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国士舘大学の科目ナンバリング 

 

 

■科目ナンバリングについて 

科目ナンバリングは、授業科目に適切な番号「科目ナンバー」を付し分類することで、学

修の段階や順序等を表し、教育課程の体系性を明示する仕組みであり、体系的な学修計画を

立てる時の参考となる。 

本学では、科目の分類を 3 桁のアルファベットで表し、科目の段階や学修領域等を 5 桁の

数字で記し、これらを組み合わせ、運用している。 

 

■科目ナンバーの構成  

科目ナンバーは、英字３文字＋数字５桁からなる８桁を付番している。 

 

 

 （１）部局コード（英字３文字） 

  各部所に英字３文字のコードを割り振り、開講部局を表す。詳細は表１を参照。 

 

 
 

（２）オプション（数字１桁） 

  通常は 0となる。新旧カリキュラムの区別等により数字が変わる。 

 

 

A B C 0 1 2 3 4

（部所コード+部所枝コード）

部所コード
部所枝コード

オプション
レベル

科目識別番号

部局コード

（表１）　部所・部所枝コード （部局コード）
学部・部所 学科・学系・部会 コード 学部・部所 学科・学系・部会 コード 学部・部所 言語 コード

政治行政 PEA ２１世紀アジア AS* 英語 FLE
経済 PEE 　総合教育科目（単独）：ASE フランス語 FLF
学科共通 PSZ 　外国語：ASL ドイツ語 FLG
体育 PSG 　スポーツ実習：ASP スペイン語 FLS
武道 PSA 　専門コース共通：ASF ロシア語 FLR
スポーツ医科 PSM 　専門アジア社会：ASS 中国語 FLC
こどもスポーツ教育 PSC 　専門アジアビジネス：ASB 韓国語 FLK
学系共通 SEZ 　専門アジア文化：ASU 日本語 FLJ
機械工学 SEM 経営 経営 BAM インドネシア語 FLI
電子情報 SEE 人文科学 LAH タイ語 FLT
建築 SEA 社会科学 LAS アラビア語 FLA
まちづくり SEC 総合教育 自然科学 LAN ミャンマー語 FLB
人間情報 SEH 情報科学 LAI ベトナム語 FLV
基礎理 SES 保健体育 LAP トルコ語 FLU
法律 LWL 防災教育 RPL 複数の言語 FLZ
現代ビジネス LWB 教育の基礎的理解に関する科目・教科指導法 TEA
教育学科 LEE 教職課程 教科に関する専門的事項 TES
史学地理学科 LEH 学校図書館司書教諭科目 TEL
文学科 LEL 情報メディアセンター RIM
学部共通 LEZ 世田谷６大学コンソーシアム科目 SCS
資格科目 LEX その他 OTH

外国語

政経

法

文

体育

理工

２１世紀アジア
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（３）レベル （数字１桁） 

  科目の難易度（学年相当のレベル）を表す。 

 

レベル 記号 レベル 記号 

入学前 0 修士 1年レベル 5 

学部 1年レベル 1 修士 2年レベル 6 

学部 2年レベル 2 博士 1年レベル 7 

学部 3年レベル 3 博士 2年レベル 8 

学部 4年レベル 4 博士 3年レベル 9 

 

（４）科目識別番号 （数字３桁） 

  部局により意味合いが異なり、以下の方針に従って付番している 

 

①総合教育科目 

    ◆人文科学部会 

番号 分類 番号 分類 

００１～０９９ 思想 ４００～４９９ 文化 

１００～１９９ 歴史 ５００～５９９ 留学生 

２００～２９９ 地理 ６００～６９９ 人間・教育 

３００～３９９ 文学   

 

    ◆社会科学部会 

番号 分類 番号 分類 

００１～０９９ 法学 ５００～５９９ 教育学 

１００～１９９ 政治学 ６００～６９９ 文化人類学 

２００～２９９ 経済学 ７００～７９９ 複合科目 

３００～３９９ 社会学 ８００～８９９ 留学生科目 

４００～４９９ 心理学   

 

    ◆自然科学部会 

番号 分類 

００１～０９９ 科学系 

１００～１９９ 技術・工業系 

２００～２９９ 科学や技術についてのメタ科目 

３００～３９９ 理工学部単独開講科目 

 

    ◆情報科学部会 

番号 分類 

００１～０９９ 情報処理・コンピュータ等 

 

    ◆保健体育部会 

    体育実習・スポーツ実習Ａ／Ｂ／Ｃ 

番号 分類 

１０１～２９９ 武道系 

３０１～４９９ 球技系 

５０１～６９９ トレーニング・フィットネス 

７０１～８９９ 複合領域・その他 

９０１～９９９ 講義科目（身体と運動） 
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スポーツ実習Ⅰ～Ⅷ（21世紀アジア学部のみ） 

番号 分類 

５１１～５２９ 武道系 

５３１～５４９ 球技系 

５５１～５６９ トレーニング・フィットネス 

５７１～５８９ 複合領域・その他 

５９１～５９９ 講義科目 

 

  ②外国語科目 

番号 分類 

１０１～１９９ 基幹科目 

２０１～２９９ 選択科目 

３０１～３９９ 選択発展科目 

４０１～４９９ 特殊科目 

    ※なお、下１桁は履修順序を示す。 

 

  ③学部専門科目 

   ◆政経学部 

    政治行政学科 

番号 分類 

００１～０９９ 演習科目 

１０１～１９９ 理論・思想系科目 

２０１～２９９ 歴史系科目 

３０１～３９９ 政策系科目 

４０１～４９９ 法律系科目 

５０１～５９９ 国際関係・地域研究系科目 

６０１～６９９ その他 

 

    経済学科 

番号 分類 

００１～０９９ 演習科目 

１０１～１９９ 理論系科目 

２０１～２９９ 歴史系科目 

３０１～３９９ 政策系科目 

４０１～４９９ 法律系科目 

５０１～５９９ 地域系科目 

６０１～６９９ その他 

 

   ◆体育学部 

    学科共通 

番号 分類 

０００～０９９ 実技・実習 

１００～１９９ 講義・座学 

 

    体育学科 

番号 分類 

１００～１９９ 学部基礎科目 

２００～２９９ 学科基礎教育科目 

３００～３９９ 体育専門教育科目 

４００～４９９ 専修教育科目 

５００～５９９ 関連教育科目 

６００～６９９ 随意科目 
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    武道学科 

番号 分類 

１００～１９９ 学部基礎科目 

２００～２９９ 学科基礎教育科目 

３００～３９９ 体育専門教育科目 

４００～４９９ 専修教育科目 

５００～５９９ 関連教育科目 

 

    スポーツ医科学科 

番号 分類 

１００～１９９ 学部基礎科目 

２００～２９９ 学科基礎教育科目 

３００～３９９ 専修教育科目 

４００～４９９ 体育専門教育科目 

５００～５９９ 関連教育科目 

 

    こどもスポーツ教育学科 

番号 分類 

０００～０９９ 小学校・中学校共通関連 

１００～１９９ 小学校関連 

２００～２９９ 中学校関連 

３００～３９９ 学部基礎科目 

４００～４９９ 学科基礎教育科目 

５００～５９９ 体育専門教育科目 

６００～６９９ 専修教育科目 

７００～７９９ 関連教育科目 

８００～８９９ 随意科目 

 

   ◆理工学部 

    機械工学系 

番号 分類 

１００～１９９ 能動的・実際的な能力を身に付ける 

２００～２９９ 機械工学の基礎とリテラシーを体系的に身に付ける 

３００～３９９ 機械工学を学ぶための基礎 

４００～４９９ 機械設計・製図系科目 

５００～５９９ 座学コア科目 

６００～６９９ 先端的社会ニーズに応えられる知識を身に付ける 

７００～７９９ 基盤的社会ニーズに応えられる知識を身に付ける 

８００～８９９ 知識を広く涵養する 

 

 

    電子情報学系 

番号 分類 

０００～１９９ 共通 

２００～３９９ 環境エネルギー分野、コンピュータ・通信分野 

４００～５９９ 
コンピュータ・通信分野、ソフトウェア IT 分野、インターネット・

マルチメディア分野 

６００～７９９ ソフトウェア IT分野、インターネット・マルチメディア分野 

８００～８９９ 環境・エネルギー分野 

９００～９９９ コンピュータ・通信分野 

     ※下 2桁目は資格を意味している。 
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    建築学系 

番号 分類 番号 分類 

００１～０９９ その他（コース別） ５００～５９９ 構造力学 

１００～１９９ 建築設計製図 ６００～６９９ 建築一般構造 

２００～２９９ 建築計画 ７００～７９９ 建築材料 

３００～３９９ 建築環境工学 ８００～８９９ 建築生産 

４００～４９９ 建築設備 ９００～９９９ 建築法規 

     ※001～099は、一級建築士指定科目以外の科目で、下 2桁を使いコース分けをしている。 

 

    まちづくり学系 

番号 分類 番号 分類 

００１～０９９ 共通・基礎 ５００～５９９ 計画 

１００～１９９ 測量・製図 ６００～６９９ 景観・デザイン 

２００～２９９ 構造・材料 ７００～７９９ 住・都市環境 

３００～３９９ 土・地盤   

４００～４９９ 水工   

 

    人間情報学系 

番号 分類 

１００～１９９ 講義 

２００～２９９ 実験実習 

     ※下 2桁は、学系必修選択の分類がされている。 

 

    基礎理学系 

番号 分類 番号 分類 

００１～０９９ 教職関係 ５００～５９９ 物理 

１００～１９９ 数学 ６００～６９９ 化学 

２００～２９９ 解析 ７００～７９９ 地学 

３００～３９９ 代数 ８００～８９９ 生物 

４００～４９９ 幾何 ９００～９９９ 横断的科目・その他 

 

◆法学部 

    法律学科・現代ビジネス法学科（共通） 

番号 分類 番号 分類 

００１～０９９ 基礎法学 ６００～６４９ 新領域法学 

１００～１９９ 公法学 ６５０～６９９ 法学関連科目 

２００～２９９ 国際法学 ７００～７４９ 演習・ゼミ 

３００～３９９ 社会法学 ７５０～７９９ 法研指導・寄附講座 

４００～４９９ 刑事法学 ８００～８４９ 資格・検定科目 

５００～５９９ 民事法学 ８５０～８９９ キャリア形成科目 

 

   ◆文学部 

    教育学科・史学地理学科・文学科（共通） 

番号 分類 番号 分類 

００１～０９９ 教育学 ６００～６９９ 中国語・中国文学 

１００～１９９ 倫理学 ７００～７９９ 日本文学・文化 

２００～２９９ 初等教育   

３００～３９９ 考古・日本史学   

４００～４９９ 東洋史学   

５００～５９９ 地理・環境   
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   ◆２１世紀アジア学部 

    ２１世紀アジア学科 

番号 分類 

００１～０９９ 必修科目 

１００～１９９ 選択必修科目 

２００～２９９ 選択科目 

５００～５９９ 教職課程科目 

６００～６９９ 日本語教員養成課程科目 

７００～７９９ 学芸員科目 

 

   ◆経営学部 

    経営学科 

番号 分類 

１００～１９９ 基盤科目群・フレッシュマンゼミナール 

２００～２９９ 主要科目群 

３００～３９９ 主要関連科目群・経営学特論 

４００～４９９ 関連科目群・特別講義 

 

④教職課程科目 

番号 分類 番号 分類 

００１～０９９ 共通 ４５１～４９９ 書道科 

１０１～１９９ 社会科（地歴・公民含む） ５０１～５４９ 数学科 

２０１～２４９ 商業科 ５５１～５９９ 理科 

２５１～２９９ 情報科 ６０１～６４９ 技術科 

３０１～３４９ 保健体育科 ６５１～６９９ 工業科 

３５１～３９９ 養護 ７０１～７４９ 英語科 

４０１～４４９ 国語科 ７５１～７９９ 特別支援 

 

⑤世田谷６大学コンソーシアム （経営学部除く） 

 

 

 

 

 

 

 

■科目ナンバリングの活用  

従来の科目名だけの識別ではなく、科目ナンバーを見るだけでどの学部で開講されている講座

であるか、何学年で受講できるか、科目の性格はどうようなものかなどの概略を知ることができ

る。また、既に履修した、または履修を考えている科目ナンバーをリストにすることで、履修科

目全体のバランスなどを確認するための目安となる。 

 

番号 分類 

１００～１９９ 駒澤大学 提供科目 

２００～２９９ 昭和女子大学 提供科目 

３００～３９９ 成城大学 提供科目 

４００～４９９ 東京都市大学 提供科目 

５００～５９９ 東京農業大学 提供科目 


