value(kougicd)=DK016&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2021&value(semekikn)=1&value(kougicd)=DK021&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2021&value(semekikn)=1&value(kougicd)=EX283&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2021&value(semekikn)=1&value(kougicd)=IA090&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2021&value(semekikn)=1&value(kougicd)=HM721&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2021&value(semekikn)=1&value(kougicd)=FB142&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2021&value(semekikn)=1&value(kougicd)=FB143&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2021&value(semekikn)=1&value(kougicd)=FE103&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2021&value(semekikn)=1&value(kougicd)=CA228&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2021&value(semekikn)=1&value(kougicd)=CA229&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2021&value(semekikn)=1&value(kougicd)=CA233&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2021&value(semekikn)=1&value(kougicd)=CA234&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2021&value(semekikn)=1&value(kougicd)=CA236&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2021&value(semekikn)=1&value(kougicd)=CA219&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2021&value(semekikn)=1&value(kougicd)=CA220&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2021&value(semekikn)=1&value(kougicd)=CB059&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2021&value(semekikn)=1&value(kougicd)=CB060&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2021&value(semekikn)=1&value(kougicd)=CA168&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2021&value(semekikn)=1&value(kougicd)=CA169&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2021&value(semekikn)=1&value(kougicd)=CA170&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2021&value(semekikn)=1&value(kougicd)=CA171&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2021&value(semekikn)=1&value(kougicd)=CA171&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2021&value(semekikn)=1&value(kougicd)=CA173&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2021&value(semekikn)=1&value(kougicd)=CA163&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2021&value(semekikn)=1&value(kougicd)=CA164&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2021&value(semekikn)=1&value(kougicd)=CA165&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2021&value(semekikn)=1&value(kougicd)=CA166&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2021&value(semekikn)=1&value(kougicd)=CA181&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2021&value(semekikn)=1&value(kougicd)=CA182&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2021&value(semekikn)=1&value(kougicd)=CA413&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2021&value(semekikn)=1&value(kougicd)=CA415&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2021&value(semekikn)=1&value(kougicd)=CA454&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2021&value(semekikn)=1&value(kougicd)=CA009&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2021&value(semekikn)=1&value(kougicd)=CA011&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2021&value(semekikn)=1&value(kougicd)=CA010&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2021&value(semekikn)=1&value(kougicd)=CA012&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2021&value(semekikn)=1&value(kougicd)=CA177&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2021&value(semekikn)=1&value(kougicd)=CB112&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2021&value(semekikn)=1&value(kougicd)=CB120&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2021&value(semekikn)=1&value(kougicd)=CB121&value(crclumcd)=


系列 目的 科目 科目種別 必要単位数 

  物理計測論 学部専門科目（理）   
基礎情報科学（生命） 学部専門科目（理） 
社会統計学 学部専門科目（社会） 
質的調査法 学部専門科目（社会） 
情報処理１（入門） 学部専門科目（社会） 
情報処理２（アプリケーション） 学部専門科目（社会） 
情報処理３（プログラミング） 学部専門科目（社会） 
統計学 学部専門科目（法）   
社会科学情報処理 学部専門科目（法） 
情報処理入門 学部専門科目（法） 
ビジネスリテラシー１ 学部専門科目（経営） 
ビジネスリテラシー２ 学部専門科目（経営） 
ICT リテラシー 学部専門科目（経営） 
コンピュータ・リテラシー 学部専門科目（異文化） 
コミュニケーション研究調査法 学部専門科目（異文化） 
GIS 演習 学部専門科目（観光） 
データ情報処理 学部専門科目（観光） 
情報処理演習 学部専門科目（観光） 
統計学入門 学部専門科目（コミ福） 
リサーチ方法論１ 学部専門科目（コミ福） 
リサーチ方法論２ 学部専門科目（コミ福） 
データ分析法 学部専門科目（コミ福） 
質的リサーチ 学部専門科目（コミ福） 
情報処理１ 学部専門科目（コミ福） 
情報処理２ 学部専門科目（コミ福） 

情報処理３ 学部専門科目（コミ福） 
情報処理４ 学部専門科目（コミ福） 
データサイエンス概論 学部専門科目（経済） 
統計法１ 学部専門科目（現代心理） 
心理学統計法１ 学部専門科目（現代心理） 
統計法２ 学部専門科目（現代心理） 
心理学統計法２ 学部専門科目（現代心理） 
情報処理 学部専門科目（現代心理） 

第 3 - 1 系列 Introduction to Statistics 1 全学共通科目「多彩な学び」 
Introduction to Statistics 2 全学共通科目「多彩な学び」 

第 2 - 2 系列 データ活用の

発展的な力を

身に付ける 

多変量解析入門 全学共通科目「多彩な学び」 4 単位 

以上 統計情報で社会・経済を診断する 全学共通科目「多彩な学び」 
計量経済学１ 学部専門科目（経済） 
計量経済学２ 学部専門科目（経済） 
経済統計学１ 学部専門科目（経済） 
経済統計学２ 学部専門科目（経済） 
調査実習 学部専門科目（経済） 
経済情報処理 A 学部専門科目（経済） 
経済情報処理 B 学部専門科目（経済） 
政策情報処理 A 学部専門科目（経済） 
政策情報処理 B 学部専門科目（経済） 
財務情報処理Ａ 学部専門科目（経済） 
財務情報処理 B 学部専門科目（経済） 
経済ビッグデータ解析入門 学部専門科目（経済） 
機械学習入門 学部専門科目（経済） 
生物統計学 学部専門科目（理） 

https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2021&value(semekikn)=1&value(kougicd)=CB113&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2021&value(semekikn)=1&value(kougicd)=CD022&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2021&value(semekikn)=1&value(kougicd)=DK241&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2021&value(semekikn)=1&value(kougicd)=DK246&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2021&value(semekikn)=1&value(kougicd)=DK248&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2021&value(semekikn)=1&value(kougicd)=DK249&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2021&value(semekikn)=1&value(kougicd)=DK250&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2021&value(semekikn)=1&value(kougicd)=EX480&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2021&value(semekikn)=1&value(kougicd)=EX485&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2021&value(semekikn)=1&value(kougicd)=EX903&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2021&value(semekikn)=1&value(kougicd)=BT065&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2021&value(semekikn)=1&value(kougicd)=BT067&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2021&value(semekikn)=1&value(kougicd)=BT051&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2021&value(semekikn)=1&value(kougicd)=DM572&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2021&value(semekikn)=1&value(kougicd)=DM554&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2021&value(semekikn)=1&value(kougicd)=HA607&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2021&value(semekikn)=1&value(kougicd)=HB412&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2021&value(semekikn)=1&value(kougicd)=HA302&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2021&value(semekikn)=1&value(kougicd)=IC020&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2021&value(semekikn)=1&value(kougicd)=IC135&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2021&value(semekikn)=1&value(kougicd)=IC285&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2021&value(semekikn)=1&value(kougicd)=IC395&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2021&value(semekikn)=1&value(kougicd)=IC280&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2021&value(semekikn)=1&value(kougicd)=IA031&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2021&value(semekikn)=1&value(kougicd)=IA032&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2021&value(semekikn)=1&value(kougicd)=IA121&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2021&value(semekikn)=1&value(kougicd)=IA122&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2021&value(semekikn)=1&value(kougicd)=BX581&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2021&value(semekikn)=1&value(kougicd)=HM103&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2021&value(semekikn)=1&value(kougicd)=HM133&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2021&value(semekikn)=1&value(kougicd)=HM104&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2021&value(semekikn)=1&value(kougicd)=HM134&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2021&value(semekikn)=1&value(kougicd)=HM706&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2021&value(semekikn)=1&value(kougicd)=FB146&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2021&value(semekikn)=1&value(kougicd)=FB147&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2021&value(semekikn)=1&value(kougicd)=FB144&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2021&value(semekikn)=1&value(kougicd)=FB105&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2021&value(semekikn)=1&value(kougicd)=BX113&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2021&value(semekikn)=1&value(kougicd)=BX114&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2021&value(semekikn)=1&value(kougicd)=BX123&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2021&value(semekikn)=1&value(kougicd)=BX124&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2021&value(semekikn)=1&value(kougicd)=BX562&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2021&value(semekikn)=1&value(kougicd)=BX363&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2021&value(semekikn)=1&value(kougicd)=BX366&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2021&value(semekikn)=1&value(kougicd)=BX371&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2021&value(semekikn)=1&value(kougicd)=BX372&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2021&value(semekikn)=1&value(kougicd)=BX391&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2021&value(semekikn)=1&value(kougicd)=BX392&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2021&value(semekikn)=1&value(kougicd)=BX583&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2021&value(semekikn)=1&value(kougicd)=BX584&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2021&value(semekikn)=1&value(kougicd)=CD142&value(crclumcd)=


系列 目的 科目 科目種別 必要単位数 

  多変量解析 学部専門科目（社会）   
社会調査演習 学部専門科目（社会） 
エスノグラフィー論 学部専門科目（社会） 
世論調査論 学部専門科目（社会） 
データ対話型分析法 学部専門科目（社会） 
計量社会学 学部専門科目（社会） 
社会人口学 学部専門科目（社会） 
データ・マイニング 学部専門科目（経営） 
社会調査実習 学部専門科目（経営） 
マーケティング・リサーチ 学部専門科目（経営） 
言語研究調査法 学部専門科目（異文化） 
外国語教育評価論 学部専門科目（異文化） 
政策評価論 学部専門科目（観光） 
観光調査法 学部専門科目（観光） 

社会調査実習 学部専門科目（コミ福）   
バイオメカニクス 学部専門科目（コミ福） 

動作分析法演習 学部専門科目（コミ福） 

測定評価演習 学部専門科目（コミ福） 

心理学実験実習１ 学部専門科目（現代心理） 

心理学実験実習１（心理学実験） 学部専門科目（現代心理） 

心理学実験実習２ 学部専門科目（現代心理） 

心理学調査実習１ 学部専門科目（現代心理） 

心理学調査実習２ 学部専門科目（現代心理） 

社会調査設計法 学部専門科目（現代心理） 

社会調査演習 学部専門科目（現代心理） 

第 3 - 2 系列 開講科目なし  

海外体験 海外を知る 

A または B を体験し、G 副専攻システムから海外体験認定  
申請を行うこと。 
A）立教大学が実施する海外プログラ ム 

国際セ ンターが発行する留学案内『DEPARTURE』 に掲載
されているもの。 

B）自主企画（A 以外の全て） 
以下の要件を満たしたもの。 
1．活動期間が立教大学在籍中であり、主たる活動日数が、  

移動日を含めず原則として５日以上。 
2．参加証明を提出できるもの。（例：プログラムの主催団体が

発行する参加証明書） 

認定 

 

 

 

https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2021&value(semekikn)=1&value(kougicd)=DK243&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2021&value(semekikn)=1&value(kougicd)=DK244&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2021&value(semekikn)=1&value(kougicd)=DD403&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2021&value(semekikn)=1&value(kougicd)=DE257&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2021&value(semekikn)=1&value(kougicd)=DA413&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2021&value(semekikn)=1&value(kougicd)=DA432&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2021&value(semekikn)=1&value(kougicd)=DA474&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2021&value(semekikn)=1&value(kougicd)=BT070&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2021&value(semekikn)=1&value(kougicd)=BT148&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2021&value(semekikn)=1&value(kougicd)=BT025&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2021&value(semekikn)=1&value(kougicd)=DM569&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2021&value(semekikn)=1&value(kougicd)=DM686&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2021&value(semekikn)=1&value(kougicd)=HA358&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2021&value(semekikn)=1&value(kougicd)=HA086&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2021&value(semekikn)=1&value(kougicd)=IC571&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2021&value(semekikn)=1&value(kougicd)=ID405&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2021&value(semekikn)=1&value(kougicd)=ID390&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2021&value(semekikn)=1&value(kougicd)=ID268&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2021&value(semekikn)=1&value(kougicd)=HM125&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2021&value(semekikn)=1&value(kougicd)=HM135&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2021&value(semekikn)=1&value(kougicd)=HM726&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2021&value(semekikn)=1&value(kougicd)=HM127&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2021&value(semekikn)=1&value(kougicd)=HM728&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2021&value(semekikn)=1&value(kougicd)=HM722&value(crclumcd)=
https://sy.rikkyo.ac.jp/timetable/slbssbdr.do?value(risyunen)=2021&value(semekikn)=1&value(kougicd)=HM723&value(crclumcd)=

