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科目名 ナンバリング 科目名 ナンバリング 科目名 ナンバリング 科目名 ナンバリング
建学の精神と社会生活 ML101 簿記原理Ⅰ MA101 社会貢献（ボランティア論） MB101 海外演習 MX101
情報Ⅰ ML102 簿記原理Ⅱ MA102 基礎演習Ⅰ MB102 社会貢献（ボランティアⅠ） MX201
情報Ⅱ ML103 財務諸表論Ⅰ MA201 基礎演習Ⅱ MB103 社会貢献（ボランティアⅡ） MX202
日本語表現基礎 ML104 財務諸表論Ⅱ MA202 経営学入門 MB104 経済学 MX203
哲学Ⅰ ML105 原価計算論Ⅰ MA203 会計学入門 MB105 社会調査法 MX204
哲学Ⅱ ML106 原価計算論Ⅱ MA204 ビジネス能力演習 MB106 社会心理学 MX205
倫理学Ⅰ ML107 FP入門 MA205 企業論 MB107 地域表象論 MX206
倫理学Ⅱ ML108 監査論 MA301 経営数学入門 MB108 外書講読Ⅰ MX208
日本史Ⅰ ML109 管理会計論 MA302 経済学入門 MB109 外書講読Ⅱ MX209
日本史Ⅱ ML110 金融論 MA303 キャリア形成Ⅰ MB201 外書講読Ⅲ MX210
外国史Ⅰ ML111 コーポレート・ファイナンス MA304 専門演習Ⅰ MB202 外書講読Ⅳ MX211
外国史Ⅱ ML112 専門演習Ⅱ MB203 ベンチャーキャピタル MX301
教育学Ⅰ ML113 科目名 ナンバリング 経営史総論 MB204 企業と法令 MX302
教育学Ⅱ ML114 情報社会論 ME201 経営と情報 MB205
心理学Ⅰ ML115 ネットワークビジネス論 ME202 マーケティング論 MB206 科目名 ナンバリング
心理学Ⅱ ML116 情報システム ME206 ビジネスソフト演習 MB207 広告・コミュニケーション MC101
地理学Ⅰ ML117 ふるさと・情報総合演習 ME301 キャリア形成Ⅱ MB301 産業論 MC201
地理学Ⅱ ML118 専門演習Ⅲ MB302 流通システム論 MC202
法学Ⅰ ML119 専門演習Ⅳ MB303 販売管理 MC203
法学Ⅱ ML120 専門演習Ⅴ MB401 国際ビジネス MC204
社会学Ⅰ ML121 専門演習Ⅵ MB402 貿易英語 MC207
社会学Ⅱ ML122 貿易実務 MC208
政治学Ⅰ ML123 科目名 ナンバリング マーケティング戦略論 MC302
政治学Ⅱ ML124 簿記論演習Ⅰ MF301 消費者行動論 MC306
自然科学Ⅰ ML125 簿記論演習Ⅱ MF302 商品開発論 MC307
自然科学Ⅱ ML126 財務諸表論演習Ⅰ MF303
健康・体力科学 ML127 財務諸表論演習Ⅱ MF304 科目名 ナンバリング
スポーツⅠ ML128 監査論演習Ⅰ MF305 プレゼンテーション MG101
スポーツⅡ ML129 監査論演習Ⅱ MF306 経営統計学 MG201
英語Ⅰ ML130 企業法演習Ⅰ MF307 地域経営論 MG202
英語Ⅱ ML131 企業法演習Ⅱ MF308 産業実習 MG203
英語Ⅲ ML132 財務会計演習Ⅰ MF309 インターンシップ MG204
英語Ⅳ ML133 財務会計演習Ⅱ MF310 卒業論文 MG401
日本語Ａ ML134 管理会計演習Ⅰ MF311
日本語Ｂ ML135 管理会計演習Ⅱ MF312
日本語Ｃ ML136 商業簿記演習Ⅰ MF313
日本語Ｄ ML137 商業簿記演習Ⅱ MF314
英語Ⅴ ML201 工業簿記演習Ⅰ MF315
英語Ⅵ ML202 工業簿記演習Ⅱ MF316
英語Ⅶ ML203 会計学演習Ⅰ MF317
英語Ⅷ ML204 会計学演習Ⅱ MF318
中国語と文化 ML205 原価計算演習Ⅰ MF319
中国語と社会 ML206 原価計算演習Ⅱ MF320

租税法演習Ⅰ MF321
租税法演習Ⅱ MF322
経営学演習Ⅰ MF323
経営学演習Ⅱ MF324

共通教育科目

ナンバリング
MM101
MM201
MM202
MM203

科目名

MZ
MZ

特殊講義Ⅰ
特殊講義Ⅱ
特殊講義Ⅲ

ナンバリング
MZ

中小企業論
経営史各論

MM307

MM303
MM304

事業計画

MM305

MM301

専門教育科目

2016年度以前入学生対象　カリキュラムナンバリング

＜1文字目＞

異文化経営
国際経営
経営データ分析

科目名
目標管理
経営戦略論
経営組織論

M Management

＜2文字目＞
L Liberal arts
A Accounting
B Basic
C Commerce
E Electronics
F Finance
G General
M Management
S Sports
X eXtra
Z その他


