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別表①赤枠の部分 別表② 別表③ 別表①青枠の部分

学問分野の区分 学修レベル 授業形態 学問分野小分類 科目番号



 

 

別表①-1 

 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
人文系 （人文科学一般） HUM Human Sicences 教養/人文一般

文学 LIT Literature 教養/文学 日本文学 思想史 中国文学（漢文学） 英米文学 英語圏文学作品研究 比較文学

言語学 LIN Linguistics 言語学 日本語学 中国語学

専門英語 ENG English Language Education リーディング ライティング スピーキング リスニング プレゼンテーション 英語表現 英語学 英語教育 基礎英語

実務外国語 PFL Practical Language Education 実務英語一般 ビジネス英語 キャリア英語 実務中国語一般 ビジネス中国語 ビジネス韓国語 ビジネス日本語

歴史学 HIS History 教養/歴史学 日本史学基礎 日本史学 中国文化史 東アジア史 西洋史

哲学・倫理学 PHL Philosofy & Ethics 哲学 論理学 倫理学

美学・芸術学 ART Art 美術 美術史 デザイン 芸術演習

人類学・民俗学 ANT Anthlopology and Ethnography 教養/文化論 文化論 文化交流 異文化 英語圏文化 中国文化 西洋文化 人類学

社会学 SOC Sociology 教養/社会学 社会学 福祉社会学 情報社会論

社会調査 SFW Social Fieldwork 社会調査法 社会実践

メディア論 MDS Media Studies メディア論 メディア演習 活字メディア演習

人間科学系 心理学一般 PSY Psychology 教養/心理学 心理学基礎 心理研究基礎 心理演習 心理近接領域

社会心理学 SOP Social Psychology 社会心理

教育心理学 EDP Educational Psychology 教育・発達心理

実験心理学 EXP Experimantal Psychology 基礎心理

臨床心理学 CLP Clinical Psychology 臨床心理基礎 臨床心理実践

社会福祉学 SWS Social Welfare Studies 福祉制度（原理） 福祉基礎（制度） 福祉専門分野 福祉方法 福祉関連分野 福祉演習・実習 精神保健福祉 精神保健福祉演習・実習 養護内容

医療福祉 MWS Medical Welfare Studies 医療保健 医療福祉 精神医学

こども家庭福祉 CHW Child and Home Welfare 保育の本質・目的（社福） 保育の対象の理解 保育の内容・方法 保育の内容・方法 表現技術 保育実習 総合演習 幼児教育総合演習

保育学 CHC Childcare Studies 保育の内容と方法 保育インターンシップ 保育実習

幼児教育学 ECE Early Childhood Education 領域に関する専門的事項 幼児教育の方法 教育実習

保育表現技術 ESC Expression Skills for Children 音楽的表現 造形的表現 身体的表現 言語的表現

こども学 CHS Child Studies 子ども学の基礎 サービスラーニング 子どもの健康支援 子どもの発達支援 地域の子ども・家庭支援 リメディアル器楽 レクリエーションインストラクター関係児童厚生1級指導員関係 子ども学特講

人間健康学入門 IHH Introduction to Human Health 概論

人間健康学一般 CHH Common Courses of Human Health 概論

身体教育科学 PHE Physical and Health Education 人間行動文化 スポーツ文化 身体運動科学 医科学基礎 健康科学 アダプテッド 保健体育科教育学 体育

スポーツ科学 SPS Sports Science 身体運動科学 医科学基礎 健康科学 トレーニング科学 応用トレーイング科学 アスレティックトレーニング

社会科学系 社会科学一般 SOS Social Science 教養/社会科学一般

法学系 法学共通基礎 CLS Common Courses for Legal Studies 法実務 法実務学習支援 外国書（英語） 外国書（中国語） 外国書（韓国語） 外国書（フランス語） 外国書（ドイツ語）

法学一般 LAW Law 教養/法学一般 法学入門 法職課程 特殊講義

基礎法学 FUL Fundamental Law 基礎法一般 法思想・法哲学 法社会学 法制史 比較法 ジェンダー法 特殊講義

公法学 PUL Public Law 公法一般 憲法 行政法７ 文系公法
特別指導

法職課程
特殊講義

刑事法学 CRL Criminal Law 刑事法一般 刑法 刑事手続法２ 法職課程 特殊講義

民事法学 CIL Civil Law 民事法一般 民法(総則・財産法） 民法（家族法） 民事手続き法 商法 情報法 環境法 文系民事法
特別指導

法職課程
特殊講義

社会法学 SOL Social Law 社会法一般 労働法 社会保障法 経済法 特殊講義

国際法学 INL International Law 国際法一般 国際法 国際機構 国際私法 特殊講義

政治学 POL Politics 教養/政治学一般 政治理論 政治思想 政治史 外交関係史 行政学 特殊講義

国際関係学 INR International Relations 国際関係一般 国際政治 地域研究 外国事情 情報コース 特殊講義

経済学系 経済学共通基礎 CES Common Courses of Economic Studies 経済実務 経済数学 経済英語・外国書（英語） 外国書（中国語）

経済学一般 ECN Economics 教養/経済学 経済学一般

理論経済学 ECT Economic Theory 理論経済一般 経済学史 ミクロ経済学 マクロ経済学 経済変動論 公共経済学

経済政策 ECP Economic Policy 経済政策一般 経済政策 財政学 産業政策 社会政策 福祉経済学

金融 FIN Finance 金融一般 金融論 金融工学 証券経済論 銀行論 企業評価

国際経済学 INE International Economics 国際経済一般 国際経済論 国際貿易論 国際金融論 経済発展論 経済統合論

経済史・事情 ESH Economic Situation & History 経済史・事情一般 日本経済 欧米経済 アジア経済 その他地域

経済統計 ECS Economic Statistics 経済統計 計量経済学 情報経済論

文化経済学 CUE Cultural Economics 文化経済一般 文化産業論 NPO 人口論 文化論 文化財 文化経済特殊講義

観光学 TRS Tourism Studies 観光学一般 観光論 観光各論 エコ観光論 観光特殊講義

地域経済論 LCE Local Economy 地域経済一般 地域政策 地域創造 地域経営 地域農業 地域調査

環境経済学 EVE Environmental Economics 環境経済 環境資源 環境と産業 環境政策 環境文化

商学系 ビジネス共通基礎 CBS Common Courses of Business Studies ビジネス実務 ビジネス学習支援 ビジネス教養 外国書

商学 CME Commercial Sicence 商学一般（歴史含む） マーケティング 流通・物流・交通 金融 保険 証券 貿易 観光・サービスビジネス その他商学

経営学 MAN Management Sicence 経営学一般（歴史含む） 経営管理 経営組織・経営戦略 生産管理・人的資源管理 企業・財務・経営診断 国際経営 経営情報 医療経営 IT経営 その他経営学

会計学 ACC Accounting 会計学一般（歴史含む） 初級・中級簿記 上級簿記 財務会計 会計監査 税務会計 会計情報 管理会計 原価計算 その他会計学

学問分野 コード 英語名
小分類名
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
医学系 基礎医学 BMS Basic Medical Sciences 生命現象の科学 個体の構成と機能 個体の構成と機能 個体の反応 病因と病態 その他

社会行動医学 SBM Social Behavioral Medicine メディカルアーツ 環境医学 公衆衛生学 法医学 臨床栄養学 漢方医学 医療安全 共同学習 RMCP

臨床医学 CLM Clinical Medicine 臨床内科学系１ 臨床内科学系２ 臨床外科系 臨床医学系

統合医療 ITM Integrated Medicine 症候・病態・治療 腫瘍学 加齢・老化・死 PCCE 臨床技能統括講義 卒前統括講義

医療実習 CCS Clinical Clerkship 入門・体験実習 CC１ CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 CC7 CC8

看護学系 看護学 NUS Nurse Science 看護学共通 基礎看護学 成人看護学 老年看護学 小児看護学 母性看護学 精神看護学 在宅看護学 統合看護学

公衆衛生看護学 PHN Public Health Nurse Science 公衆衛生看護学

外国語教育 外国語（医学部） FLE Foreign Language Education ドイツ語（医学部） フランス語（医学部） 中国語（医学部） 韓国語（医学部） 英語（医学部） オーラルE（医学部） クリニカルE（医） 看護英語（看）

英語 LEE Language Education English 英語コア Spoken Interaction 英語Option 英語Intensive 英語Ⅱ中級 英語Ⅱ上級

ドイツ語 LEG Language Education Germany ドイツ語

フランス語 LEF Language Education French フランス語

韓国語 LEK Language Education Korean 韓国語 韓国語Intensive

中国語 LEC Language Education Chinese 中国語 中国語Intensive

日本語（留学生） LEJ Language Education Japanese 日本語文法 日本語読解 日本語作文 日本語会話 ビジネス日本語

自然科学系 自然科学一般 NAT Natural Science
数学 MTH Mathematics 教養/数学 数学一般
物理学 PHS Physics 教養/物理学 物理学一般
化学 CHM Chemistry 教養/化学 化学一般
生物学 BIO Biology 教養/生物学 生物学一般
地学 GEL Geology 教養/地学 地学一般

複合科学 健康スポーツ科学（教養） HSS Health Sports Sicence 健康スポーツ一般 教養/スポーツ科学 教養/健康科学

統計科学 STS Statistical Science 教養/統計学 統計学概論 統計的推論 統計分析法

情報科学 IFS Information Science 情報システム基礎 情報システム発展 データ科学

情報処理実習 ITE Information Technology Education 情報処理基礎 情報処理 マルチメディア情報処理 データベース プログラミング 情報処理総合

地理学 GEG Geography 教養/地理学 自然地理
人文地理

経済・都市地理
地誌 地理情報 地理フィールドワーク

環境学 ENV Environmental Science 環境学一般 環境社会論

地域学 RES Regional Stuides 久留米地域学 地域連携教育 筑後地域

学際分野 課題解決体験学習 PBL Project-based Active Learning 教育学習支援センター系 文学部系 人間健康科学部系 法学部系 経済学部系 商学部系

演習・論文 演習 SEM Seminar 一般 文学部系 人間健康学部系 法学部系 経済学部系 商学部系

卒業論文・卒業研究 THE Graduation Thesis 文学部系 人間健康学部系 法学部系 経済学部系 商学部系

大学入門 リメディアル教育 RME Remedial Education 国語 数学 社会

初年次教育 FYE First Year Education 学習方法 人間関係

キャリア系 キャリア教育 CRE Career Development キャリア教育一般 仕事とキャリア キャリアプロジェクト ディベート 学習支援

キャリア・資格等対策 PQE Preparation for Q. Exams SPI対策 判断・数的推理 教養科目対策 専門科目対策 TOEIC対策 英検・TOEFL対策 留学準備 日本語能力試験対策

教職系 教育学 PDG Pedagogics 教育学一般 教職教育系 教育指導系 特別支援教育基礎系 特別支援教育系 特別支援教育外系

教科教育（教職） STP Studies for Teaching Profession 国語科系 社会・福祉科系 地理歴史・公民科系 保健体育科系 情報・商業科系 英語科系 教科・教職系 教育実習系 教育総合演習系

資格系 図書館学 LIB Library Science 概論・基礎論・総合系 サービス論系 情報論・情報資源論系 情報検索系

文化財（学芸員） CAS Cultural Asset Studies 博物館系 博物館実習系

日本語教育学（副専攻） TJF Teaching J. as Foreign L. 日本語教育

学問分野 コード 英語名
小分類名
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学修レベルコード 内容 授業形態コード 内容

0 リメディアル 1 講義

1 入門・導入・啓発・初級 2 演習

2 基本・総論・中級 3 外国語

3 発展・応用・上級 4 実習・実験・実技

4 学士課程最終 5 フィールドワーク・学外

5 医学科臨床実習 6 オンディマンド

6 大学院導入 7 研究指導・論文

7 修士課程 8 他大学単位互換

8 博士課程 9 海外研修・留学

9 その他 0 その他


