
number 初期 No. 大分類 中分類 小分類 科目名
1GGN-5470-12C 1 基礎総合 総合 人文科学 建学の精神と人生
1GGN-5660-12E 2 基礎総合 総合 人文科学 宗教学
1GGN-5850-12E 3 基礎総合 総合 人文科学 心理学
1GGN-6400-12E 4 基礎総合 総合 人文科学 文学
1GGN-6080-12E 5 基礎総合 総合 人文科学 哲学
1GGN-6260-12E 6 基礎総合 総合 人文科学 日本文化論
1GGN-6450-12E 7 基礎総合 総合 社会科学 法学
1GGN-6240-12ET 8 基礎総合 総合 社会科学 日本国憲法
1GGN-5650-12E 9 基礎総合 総合 社会科学 社会学
1GGN-5890-12E 10 基礎総合 総合 社会科学 政治学
1GGN-5420-12E 11 基礎総合 総合 社会科学 経済学
1GGN-6250-12E 12 基礎総合 総合 社会科学 日本事情
1GGB-5270-12E 13 基礎総合 総合 自然科学 基礎数学
1GGN-5970-12E 14 基礎総合 総合 自然科学 地球と環境
1GGN-5870-21DT 15 基礎総合 総合 スポーツ科学 スポーツ実技Ⅰ
1GGN-5880-21DT 16 基礎総合 総合 スポーツ科学 スポーツ実技Ⅱ
1GGN-5140-22E 17 基礎総合 総合 スポーツ科学 ウェルネス理論
1GLN-5940-12CS 18 基礎総合 語学 英語 総合英語
1GLN-5170-12ES 19 基礎総合 語学 英語 英会話 BasicⅠ
1GLN-5180-12ES 20 基礎総合 語学 英語 英会話 BasicⅡ
1GLN-5150-22ES 21 基礎総合 語学 英語 英会話 AdvancedⅠ
1GLN-5160-22ES 22 基礎総合 語学 英語 英会話 AdvancedⅡ
1GLN-5810-22ES 23 基礎総合 語学 中国語 初級中国語
1GLN-6000-22ES 24 基礎総合 語学 中国語 中級中国語
1GLN-5800-22ES 25 基礎総合 語学 韓国語 初級韓国語
1GLN-5990-22ES 26 基礎総合 語学 韓国語 中級韓国語
1GLN-6200-12E 27 基礎総合 語学 日本語 日本語Ⅰ
1GLN-6210-12E 28 基礎総合 語学 日本語 日本語Ⅱ
1GLN-6220-22E 29 基礎総合 語学 日本語 日本語Ⅲ
1GLN-6230-22E 30 基礎総合 語学 日本語 日本語Ⅳ
1GCB-5780-12CS 31 基礎総合 実践力キャリア 実践スキル 情報リテラシー演習
1GCN-5580-12C 32 基礎総合 実践力キャリア 実践スキル コミュニケーションと自己発見Ⅰ
1GCN-5590-12C 33 基礎総合 実践力キャリア 実践スキル コミュニケーションと自己発見Ⅱ
1GCN-6410-22E 34 基礎総合 実践力キャリア 実践スキル 文章表現Ⅰ
1GCN-6420-22E 35 基礎総合 実践力キャリア 実践スキル 文章表現Ⅱ
1GCN-5310-22C 36 基礎総合 実践力キャリア キャリア キャリアデザイン入門Ⅰ
1GCN-5320-22C 37 基礎総合 実践力キャリア キャリア キャリアデザイン入門Ⅱ
1GCN-5290-32E 38 基礎総合 実践力キャリア キャリア キャリアデザインⅠ
1GCN-5300-32E 39 基礎総合 実践力キャリア キャリア キャリアデザインⅡ
1SLN-6160-YYE 40 特別講義 語学 特別講義「語学」
1SCN-6170-YYE 41 特別講義 実践力キャリア 特別講義「実践力養成」
1SCN-6140-YYE 42 特別講義 実践力キャリア 特別講義「キャリア」
1BMB-5331-12C 43 専門基礎 経営・会計 経営学総論Ⅰ
1BMB-5220-12E 44 専門基礎 経営・会計 会計学入門
1BMB-5830-12C 45 専門基礎 経営・会計 初級簿記
1BMB-6460-12C 46 専門基礎 経営・会計 簿記演習
1BMN-5790-12CS 47 専門基礎 経営・会計 情報倫理
1BMN-6510-22ET 48 専門基礎 経営・会計 ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ科学
1BMB-6300-22E 49 専門基礎 経営・会計 ﾋﾞｼﾞﾈｽ実務
1BMN-6540-22E 50 専門基礎 経営・会計 民事法
1BMN-5360-22E 51 専門基礎 経営・会計 経営情報論Ⅰ
1BIN-5690-12ES 52 専門基礎 情報 情報学入門
1BIB-5710-12E 53 専門基礎 情報 情報数学Ⅰ
1BIN-5770-12ET 54 専門基礎 情報 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ入門
1BIB-6310-14E 55 専門基礎 情報 ﾋﾞｼﾞﾈｽｿﾌﾄ活用演習
1BIB-6110-22E 56 専門基礎 情報 統計学入門
1BIN-5730-Z2CS 57 専門基礎 情報 情報ｾｷｭﾘﾃｨ
1BIN-5700-Z2ET 58 専門基礎 情報 情報ｼｽﾃﾑの開発と管理
1BIN-6530-Z2ET 59 専門基礎 情報 ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ論
1AMN-6490-12C 60 専門発展 経営・会計 ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ論
1AMN-6440-12E 61 専門発展 経営・会計 ﾍﾞﾝﾁｬｰﾋﾞｼﾞﾈｽ入門
1AMB-5332-12C 62 専門発展 経営・会計 経営学総論Ⅱ
1AMN-5260-22E 63 専門発展 経営・会計 企業金融
1AMN-5560-22E 64 専門発展 経営・会計 ｺﾏｰｽ論Ⅰ
1AMB-6190-22E 65 専門発展 経営・会計 日本経営史
1AMN-5400-22E 66 専門発展 経営・会計 経営分析
1AMN-5200-22C 67 専門発展 経営・会計 会計学
1AMB-6091-22E 68 専門発展 経営・会計 統計学
1AMN-5390-22E 69 専門発展 経営・会計 経営組織論
1AMN-5950-Z2E 70 専門発展 経営・会計 組織心理学
1AMN-5980-Z2ET 71 専門発展 経営・会計 知的所有権
1AMN-6570-Z2ET 72 専門発展 経営・会計 労務管理論
1AMA-5350-Z2E 73 専門発展 経営・会計 経営思想
1AIN-5430-12ES 74 専門発展 情報 計算機ｼｽﾃﾑ論
1AIN-5740-X2ET 75 専門発展 情報 情報ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ



number 初期 No. 大分類 中分類 小分類 科目名
1AIN-5120-22ET 76 専門発展 情報 ｱﾙｺﾞﾘｽﾞﾑとﾃﾞｰﾀ構造
1AIN-6060-22ET 77 専門発展 情報 ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ論
1AIN-6381-U2ET 78 専門発展 情報 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ入門
1AIN-6382-U2ET 79 専門発展 情報 初級ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ実習
1AIN-6520-U2ES 80 専門発展 情報 ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄｹﾞｰﾑ
1AIN-6383-Z2ES 81 専門発展 情報 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ論
1AIN-6384-Z2ES 82 専門発展 情報 中級ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ実習
1AIN-5610-Z2ET 83 専門発展 情報 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｸﾞﾗﾌｨｯｸｽ論
1AIN-5440-Z2ET 84 専門発展 情報 計測・制御論
1EAN-6020-22E 85 専門応用 会計 中級簿記演習Ⅰ
1EAN-6030-22E 86 専門応用 会計 中級簿記演習Ⅱ
1EAN-5480-22E 87 専門応用 会計 原価計算論Ⅰ
1EAN-5490-22E 88 専門応用 会計 原価計算論Ⅱ
1EAN-5620-22E 89 専門応用 会計 財務会計論
1EAN-5630-22E 90 専門応用 会計 財務管理
1EAN-5230-Z2E 91 専門応用 会計 会社法
1EAN-5240-22E 92 専門応用 会計 監査論
1EAN-5600-22E 93 専門応用 会計 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ会計
1EAN-5910-Z2E 94 専門応用 会計 税務会計論
1EAN-5900-Z2E 95 専門応用 会計 税法学
1EMN-5380-12E 96 専門応用 経営 経営戦略論
1EMN-5670-12E 97 専門応用 経営 消費者行動論
1EMN-6320-Z2E 98 専門応用 経営 ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ
1EMN-6470-22E 99 専門応用 経営 ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ・ﾘｻｰﾁ
1EMN-5070-22E 100 専門応用 経営 Webｻｰﾋﾞｽ論
1EMN-5010-22E 101 専門応用 経営 SNS活用と問題解決
1EMN-5570-22E 102 専門応用 経営 ｺﾏｰｽ論Ⅱ
1EMN-5370-U2ET 103 専門応用 経営 経営情報論Ⅱ
1EMN-6430-U2E 104 専門応用 経営 ﾍﾞﾝﾁｬｰ企業論
1EMN-6040-U2E 105 専門応用 経営 中小企業論
1EMN-5640-Z2E 106 専門応用 経営 事業承継論
1EMN-5450-Z2E 107 専門応用 経営 計量経済分析
1EGN-5510-22E 108 専門応用 国際ビジネス 国際経営論
1EGN-5530-22E 109 専門応用 国際ビジネス 国際情報分析
1EGN-5500-22E 110 専門応用 国際ビジネス 国際金融論
1EGN-6280-22E 111 専門応用 国際ビジネス ﾋﾞｼﾞﾈｽ英語Ⅰ
1EGN-6290-22E 112 専門応用 国際ビジネス ﾋﾞｼﾞﾈｽ英語Ⅱ
1EGN-5030-22ES 113 専門応用 国際ビジネス TOEICⅠ
1EGN-5040-22ES 114 専門応用 国際ビジネス TOEICⅡ
1EGN-5550-22E 115 専門応用 国際ビジネス 国際地域文化論
1EGA-5520-Z2E 116 専門応用 国際ビジネス 国際経済論
1EGA-5540-Z2E 117 専門応用 国際ビジネス 国際政治学
1BSB-5280-24C 118 専門基礎 ゼミ 基礎ゼミ
1ASA-5280-34C 119 専門発展 ゼミ 専門ゼミⅠ
1ESA-5280-44C 120 専門応用 ゼミ 専門ゼミⅡ
1SMN-6150-YYE 121 特別講義 経営 特別講義「経営」
1SAN-6130-YYE 122 特別講義 会計 特別講義「会計」
1SIN-6180-YYE 123 特別講義 情報 特別講義「情報」
1AIB-5720-22E 126 専門発展 情報 情報数学Ⅱ
1AIN-5190-22E 128 専門発展 情報 ｵﾍﾟﾚｰﾃｨﾝｸﾞｼｽﾃﾑ論
1AIN-6550-Z2ES 130 専門発展 情報 ﾓﾊﾞｲﾙﾈｯﾄﾜｰｸ
1AIB-6360-12C 131 専門発展 情報 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ初歩Ⅰ
1AIB-6371-12E 132 専門発展 情報 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ初歩Ⅱ
1AIN-6341-24E 133 専門発展 情報 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ実践Ⅰ
1AIN-6342-24E 134 専門発展 情報 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ実践Ⅱ
1AIN-5750-24C 135 専門発展 情報 情報ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ演習Ⅰ
1AIN-5760-24E 136 専門発展 情報 情報ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ演習Ⅱ
1ENN-5050-12E 137 専門応用 ネットワーク Webｺﾝﾃﾝﾂ制作Ⅰ
1ENN-5060-22E 138 専門応用 ネットワーク Webｺﾝﾃﾝﾂ制作Ⅱ
1ENN-5091-22E 139 専門応用 ネットワーク WebﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞⅠ
1ENN-5092-Z2E 140 専門応用 ネットワーク WebﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞⅡ
1ENN-5093-Z2E 141 専門応用 ネットワーク WebﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞⅢ
1ENN-6270-Z4ES 142 専門応用 ネットワーク ﾈｯﾄﾜｰｸｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ構築
1ENN-5861-22E 143 専門応用 ネットワーク ｽｲｯﾁﾝｸﾞ技術
1ENN-5862-22E 144 専門応用 ネットワーク ﾙｰﾃｨﾝｸﾞ技術
1ENN-5863-Z2E 145 専門応用 ネットワーク ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ技術
1ENN-5010-22E 146 専門応用 ネットワーク SNS活用と問題解決
1ENN-5070-22E 147 専門応用 ネットワーク Webｻｰﾋﾞｽ論
1EDB-6091-22E 148 専門応用 データサイエンス 統計学
1EDN-6372-22E 149 専門応用 データサイエンス ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ
1EDN-6092-Z2E 150 専門応用 データサイエンス 多変量解析
1EDN-6050-Z2E 151 専門応用 データサイエンス ﾃﾞｰﾀ解析
1EDN-6070-Z2E 152 専門応用 データサイエンス ﾃﾞｰﾀﾓﾃﾞﾘﾝｸﾞ
1EDN-6120-Z2E 153 専門応用 データサイエンス 統計ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ
1EDN-5251-Z2E 154 専門応用 データサイエンス 機械学習
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1EDN-5252-Z2E 155 専門応用 データサイエンス 人工知能
1EDN-6490-12E 156 専門応用 データサイエンス ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ論
1EDN-5670-12E 157 専門応用 データサイエンス 消費者行動論
1EDN-6470-22E 158 専門応用 データサイエンス ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ・ﾘｻｰﾁ
1EDN-5400-22E 159 専門応用 データサイエンス 経営分析
1EDN-5200-22E 160 専門応用 データサイエンス 会計学
1EDN-5450-Z2E 161 専門応用 データサイエンス 計量経済分析
2TTB-5010-32ET 162 教職課程 教職科目 「情報」教科教育法Ⅰ
2TTB-5020-32ET 163 教職課程 教職科目 「情報」教科教育法Ⅱ
2TTB-5030-22ET 164 教職課程 教職科目 教育課程論（特別活動を含む）
2TTA-5040-43ET 165 教職課程 教職科目 教育実習
2TTB-5050-22ET 166 教職課程 教職科目 教育社会学
2TTB-5060-22ET 167 教職課程 教職科目 教育心理学
2TTA-5070-32ET 168 教職課程 教職科目 教育相談
2TTB-5080-22ET 169 教職課程 教職科目 教育哲学
2TTB-5090-32ET 170 教職課程 教職科目 教育方法学
2TTB-5100-12ET 171 教職課程 教職科目 教師入門
2TTA-5110-42ET 172 教職課程 教職科目 教職実践演習（高）
2TTA-5120-32ET 173 教職課程 教職科目 生徒指導（進路指導を含む）
2TTN-5130-32ET 174 教職課程 教職科目 総合的な探求の時間の指導法
2TTN-5140-22ET 175 教職課程 教職科目 特別支援教育
3MMB-5060-X2E 176 修士課程 経営 経営学特論
3MMB-5280-X2E 177 修士課程 経営 日本経営史特論
3MMB-5090-X2E 178 修士課程 経営 経営組織特論
3MMB-5110-X2E 179 修士課程 経営 財政学特論
3MMB-5120-X2E 180 修士課程 経営 財務管理特論
3MMB-5080-X2E 181 修士課程 経営 経営戦略特論
3MMB-5310-X2E 182 修士課程 経営 労働経済特論
3MMB-5100-X2E 183 修士課程 経営 国際経営特論
3MMB-5320-X2E 184 修士課程 経営 ロジスティックス特論
3MMB-5050-X2E 185 修士課程 経営 経営科学特論
3MAB-5040-X2E 186 修士課程 会計 会計情報学特論
3MAB-5030-X2E 187 修士課程 会計 会計監査特論
3MAB-5230-X2E 188 修士課程 会計 税務会計特論
3MTB-5190-X2E 189 修士課程 税法 税法学特論Ⅰ
3MTB-5200-X2E 190 修士課程 税法 税法学特論Ⅱ
3MTB-5210-X2E 191 修士課程 税法 税法学特論Ⅲ
3MTB-5220-X2E 192 修士課程 税法 税法学特論Ⅳ
3MTB-5290-X2E 193 修士課程 税法 民事・行政訴訟特論Ⅰ
3MTB-5300-X2E 194 修士課程 税法 民事・行政訴訟特論Ⅱ
3MIB-5130-X2E 195 修士課程 情報 情報科学特論
3MIB-5160-X2E 196 修士課程 情報 情報メディア特論
3MIB-5150-X2E 197 修士課程 情報 情報ネットワーク特論
3MIB-5140-X2E 198 修士課程 情報 情報セキュリティ特論
3MIB-5070-X2E 199 修士課程 情報 経営情報システム設計特論
3MIB-5250-X2E 200 修士課程 情報 データベース特論
3MIB-5240-X2E 201 修士課程 情報 データ解析特論
3MIB-5180-X2E 202 修士課程 情報 数値解析特論
3MIB-5170-X2E 203 修士課程 情報 人工知能特論
3MSA-5010-14C 204 修士課程 M　演習 演習Ⅰ
3MSA-5260-14C 205 修士課程 M　演習 特別演習Ⅰ
3MSA-5020-24C 206 修士課程 M　演習 演習Ⅱ
3MSA-5270-24C 207 修士課程 M　演習 特別演習Ⅱ
4DMB-5080-V2E 208 博士課程 経営 経営学特別研究
4DMB-5150-V2E 209 博士課程 経営 日本経営史特別研究
4DMB-5070-V2E 210 博士課程 経営 企業経済分析特別研究
4DMB-5090-V2E 211 博士課程 経営 国際経営特別研究
4DAB-5060-V2E 212 博士課程 会計 会計情報学特別研究
4DAB-5050-V2E 213 博士課程 会計 会計監査論特別研究
4DIB-5100-V2E 214 博士課程 情報 情報科学特別研究
4DIB-5120-V2E 215 博士課程 情報 情報メディア特別研究
4DIB-5110-V2E 216 博士課程 情報 情報セキュリティ特別研究
4DIB-5140-V2E 217 博士課程 情報 数値解析特別研究
4DIB-5040-V2E 218 博士課程 情報 応用数値解析特別研究
4DIB-5130-V2E 219 博士課程 情報 人工知能特別研究
4DSA-5010-14C 220 博士課程 D　演習 演習Ⅰ
4DSA-5020-24C 221 博士課程 D　演習 演習Ⅱ
4DSA-5030-34C 222 博士課程 D　演習 演習Ⅲ


