
７．各大学提供科目 

（１１）くらしき作陽大学 -1 
 

（11）くらしき作陽大学 

① 開講期間・試験期間・授業時間について（予定） 

開講期間 前期 2018 年 4 月 9 日 ～ 2018 年 7 月 30 日 
後期 2018 年 9 月 14 日 ～ 2019 年 1 月 22 日 

試験期間 前期 2018 年 7 月 31 日 ～ 2018 年 8 月 3 日 
後期 2019 年 1 月 23 日 ～ 2019 年 1 月 26 日 

授業時間 １限 9：30 ～ 11：00 
２限 11：10 ～ 12：40 
３限 13：25 ～ 14：55 
４限 15：05 ～ 16：35 
５限 16：45 ～ 18：15 

② アクセス（案内図） 

 

 
  
● 電車でのアクセス 

JR 山陽本線岡山駅から新倉敷駅まで 35 分 
JR 山陽本線・山陽新幹線 新倉敷駅下車北口より徒歩 15 分 

● 自動車でのアクセス 
山陽自動車道 玉島インターより３分 
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