
時間割

コード 科目名 クラス 担当 教室 コード 科目名 クラス 担当 教室 コード 科目名 クラス 担当 教室 コード 科目名 クラス 担当 教室 コード 科目名 クラス 担当 教室
A029440 社会参画入門 全教員 A010801 健康の科学 岡村、他3名 112/131 C166301 プログラミング基礎 赤星、他3名 PC4 A030501 人間関係心理学 山本 2211 A028601 基礎学力講座１(物理) 池畑 112

C164801 サウンド基礎 星芝 CALL2 C162701 ＣＧ基礎 足立、他1名 PC1

A027504 英語１ マッケイ、他4名 132 A030601 人間力概論 瀬川、他3名 2212 C174501 情報メディアと社会 高 2211 C166001 デッサン１ 足立 ﾋﾞｼﾞｭｱﾙ棟 C166003 デッサン１ 足立 ﾋﾞｼﾞｭｱﾙ棟

A027517 英語１ フィッツパトリック、他4名 134 C166002 デッサン１ 仲築間 ﾋﾞｼﾞｭｱﾙ棟 C166004 デッサン１ 仲築間 ﾋﾞｼﾞｭｱﾙ棟

A027523 英語１ 津田、他4名 124 C177001 造形１ 秋満 ﾋﾞｼﾞｭｱﾙ棟 C177002 造形１ 冨田 ﾋﾞｼﾞｭｱﾙ棟

A027524 英語１ 古川知、他4名 ＥＬＣ C177004 造形１ 冨田 ﾋﾞｼﾞｭｱﾙ棟 C177003 造形１ 秋満 ﾋﾞｼﾞｭｱﾙ棟

A027525 英語１ 清水、他4名 112
ユーティリティ・アワー

A028501 基礎学力講座１(数学) Ｐクラス 坂井 112 ユーティリティ・アワー C176710 線形代数１ 福島、他1名 PC3 A023001 【前】日本語１ (留学生のみ・1st quarter） 清田、他3名 18A41
A028502 基礎学力講座１(数学) Ｑクラス 吉村 135 A023101 【後】日本語２ (留学生のみ・2nd quarter） 清田、他3名 18A41
A028503 基礎学力講座１(数学) Ｑクラス 徂徠 121 A028902 基礎学力講座２(物理) 池畑 121
A028504 基礎学力講座１(数学) 留学生クラス 菊池 125 A030502 人間関係心理学 山本 2211
A028505 基礎学力講座１(数学) Ｒクラス 竹本 123
A028801 基礎学力講座２(数学) Ｐクラス 坂井 112
A028802 基礎学力講座２(数学) Ｑクラス 吉村 135
A028803 基礎学力講座２(数学) Ｑクラス 徂徠 121
A028804 基礎学力講座２(数学) 留学生クラス 菊池 125
A028805 基礎学力講座２(数学) Ｒクラス 竹本 123
C181206 微分積分１ 坂井 122 C174801 【前】情報処理Ａ (1st quarter) 星芝 PC4 A028401 基礎学力講座１(国語) （日本人・一般） 津田 123 A029101 コミュニケーション基礎講座 山本、他3名 2221 A029102 コミュニケーション基礎講座 山本、他4名 2221

C174901 【後】情報処理Ｂ (2st quarter) 吉森 PC4 A028405 基礎学力講座１(国語) （日本人・導入） 太田 125 C175301 情報特別演習１ 赤星、他10名 2211 ユーティリティ・アワー

A028702 基礎学力講座２(国語) （日本人・導入） 太田 125
A028706 基礎学力講座２(国語) （日本人・一般） 坂井 124

C174801 【前】情報処理Ａ (1st quarter) 星芝 PC4 A014323 情報リテラシー１ 坂井 PC3 A028101 大分学・大分楽 杉浦、他6名 2212 A023001 【前】日本語１ (留学生のみ・1st quarter） 清田、他3名 18A41 A028412 基礎学力講座１(国語) （韓国留学生のみ） 白土 18A41
C174901 【後】情報処理Ｂ (2st quarter) 吉森 PC4 A023101 【後】日本語２ (留学生のみ・2nd quarter） 清田、他3名 18A41 A028413 基礎学力講座１(国語) （中国留学生のみ） 津田、他1名 18A52

A028711 基礎学力講座２(国語) （中国留学生のみ） 津田、他1名 18A52
A028712 基礎学力講座２(国語) （韓国留学生のみ） 白土 18A41

集　中　講　義 クラス 担当 年次 スポーツ実践 クラス 担当 年次 月１限 社会参画入門 クラス 担当 教室
：教養基礎科目 C057801 現代の情報技術▲ 中山 1年次 スポーツ実践・基礎Ⅰ 強化部のみ 1年次 A029440 社会参画入門 濱田 【ユーティリティ・アワー】
：専門教育科目 C174401 情報メディアとビジネス 中山 1年次 A029441 社会参画入門 星芝
：教職関連科目 C189802 フィールドワーク （情報） 吉森、他1名 1年次 A029442 社会参画入門 高

＊科目の赤字は必修科目 A029443 社会参画入門 坂井
＊科目の青字は選択必修。 A029444 社会参画入門 赤星 【オフィスアワー】
＊科目の　ピンク(◆印)は教職科目。 A029445 社会参画入門 伊藤
＊教員の青字は非常勤。 A029446 社会参画入門 足立
　【前】【後】：クォータ制の前半と後半を表します。 A029447 社会参画入門 坪倉
　【複】：今期から来学期に継続する科目です。 A029448 社会参画入門 吉森
　【継】：前学期から継続中の授業科目です。 A029449 社会参画入門 福島

今期からの履修登録は出来ません。 A029492 社会参画入門 津田
▲：

火 １年

備
　
考

１年月

水

木

金

（コード）
Ａ　６桁数字

情報メディア学科
日本文理大学

曜日
開講
学年

１時限　(8:50 ～ 10:20) ２時限　(10:30 ～ 12:00) ３時限　(13:00 ～ 14:30) ４時限　(14:40 ～ 16:10) ５時限　(16:20 ～ 17:50)

過年度生用科目（５年以上前の配当科目）

・学科・学年毎に設けられた特別指導及び補習等
のための時間帯です。

・各教員が研究室に待機して、学生の相談事全般
に対応する時間のことです。ユニバーサルパス
ポートの時間割（教員）で確認できます。皆さんは
自由に研究室を訪問して勉強のことや日常生活、
将来の様々なことを質問、相談できます。事前に
アポイントメントをとってから、訪ねましょう。（プライ
バシー厳守）

Ｋ　６桁数字

平成23年度 前期

１年

１年

１年

Ｃ　６桁数字



時間割

コード 科目名 クラス 担当 教室 コード 科目名 クラス 担当 教室 コード 科目名 クラス 担当 教室 コード 科目名 クラス 担当 教室 コード 科目名 クラス 担当 教室
A029440 社会参画入門 全教員 A010801 健康の科学 岡村、他3名 112/131 C166301 プログラミング基礎 赤星、他3名 PC4 A030501 人間関係心理学 山本 2211 A028601 基礎学力講座１(物理) 池畑 112

C164801 サウンド基礎 星芝 CALL2 C162701 ＣＧ基礎 足立、他1名 PC1
A027705 英語３ （英語会話） フィッツパトリック 134 C163701 インターネット１ 福島 PC4 C162501 ＣＧ２ 足立、他1名 PC1 C163001 Ｗｅｂデザイン 坪倉、他1名 PC1
A027710 英語３ （英語会話） マッケイ 132
K000552 ◆【継】教育実習 藪内 18A52 C088901 情報ネットワーク▲ 福島 PC4 C023801 画像表現論▲ 足立 PC1 A017001 生涯スポーツ指導 岡村、他3名 体育館 A030101 第二外国語１（ドイツ語） 津田 18A42

A030001 第二外国語１（中国語） 徐 ELC C023301 画像メディア処理論▲ 吉森 PC4
C166901 メディア処理２Ｂ 吉森 PC4
K004201 ◆総合演習 尾道、他2名 121

４年
A027504 英語１ マッケイ、他4名 132 A030601 人間力概論 瀬川、他3名 2212 C174501 情報メディアと社会 高 2211 C166001 デッサン１ 足立 ﾋﾞｼﾞｭｱﾙ棟 C166003 デッサン１ 足立 ﾋﾞｼﾞｭｱﾙ棟

A027517 英語１ フィッツパトリック、他4名 134 C166002 デッサン１ 仲築間 ﾋﾞｼﾞｭｱﾙ棟 C166004 デッサン１ 仲築間 ﾋﾞｼﾞｭｱﾙ棟

A027523 英語１ 津田、他4名 124 C177001 造形１ 秋満 ﾋﾞｼﾞｭｱﾙ棟 C177002 造形１ 冨田 ﾋﾞｼﾞｭｱﾙ棟

A027524 英語１ 古川知、他4名 ＥＬＣ C177004 造形１ 冨田 ﾋﾞｼﾞｭｱﾙ棟 C177003 造形１ 秋満 ﾋﾞｼﾞｭｱﾙ棟

A027525 英語１ 清水、他4名 112
A027301 アイデンティティの社会学 藪内、他2名 2221 C001601 アルゴリズム基礎▲ 赤星 PC4 C007701 デジタル信号処理▲ 星芝 PC4 C159801 アルゴリズム演習▲ 吉森、他1名 PC4
C010202 プログラミング２ 星芝、他2名 PC4 C163301 アルゴリズムＡ 赤星、他1名 PC4 C166701 メディア処理１ 星芝 PC4 C163501 アルゴリズム演習Ａ 吉森、他1名 PC4

C174301 情報システム２ 坪倉、他1名 PC4 A023401 日本語５ (留学生のみ） 古川俊 18A33 A029901 第二外国語１（韓国語） 高 112
K001601 ◆教育方法論 伊藤 18A41

４年
A028501 基礎学力講座１(数学) Ｐクラス 坂井 112 C176710 線形代数１ 福島、他1名 PC3 A023001 【前】日本語１※金4 (留学生のみ・1st quarter） 清田、他3名 18A41
A028502 基礎学力講座１(数学) Ｑクラス 吉村 135 A023101 【後】日本語２※金4 (留学生のみ・2nd quarter） 清田、他3名 18A41
A028503 基礎学力講座１(数学) Ｑクラス 徂徠 121 水曜日２限 A028902 基礎学力講座２(物理) 池畑 121
A028504 基礎学力講座１(数学) 留学生クラス 菊池 125 A030502 人間関係心理学 山本 2211
A028505 基礎学力講座１(数学) Ｒクラス 竹本 123 ユーティリティ・アワー 全学年
A028801 基礎学力講座２(数学) Ｐクラス 坂井 112
A028802 基礎学力講座２(数学) Ｑクラス 吉村 135
A028803 基礎学力講座２(数学) Ｑクラス 徂徠 121
A028804 基礎学力講座２(数学) 留学生クラス 菊池 125
A028805 基礎学力講座２(数学) Ｒクラス 竹本 123
C088701 情報デザイン１ 伊藤、他1名 PC1 A029801 スポーツサイエンス 竹田、他8名 18C41 C186501 財務諸表論 ※木3 岡部 2211 A029321 社会参画応用 全教員

A023801 日本国憲法 松下 131 A027903 英語５ （英語会話） マッケイ 132 C023201 画像メディア処理演習▲ 吉森 PC4
A027905 英語５ （英語会話) フィッツパトリック 134 C167101 メディア処理演習２Ｂ 吉森 PC4

４年
C181206 微分積分１ 坂井 122 C174801 【前】情報処理Ａ※金1 (1st quarter) 星芝 PC4 A028401 基礎学力講座１(国語) （日本人・一般） 津田 123 A029101 コミュニケーション基礎講座 山本、他3名 2221 A029102 コミュニケーション基礎講座 山本、他4名 2221

C174901 【後】情報処理Ｂ※金1 (2st quarter) 吉森 PC4 A028405 基礎学力講座１(国語) （日本人・導入） 太田 125 C175301 情報特別演習１ 全教員 2211 木曜日５限
A028702 基礎学力講座２(国語) （日本人・導入） 太田 125 ユーティリティ・アワー 全学年
A028706 基礎学力講座２(国語) （日本人・一般） 坂井 124

K001401 ◆教育心理学 山本 121 K005801 ◆情報と職業 高 112 C186501 財務諸表論 ※水3 岡部 2211 C175501 情報特別演習３ 全教員 2211 C162801 ｅビジネスマーケティング論 後藤 18C51
C177201 造形３ 秋満 ﾋﾞｼﾞｭｱﾙ棟

A031301 就職基礎講座 池田 2212 C023601 画像表現演習２▲ 足立 CAD1 C088601 情報セキュリティ▲ 福島 PC4 C172423 研究ゼミナールＡ （情報メディア） 全教員 2211 A029219 社会参画演習 吉村、他1名 18C41
C162206 ＣＡＤ１ 足立　 CAD1 C163901 インターネット３ 福島 PC4

４年
C174801 【前】情報処理Ａ※木2 (1st quarter) 星芝 PC4 A014323 情報リテラシー１ 坂井 PC3 A028101 大分学・大分楽 杉浦、他6名 2212 A023001 【前】日本語１※水4 (留学生のみ・1st quarter） 清田、他3名 18A41 A028412 基礎学力講座１(国語) （韓国留学生のみ） 白土 18A41
C174901 【後】情報処理Ｂ※木2 (2st quarter) 吉森 PC4 A023101 【後】日本語２※水4 (留学生のみ・2nd quarter） 清田、他3名 18A41 A028413 基礎学力講座１(国語) （中国留学生のみ） 津田、他1名 18A52

A028711 基礎学力講座２(国語) （中国留学生のみ） 津田、他1名 18A52
A028712 基礎学力講座２(国語) （韓国留学生のみ） 白土 18A41

C165601 データベース１ 濱田 PC3 A027711 英語３ （TOEIC　受験対策講座） 古川知 CAＥＬＣLL2 A027706 英語３ (文章理解) 津田 18C41 A023201 日本語３ (留学生のみ） 古川俊 18A32
A027712 英語３ (文章理解) 清水 112 C164601 サウンド２ 星芝 CALL2 C090801 情報数学１▲ 福島 PC3

C168301 応用数学１ 福島 PC3
C088201 情報システム▲ 濱田 PC3 A027901 英語５ （英語会話） マッケイ 132 C005701 サウンドメディア表現論▲ 星芝 CALL2 C058001 言語メディア処理論▲ 赤星 PC4 C057901 言語メディア処理演習▲ 赤星 PC4

A027902 英語５ （英語会話) フィッツパトリック 134 C165801 データベース３ 濱田 PC4 C178001 知的システムＢ 赤星 PC4 C167901 映像１ 伊藤、他2名 オープンスタジオ

C178201 知的システム演習Ｂ 赤星 PC4
４年

集　中　講　義 クラス 担当 年次 スポーツ実習 クラス 担当 年次 ゼ　ミ・卒業研究 クラス 担当
：教養基礎科目 C057801 現代の情報技術▲ 中山 1年次 スポーツ実践・応用Ⅰ 強化部のみ 2年次 C109941 【複】卒業研究 赤星 【ユーティリティ・アワー】
：専門教育科目 C174401 情報メディアとビジネス 中山 1年次 C109942 【複】卒業研究 濱田
：教職関連科目 C189802 フィールドワーク （情報） 吉森、他1名 1年次 C109943 【複】卒業研究 星芝

＊科目の赤字は必修科目 C177202 造形３ 高田 2年次 C109945 【複】卒業研究 伊藤
＊科目の青字は選択必修。 C162901 ｅビジネス経営論 中山 3年次 C109946 【複】卒業研究 足立 【オフィスアワー】
＊科目の　ピンク(◆印)は教職科目。 K002901 ◆情報科教育法Ａ 安東 3年次 C109947 【複】卒業研究 坪倉
＊教員の青字は非常勤。 C189401 プロジェクト演習２ 赤星、他7名 4年次 C109948 【複】卒業研究 吉森
　【前】【後】：クォータ制の前半と後半を表します。 K000402 ◆教育原理Ⅱ 長谷川 2年次 C109949 【複】卒業研究 福島
　【複】：今期から来学期に継続する科目です。 C172423 研究ゼミナールＡ （情報メディア） 全教員 3年次 C109950 【継】卒業研究 星芝
　【継】：前学期から継続中の授業科目です。 C109986 【継】卒業研究 足立

今期からの履修登録は出来ません。
▲：

水

２年

１年

２年

火

金

木

３年

月

情報メディア学科

２年

３年

１年

２年

３時限　(13:00 ～ 14:30) ４時限　(14:40 ～ 16:10)
曜日

開講
学年

５時限　(16:20 ～ 17:50)

平成23年度 前期

１年

備
　
考

（コード）
Ａ　６桁数字
Ｃ　６桁数字
Ｋ　６桁数字

日本文理大学
１時限　(8:50 ～ 10:20) ２時限　(10:30 ～ 12:00)

過年度生用科目（５年以上前の配当科目）

３年

１年

２年

・学科・学年毎に設けられた特別指導及び補習等
のための時間帯です。

・各教員が研究室に待機して、学生の相談事全般
に対応する時間のことです。ユニバーサルパス
ポートの時間割（教員）で確認できます。皆さんは
自由に研究室を訪問して勉強のことや日常生活、
将来の様々なことを質問、相談できます。事前にア
ポイントメントをとってから、訪ねましょう。（プライバ
シー厳守）

水曜日２限・木曜日５限

３年

３年

１年



コード 科目名 クラス 担当 教室 コード 科目名 クラス 担当 教室 コード 科目名 クラス 担当 教室 コード 科目名 クラス 担当 教室 コード 科目名 クラス 担当 教室

A030853 文章表現基礎講座 日本人・導入 太田 121 A014351 情報リテラシー１ 安田、坂井 PC3 A029651 勝者の心理学・失敗学概論 藪内、他3名 2212 社会参画実習１ 全教員

A030868 文章表現基礎講座 (韓国学生） 津田、郡 18A32 K001752 ◆教職概論 首藤眞 18Ａ41

A030869 文章表現基礎講座 (後期入学中国学生） 山本 18A51

A030870 文章表現基礎講座 (前期入学中国学生） 安田 18A42

C162451 ＣＧ１ 足立、坪倉 PC1 C163151 Ｗｅｂデザイン基礎 坪倉、伊藤 PC4 A027657 英語２ （英語会話） マッケイ 132 K000351 ◆教育原理Ⅰ 藪内 121 C166151 デッサン２ 足立 ﾋﾞｼﾞｭｱﾙ棟

A027668 英語２ （英語会話） フィッツパトリック 134 C166152 デッサン２ 仲築間 ﾋﾞｼﾞｭｱﾙ棟

K001753 ◆教職概論 首藤眞 18Ａ41 C177151 造形２ 秋満 ﾋﾞｼﾞｭｱﾙ棟

C010051 プログラミング１ 吉森、他3名 PC4 C177152 造形２ 冨田 ﾋﾞｼﾞｭｱﾙ棟

A030951 マーケティング学演習 吉津、安田 121

C176858 線形代数２ 福島、坪倉　 PC3 C166251 ビジネス会計 吉本 121 A028351 起業学 瀬川、他3名 2221 A023651 【3ｒｄ】日本語Ａ※金4 (留学生のみ・3rd quarter） 清田、河野 １8A41 ユーティリティ・アワー

A023751 【4th】日本語Ｂ※金4 (留学生のみ・4ｔｈ quarter） 清田、河野 １8A41

A031251 森里海連環学と地球的課題 池畑 2212

A029051 コミュニケーション演習 山本、他4名 2221 A014352 情報リテラシー１ (留学生クラス） 高 PC3 C175051 【3ｒｄ】情報処理Ｃ※金2 (3rd quarter) 福島 PC4 A029053 コミュニケーション演習 山本、他3名 2221

A030851 文章表現基礎講座 日本人・一般 伊藤 131 C175151 【４ｔｈ】情報処理Ｄ※金2 (4th quarter) 濱田 PC4 C175451 情報特別演習２ 星芝他7名 2211

PC4.5.6

A014465 情報リテラシー２ 安田 PC3 A028452 基礎学力講座１(国語) (後期入学生のみ） 白土 18A42 A027658 英語２ (TOEIC対策) 古川知 ＥＬＣ A023651 【3ｒｄ】日本語Ａ※水4 (留学生のみ・3rd quarter） 清田、河野 18A41 C166153 デッサン２ 足立 ﾋﾞｼﾞｭｱﾙ棟

C170451 経営学入門 橋本 18C41 A028751 基礎学力講座２(国語) (後期入学生のみ） 白土 18A42 A027662 英語２ (文章理解) 津田 124 A023751 【４ｔｈ】日本語Ｂ※水4 (留学生のみ・4ｔｈ quarter） 清田、河野 18A41 C166154 デッサン２ 仲築間 ﾋﾞｼﾞｭｱﾙ棟

C175051 【3ｒｄ】情報処理Ｃ※木3 (3rd quarter) 福島 PC4 A027663 英語２ (文章理解) 清水 112 A028551 基礎学力講座１(数学) 徂徠 121 C177153 造形２ 秋満 ﾋﾞｼﾞｭｱﾙ棟

C175151 【４ｔｈ】情報処理Ｄ※木3 (4th quarter) 濱田 PC4 C181359 微分積分２ 坂井 121 A028851 基礎学力講座２(数学) 徂徠 121 C177154 造形２ 冨田 ﾋﾞｼﾞｭｱﾙ棟

C164551 サウンド１ 星芝 CALL2　

集　中　講　義 クラス 担当 年次 スポーツ実践 クラス 担当 年次 月4限 社会参画実習１ クラス 担当 年次
：教養基礎科目 C174651 情報メディアと法・倫理 中山 1年次 スポーツ実践・基礎Ⅱ 強化部のみ 1年のみ A031057 社会参画実習１ 津田 【ユーティリティ・アワー】
：専門教育科目 C189852 フィールドワーク （情報） 吉森、他1名 1年次 A031072 社会参画実習１ 赤星
：教職関連科目 A031073 社会参画実習１ 濱田

＊科目の赤字は必修科目 A031074 社会参画実習１ 星芝
＊科目の青字は選択必修。 A031075 社会参画実習１ 高 【オフィスアワー】
＊科目の　ピンク(◆印)は教職科目。 A031078 社会参画実習１ 伊藤
＊教員の青字は非常勤。 A031079 社会参画実習１ 足立

A031080 社会参画実習１ 坪倉
【複】：今期から来学期に継続する科目です。 A031081 社会参画実習１ 吉森
【継】：前学期から継続中の授業科目です。 A031082 社会参画実習１ 福島

今期からの履修登録は出来ません。 A031083 社会参画実習１ 坂井

５時限　(16:20 ～ 17:50)開講
学年

・学科・学年毎に設けられた特別指導及び補習等
のための時間帯です。

２時限　(10:30 ～ 12:00)

（コード）

１年

１年

・各教員が研究室に待機して、学生の相談事全般
に対応する時間のことです。ユニバーサルパス
ポートの時間割（教員）で確認できます。皆さんは
自由に研究室を訪問して勉強のことや日常生活、
将来の様々なことを質問、相談できます。事前に
アポイントメントをとってから、訪ねましょう。（プライ
バシー厳守）

水

▲：過年度生用科目（５年以上の科目）

１年

Ａ　６桁数字

Ｋ　６桁数字

備
　
考

【3ｒｄ】【４ｔｈ】：クォータ制の前半と後半を表します。

金

Ｃ　６桁数字

曜日

１年

平成23年度　情報メディア学科　後期　時間割（1年生用）　　　　　　　日本文理大学

月

木 １年

火

１時限　(8:50 ～ 10:20) ３時限　(13:00 ～ 14:30) ４時限　(14:40 ～ 16:10)



コード 科目名 クラス 担当 教室 コード 科目名 クラス 担当 教室 コード 科目名 クラス 担当 教室 コード 科目名 クラス 担当 教室 コード 科目名 クラス 担当 教室
A030853 文章表現基礎講座 日本人・導入 太田 121 A014351 情報リテラシー１ 安田、坂井 PC3 A029651 勝者の心理学・失敗学概論 藪内、他3名 2212 社会参画実習１ 全教員
A030868 文章表現基礎講座 (韓国学生） 津田、郡 18A32 K001752 ◆教職概論 首藤眞 18Ａ41
A030869 文章表現基礎講座 (後期入学中国学生） 山本 18A51
A030870 文章表現基礎講座 (前期入学中国学生） 安田 18A42

A027854 英語４ （英語会話） マッケイ 132 C011751 マルチメディア演習▲ 坪倉、濱田 PC4 C159951 アルゴリズム応用▲ 赤星、吉森 ＰＣ4 K005951 ◆教育課程論 (2008度入学生より） 首藤眞 18Ａ41 C163651 アルゴリズム演習Ｂ 吉森、赤星 ＰＣ4
A027855 英語４ （英語会話） フィッツパトリック 134 C163251 Ｗｅｂプランニング論 坪倉、濱田 PC4 C163451 アルゴリズムＢ 赤星、吉森 ＰＣ4
C162651 ＣＧ３ 足立、坪倉 PC1
K000552 ◆【複】教育実習 藪内 18Ａ52 C168051 映像２ 伊藤、他2名 ｵｰﾌﾟﾝｽﾀｼﾞｵ C165951 デジタルコンテンツ論 高、坪倉 112 A030351 第二外国語２（中国語） 徐 ＥＬＣ A030451 第二外国語２（ドイツ語） 津田 18A42

C009851 プレゼンテーション技法▲ 伊藤、他2名 ｵｰﾌﾟﾝｽﾀｼﾞｵ A031451 就職活動実践講座 池田 2221
４年

C162451 ＣＧ１ 足立、坪倉 PC1 C163151 Ｗｅｂデザイン基礎 坪倉、伊藤 PC4 A027657 英語２ （英語会話） マッケイ 132 K000351 ◆教育原理Ⅰ 藪内 121 A030951 マーケティング学演習 吉津、安田 121
ユーティリティ・アワー A027668 英語２ （英語会話） フィッツパトリック 134

K001753 ◆教職概論 首藤眞 18Ａ41
C010051 プログラミング１ 吉森、他3名 PC4

C023751 画像表現基礎▲ 足立、坪倉 PC1 A027859 英語４ (TOEIC対策) 古川知 ＥＬＣ K001551 ◆教育相談 渡辺 18Ａ31 C088852 情報デザイン２ 伊藤、坪倉 ｵｰﾌﾟﾝｽﾀｼﾞｵ C174251 情報システム１ 吉森、濱田 PC4
ユーティリティ・アワー A030751 ヒューマンアート 坂井、安田 2211 K005952 ◆教育課程論 (2008度入学生より） 首藤眞 18Ａ41

C007951 ドキュメントデザイン１▲ 伊藤、坪倉　 PC4
C166851 メディア処理２Ａ 星芝 PC3

ユーティリティ・アワー C019351 音響メディア処理論▲ 星芝 PC3 C023551 画像表現演習１▲ 足立、坪倉 PC1 A023551 日本語６ (留学生のみ） 古川俊 18Ａ21 A030251 第二外国語２（韓国語） 高 112
K004051 ◆生徒指導 後藤靖 18Ａ52

４年 ユーティリティ・アワー C010751 プログラミング応用▲ 吉森、濱田 PC4
C176858 線形代数２ 福島、坪倉 PC3 C166251 ビジネス会計 吉本 121 A028351 起業学 瀬川、他3名 2221 A023651 【3ｒｄ】日本語Ａ※金4 (留学生のみ・3rd quarter） 清田、河野 １8A41 ユーティリティ・アワー

A023751 【4th】日本語Ｂ※金4 (留学生のみ・4ｔｈ quarter） 清田、河野 １8A41
A031251 森里海連環学と地球的課題 池畑 2212

K004151 ◆青年心理学 山本 18Ａ41 A027451 異文化コミュニケーション 清水、他4名 2211 A029751 商品開発学 吉津 121 社会参画実習２ 備考参照 A023351 日本語４ (留学生のみ） 古川俊 18A41
ユーティリティ・アワー C090951 情報数学２▲ 福島 PC4 ユーティリティ・アワー

C168451 応用数学２ 福島 PC4

ユーティリティ・アワー A027251 ＮＰＯプロジェクト 市川、他2名 18Ｃ41 C162357 ＣＡＤ２ 足立 ＣＡＤ1 A029551 就職講座 池田 2221 ユーティリティ・アワー

A028052 英語６ （英語会話） フィッツパトリック 134

４年 ユーティリティ・アワー ユーティリティ・アワー

A029051 コミュニケーション演習 山本、他4名 2221 A014352 情報リテラシー１ (留学生クラス） 高 PC3 C005251 コンピュータ基礎２▲ 濱田 PC4 A029053 コミュニケーション演習 山本、他3名 2221
A030851 文章表現基礎講座 日本人・一般 伊藤 131 C175051 【3ｒｄ】情報処理Ｃ※金2 (3rd quarter) 福島 PC4 C175451 情報特別演習２ 星芝他7名 2211

C175151 【4th】情報処理Ｄ※金2 (4th quarter) 濱田 PC4 PC4.5.6
C165751 データベース２ 濱田 PC4 C177951 知的システムＡ 赤星 PC4 A027858 英語４ （文章理解） 津田 124 C175651 情報特別演習４ 星芝他7名 2211 A020351 大分の産業 池田 2211

A028251 感性学 伊藤、他2名 2212 PC4.5.6 A020551 大分の産業Ｂ▲ 池田 2211
C004651 コンピュータ・アーキテクチャ２▲ 福島 PC4

C094651 人工知能論▲ 赤星 PC4 C172578 研究ゼミナールＢ 全教員 2211 C172578 研究ゼミナールＢ 全教員 PC3.4
PC4.5.6

４年
A014465 情報リテラシー２ 安田 PC3 A028452 基礎学力講座１(国語) (後期入学生のみ） 白土 18A42 A027658 英語２ (TOEIC対策) 古川知 ＥＬＣ A023651 【3ｒｄ】日本語Ａ※水4 (留学生のみ・3rd quarter） 清田、河野 18A41
C170451 経営学入門 橋本 18C41 A028751 基礎学力講座２(国語) (後期入学生のみ） 白土 18A42 A027662 英語２ (文章理解) 津田 124 A023751 【４ｔｈ】日本語Ｂ※水4 (留学生のみ・4ｔｈ quarter） 清田、河野 18A41

C175051 【3ｒｄ】情報処理Ｃ※木3 (3rd quarter) 福島 PC4 A027663 英語２ (文章理解) 清水 112 A028551 基礎学力講座１(数学) 徂徠 121
C175151 【4th】情報処理Ｄ※木3 (4th quarter) 濱田 PC4 C181359 微分積分２ 坂井 121 A028851 基礎学力講座２(数学) 徂徠 121

C164551 サウンド１ 星芝 CALL2　
C164751 サウンド３ 星芝 CALL2　 A027860 英語４ （文書理解） 清水 112 C167051 メディア処理演習２Ａ 星芝 PC3 C177351 造形４ 秋満 ﾋﾞｼﾞｭｱﾙ棟 C163851 インターネット２ 福島 PC4

C177352 造形４ 冨田 ﾋﾞｼﾞｭｱﾙ棟

C178151 知的システム演習Ａ 赤星 PC4
A028051 英語６ （英語会話） マッケイ 132 C019251 音響メディア処理演習▲ 星芝 PC3 C094551 人工知能演習▲ 赤星 PC4

４年

集　中　講　義 クラス 担当 年次 水4限 社会参画実習２ クラス 担当 年次 ゼミ・卒業研究 クラス 担当 年次
：教養基礎科目 C174651 情報メディアと法・倫理 中山 1年次 A031161 社会参画実習２ （企業課題クラス） 吉村 2年次 C109941 【継】卒業研究 赤星 4年次 【ユーティリティ・アワー】
：専門教育科目 C189852 フィールドワーク （情報） 吉森、他1名 1年次 A031165 社会参画実習２ 伊藤 2年次 C109942 【継】卒業研究 濱田 4年次
：教職関連科目 C164051 インターネット４ 福島 3年次 A031166 社会参画実習２ 吉森 2年次 C109943 【継】卒業研究 星芝 4年次

＊科目の赤字は必修科目 C166451 プロジェクトマネジメント論 中山 3年次 A031167 社会参画実習２ 高 2年次 C109945 【継】卒業研究 伊藤 4年次
＊科目の青字は選択必修。 C186651 プロジェクト演習１ 赤星、他7名 3年次 A031168 社会参画実習２ 津田 2年次 C109946 【継】卒業研究 足立 4年次 【オフィスアワー】
＊科目の　ピンク(◆印)は教職科目。 K003051 ◆情報科教育法Ｂ 安東 3年次 A031169 社会参画実習２ 坂井 2年次 C109947 【継】卒業研究 坪倉 4年次
＊教員の青字は非常勤。 K005151 ◆特別活動の研究 橋口 3年次 A031170 社会参画実習２ 星芝 2年次 C109948 【継】卒業研究 吉森 4年次

C189551 プロジェクト演習３ 赤星、他7名 4年次 A031171 社会参画実習２ 赤星 2年次 C109949 【継】卒業研究 福島 4年次
【複】：今期から来学期に継続する科目です。 スポーツ実践 クラス 担当 年次 A031172 社会参画実習２ 足立 2年次 C109950 【複】卒業研究 吉森 4年次
【継】：前学期から継続中の授業科目です。 スポーツ実践・応用Ⅱ 強化部のみ 2年のみ A031173 社会参画実習２ 坪倉 2年次 C109951 【複】卒業研究 福島 4年次

今期からの履修登録は出来ません。 他学部 スポーツリテラシーⅦＢ 強化部のみ 3年のみ A031174 社会参画実習２ 福島 2年次
▲：過年度生用科目（５年以上の科目） 他学部 スポーツリテラシーⅧＢ 強化部のみ 4年のみ A031175 社会参画実習２ 濱田 2年次

（コード）

３年

・学科・学年毎に設けられた特別指導及び補習等
のための時間帯です。Ｋ　６桁数字

・各教員が研究室に待機して、学生の相談事全般
に対応する時間のことです。ユニバーサルパス
ポートの時間割（教員）で確認できます。皆さんは
自由に研究室を訪問して勉強のことや日常生活、
将来の様々なことを質問、相談できます。事前にア
ポイントメントをとってから、訪ねましょう。（プライバ
シー厳守）

金

１年

２年

３年

備
　
考

３時限　(13:00 ～ 14:30)

Ａ　６桁数字
Ｃ　６桁数字

水

１年

２年

３年

木

１年

２年

１年

２年

３年

月

１年

２年

平成23年度　情報メディア学科　後期　時間割（2～4年生用）　　　　　日本文理大学

【3ｒｄ】【4th】：クォータ制の前半と後半を表します。

４時限　(14:40 ～ 16:10) ５時限　(16:20 ～ 17:50)

３年

開講
学年

１時限　(8:50 ～ 10:20) ２時限　(10:30 ～ 12:00)
曜日

火


