
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

社会参画入門 備考参照 A028403 基礎学力講座１(国語) 日本人・一般 太田 18A32 A030501 人間関係心理学 （留学生クラス） 山本、杉浦 2211 Ｓクラス 18A41
A028406 基礎学力講座１(国語) 日本人・一般 安田幸 121
E026301 情報システム基礎 本村 PC3

A014302 情報リテラシー１ 坂井 PC1 E039501 情報メディアと社会 高 2211 A028814 基礎学力講座２(数学) 板倉 18A31
A014319 情報リテラシー１ 徂徠 PC3 A010803 健康の科学 112・131・143 A028815 基礎学力講座２(数学) 徂徠 131
A014320 情報リテラシー１ 安田幸 PC2 A017003 生涯スポーツ指導 体育館
E001201 スポーツリテラシーⅠ （スポーツ史） 尾道 18C41

A027501 英語１(履修登録用） 4/11・4/18 全学生 18A61 A014311 情報リテラシー１ 徂徠 PC3 A028402 基礎学力講座１(国語) 日本人・一般 太田 124 A023001 【前】日本語１ (留学生のみ・1st quarter） 清田、平野、河野恵 18A53 ユーティリティ・アワー

(クラス分け後の教室） A014312 情報リテラシー１ 本村 PC1 A028409 基礎学力講座１(国語) 日本人・一般 藪内 844 A023101 【後】日本語２ (留学生のみ・2nd quarter） 清田、平野、河野恵 18A53 (原則隔週設定、第1・3週)

A027513 英語１ 津田　他3名 18A52 A014313 情報リテラシー１ （留学生クラス） 高 PC4 A028410 基礎学力講座１(国語) 日本人・一般 杉浦 18A51 A030502 人間関係心理学 山本、杉浦 2211
A027514 英語１ 清水　他3名 18A41 E001202 スポーツリテラシーⅠ （スポーツ史） 尾道 18C51 A028509 基礎学力講座１(数学) 板倉 18A31
A027515 英語１ ﾖﾈｻﾞﾜ　他3名 25614 A028510 基礎学力講座１(数学) 徂徠 131
A027528 英語１ 古川知　他3名 18A31

E030801 日本経済事情 市川 18A51 A027503 英語１(履修登録用） 4/12・4/19 全学生 18A61 E012101 経営学入門 工藤 18A61 E012102 経営学入門 橋本 2212
E041901 医学一般 佐保 18A52 (クラス分け後の教室） E032101 簿記入門 吉本 18C41 E032102 簿記入門 岡部 18C41

A027509 英語１ 古川知　他3名 25613
A027511 英語１ ﾖﾈｻﾞﾜ　他3名 25614
A027526 英語１ 津田　他3名 131
A027527 英語１ 清水　他3名 121

A028705 基礎学力講座２(国語) 日本人・一般 太田 18A41 A028408 基礎学力講座１(国語) 日本人・導入 安田幸 18A51 A028701 基礎学力講座２(国語) 日本人・一般 安田幸 18C51 A023001 【前】日本語１ (留学生のみ・1st quarter） 清田、平野、河野恵 18A53 A028413 基礎学力講座１(国語) (留学生のみ） 津田、郡 18A52
A028710 基礎学力講座２(国語) 日本人・一般 森田 18A51 A028713 基礎学力講座２(国語) 日本人・導入 安田幸 18A51 A028703 基礎学力講座２(国語) 日本人・一般 太田 18A41 A023101 【後】日本語２ (留学生のみ・2nd quarter） 清田、平野、河野恵 18A53 A028711 基礎学力講座２(国語) (留学生のみ） 津田、郡 18A52

集　中　講　義 クラス 担当 年次 月１限 社会参画入門 クラス 担当 教室 月１限 社会参画入門 クラス 担当 教室

：教養基礎科目 E039601 情報メディアとビジネス 中山 1年次 A029435 社会参画入門 太田 18A32 A029462 社会参画入門 森田 18A42 【ユーティリティ・アワー】

：専門教育科目 E043901 フィールドワーク （経営経済） 松下 1年次 A029451 社会参画入門 野中 18A53 A029466 社会参画入門 鈴木照 18C51

：教職関連科目 E044001 鈴木照 1年のみ A029453 社会参画入門 鍋田 18C21-2 A029467 社会参画入門 清水 18A10

＊科目の赤字は必修科目 A029454 社会参画入門 竹田 18C41 A029478 社会参画入門 工藤 18A31

＊科目の青字は選択必修。 A029455 社会参画入門 松下 18A33 A029481 社会参画入門 高橋 18A61 【オフィスアワー】

＊科目の　ピンク(◆印)は教職科目。 スポーツ実践 クラス 担当 年次 A029456 社会参画入門 本村 PC5 A029491 社会参画入門 河村 18C21-3

＊教員の青字は非常勤。 スポーツ実践・基礎Ⅰ 強化部のみ A029457 社会参画入門 國分 18A12

　【前】【後】：クォータ制の前半と後半を表します。 A029458 社会参画入門 橋本 18C21-1

　【複】：今期から来学期に継続する科目です。 A029459 社会参画入門 吉本 25614

　【継】：前学期から継続中の授業科目です。 A029460 社会参画入門 古川順 18A62

今期からの履修登録は出来ません。 A029461 社会参画入門 馬男木 18A43

Ｋ　６桁数字

１年

備
　
考

（コード）

坂井、竹田、瀬川
A030602 人間力概論 2211・2212

薮内、杉浦、清水

・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）

木 １年

金

コミュニケーション基礎講座

Ａ　６桁数字

4/26から

寄付講座（被災地児童支援実践） 

・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。

水 １年

E　６桁数字

A028101

4/25から

開講
学年

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

平成24年度 前期 経営経済学科（1年）
日本文理大学

５時限　(16:20 ～ 17:50)

山本、安田         

2212

岡村、岩元、郡、武田

2221

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

清水、杉浦、薮内
A029102

2221A029101 コミュニケーション基礎講座
清水、杉浦、薮内

山本、安田

大分学・大分楽
岡村、岩元、郡、武田

杉浦、安田、園田       

伊藤、瀬川、吉津、工藤

月 １年

火 １年



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

社会参画入門 各教員 A028403 基礎学力講座１(国語) 日本人・一般 太田 18A32 A030501 人間関係心理学 （留学生クラス） 山本、杉浦 2211 A014321 情報リテラシー１ (再履修者用） 本村 PC3 専門 月2 馬男木 18A10
A028406 基礎学力講座１(国語) 日本人・一般 安田幸 121 Ｓクラス 18A41 専門 月2 板倉 18A33
E026301 情報システム基礎 本村 PC3 専門 月2 鈴木照 18C21-2

K004501 ◆地理学概論Ａ 土居 18A51 ゼミナールⅡＡ 右図参照 E001501 スポーツリテラシーⅣ （スポーツ産業） 竹田 18C41 E014801 経済学史 ※金１ 古川順 18A32 E014802 経済学史 ※金3 古川順 18A32 専門 月2 古川順 18C21-3
E011001 金融論Ⅰ 宮本 18C51 E015601 経済数学 ※火３ 馬男木 18A61 E018801 国際経済学 板倉 18A31 専門 月2 本村 18A12
E033501 流通史 尾道 18A51 E016601 経済発展とスポーツ 尾道 18C41 E041801 児童福祉論 鍋田 18A51 専門 月2 鍋田 18A43
K000402 ◆教育原理Ⅱ 首藤眞 18A41 専門 月2 高橋 18A53

A027901 英語５ （英語会話） 古川知 18A41 K002201 ◆【複】社会科・公民科教育法 (通年) 尾道 18A32 【複】ゼミナールⅢ 右図参照 A023802 日本国憲法 松下 18A31 A030101 第二外国語１（ドイツ語） 津田 123 専門 月2 河村 18A62
E020301 財務管理論 吉本 18A41 E028601 地域経済論 市川 18C51 専門 月2 工藤 18A31
E027901 精神保健学 高橋 18A52 専門 月2 堀 18A42

K000552 ◆【継】教育実習 藪内 18A52 【複】ゼミナールⅣ E043101 【後】就労支援サービス (2nd quarter) 野中 18A52 専門 月2 岡部 844
K000752 ◆【継】教育実習（中学） 藪内 18A52 E043301 【前】更生保護 (1ｓｔ quarter) 鈴木照 18A52 専門 木2 橋本 18A51
A014302 情報リテラシー１ 坂井 PC1 A010803 健康の科学 112・131・143 A028814 基礎学力講座２(数学) 板倉 18A31 専門 木2 吉本 18C21-3
A014319 情報リテラシー１ 徂徠 PC3 E039501 情報メディアと社会 高 2211 A028815 基礎学力講座２(数学) 徂徠 131 専門 木2 竹田 18A62
A014320 情報リテラシー１ 安田幸 PC2 専門 木2 森田 18A43
E001201 スポーツリテラシーⅠ （スポーツ史） 尾道 18C41 専門 木2 松下 18C21-2

専門 木2 吉津 18A53
専門 木2 後藤幹 18A52

E043401 原価計算論Ａ 工藤 18A32 A027705 英語３ （英語会話） 古川知 25613 E015601 経済数学 ※月４ 馬男木 18A61 E004001 ビジネス実務演習Ａ ※木4 國分 18A41 E016701 経済分析 ※木５ 板倉 18A31 専門 木2 徂徠 CAD2
A027707 英語３ （英語会話） ﾖﾈｻﾞﾜ 25614 E031401 発達心理学 高橋 18A51 E038001 スポーツ生理学 堀 18A52 E023301 社会保障論Ａ 鈴木照 18A51 専門 木2 山本 18A33
E004201 ビジネス実務総論Ａ 國分 18A61 E033001 民法ⅠＡ 松下 18C51 E041601 高齢者福祉論 小桐 18C51
E007701 【複】会社簿記 (通年) 岡部 18A41 K005301 ◆日本史Ａ 尾道 18A31
E017701 公的扶助論 野中 18C41 A027301 アイデンティティの社会学 2221

E001601 スポーツリテラシーⅤ （スポーツ組織論） 竹田 18A52 E003101 データ解析Ａ 本村 18A12 【複】ゼミナールⅢ 右図参照 A023401 日本語５ (留学生のみ） 古川俊 18A33 A029902 第二外国語１（韓国語） 高 112
E042801 相談援助の理論と方法A 小桐 18A31 18A31 E009701 企業形態論Ａ 新谷 18A32 A030002 第二外国語１（中国語） 徐 25613 E017601 公共経済学 ※木４ 森田 18A52

E016901 憲法Ａ 鈴木照 18A52 E043801 社会福祉調査法 河村 18A52 K002301 ◆【複】社会科教育法 (通年) 尾道 18A32
E029201 中小企業論Ａ 新谷 18A32 専門 月3 國分 18A12
E038601 エクササイズテクニック 堀 アポロ 専門 月3 山本 18A52

【複】ゼミナールⅣ 【複】ゼミナールⅣ 専門 月3 馬男木 18A43
専門 月3 板倉 18A33

A027501 英語１(履修登録用） 4/4・11・18 全学生 18A61 A014311 情報リテラシー１ 徂徠 PC3 A028402 基礎学力講座１(国語) 日本人・一般 太田 124 A023001 【前】日本語１ (留学生のみ・1st quarter） 清田、平野、河野恵 18A53 ユーティリティ・アワー 専門 月3 鈴木照 PC5
(クラス分け後の教室） A014312 情報リテラシー１ 本村 PC1 A028409 基礎学力講座１(国語) 日本人・一般 藪内 844 A023101 【後】日本語２ (留学生のみ・2nd quarter） 清田、平野、河野恵 18A53 (原則隔週設定、第1・3週) 専門 月3 古川順 18A10

A027513 英語１ 津田　他3名 18A52 A014313 情報リテラシー１ （留学生クラス） 高 PC4 A028410 基礎学力講座１(国語) 日本人・一般 杉浦 18A51 A030502 人間関係心理学 山本、杉浦 2211 専門 月3 松下 18C21-2
A027514 英語１ 清水　他3名 18A41 E001202 スポーツリテラシーⅠ （スポーツ史） 尾道 18C51 A028509 基礎学力講座１(数学) 板倉 18A31 専門 月3 野中 18C21-1
A027515 英語１ ﾖﾈｻﾞﾜ　他3名 25614 A028510 基礎学力講座１(数学) 徂徠 131 専門 月3 鍋田 18C21-3
A027528 英語１ 古川知　他3名 18A31 専門 月3 高橋 ELC
E029901 統計理論 本村 18A12 A027710 英語３ （英語会話） ﾖﾈｻﾞﾜ 25614 E020401 財務諸表論 ※木３ 岡部 2211 社会参画応用 備考参照 ユーティリティ・アワー 専門 月3 河村 18A53

A027711 英語３ （TOEIC　受験対策講座） 古川知 18A32 E033701 臨床心理学 高橋 18C41 (原則隔週設定、第1・3週) 専門 月3 工藤 18A31
A029802 スポーツサイエンス 18C41 専門 月3 堀 18A42
E042001 相談援助の基盤と専門職Ａ 鍋田 18A41 専門 月3 岡部 844
K003501 ◆心理学概論Ａ 高橋 18A42 専門 火3 徂徠 CAD2

E042601 スポーツ法学 鈴木照 18A51 E009001 管理会計論Ａ 橋本 121 A031301 就職基礎講座 2212 E006001 リスク管理論 土肥 123 ユーティリティ・アワー 専門 火3 森田 18A10
K004801 ◆哲学概論Ａ 藪内 18A42 E013201 経営組織論Ａ 平池 122 E007901 外国為替論Ａ 福田 18A42 E028101 多国籍企業論 福田 18A42 (原則隔週設定、第1・3週) 専門 火3 市川 18A53

E028901 地域福祉論 河村 18A52 E030301 特殊講義（企業経営の実際） 國分、飯田 18A41 専門 火3 竹田 18C21-2
E034201 労働法ⅡＡ 鈴木照 18A31 E033201 民法Ⅱ ※木４ 松下 112 専門 火3 本村 18A12
K002501 ◆商業科教育法Ａ 岡部 18A51 K002201 ◆【複】社会科・公民科教育法 (通年) 尾道 18A32 専門 火3 吉津 18A43

ユーティリティ・アワー 専門 火3 後藤幹 18C41
(原則隔週設定、第1・3週) 専門 火3 橋本 PC1

E030801 日本経済事情 市川 18C51 A027503 英語１(履修登録用） 4/5・12・19 全学生 18A61 E012101 経営学入門 工藤 18A61 E012102 経営学入門 橋本 2212 A014310 情報リテラシー１ （再履修者用） 本村 PC3 専門 火3 吉本 18C21-3
E041901 医学一般 佐保 18A52 (クラス分け後の教室） E032101 簿記入門 吉本 18C41 E032102 簿記入門 岡部 18C41 専門 水5 馬男木 18A33

A027509 英語１ 古川知　他3名 25613
A027511 英語１ ﾖﾈｻﾞﾜ　他3名 25614
A027526 英語１ 津田　他3名 131
A027527 英語１ 清水　他3名 121

K001401 ◆教育心理学 山本 121 ゼミナールⅡＡ 右図参照 E004901 プログラミング入門 本村 18A12 E004001 ビジネス実務演習Ａ ※火4 國分 18A42 E016701 経済分析 ※火５ 板倉 18A31
E020401 財務諸表論 ※水３ 岡部 2211 E005301 マーケティング論 後藤幹 18C51 E038801 ｅビジネスマーケティング論 後藤幹 18C51 専門 月4 國分 18A12
E035901 広告論 後藤幹 18C51 E021551 【複】社会福祉援助技術演習Ⅰ (通年) 野中、鍋田、河村 18C21-1 専門 月4 板倉 18A33
E040201 日本のサービス産業 橋本 2212 E030901 日本経済論 市川 18A51 専門 火4 鈴木照 18C21-2

専門 火4 竹田 18A43
E008701 監査論Ａ 工藤 18A32 E013901 経済外書講読Ａ 古川順 18A32 E005201 マーケティングリサーチ 吉津 18A42 E000701 システム分析論 本村 18A12 A029219 社会参画演習 吉村、鈴木照 18C41 専門 火4 市川 18A53
E018301 国際金融システム論 宮本 18A42 E036701 【複】社会福祉援助技術現場実習指導 （通年） 野中、鍋田、河村 18C21-1 E033901 労働法ⅠＡ 鈴木照 18A51 E039101 統計学 徂徠 PC2 K001601 ◆教育方法論 伊藤安 18A41 専門 火4 馬男木 18A11
K005701 ◆【複】法学概論 (通年) 鈴木照 18A41 E043601 経済統計A 2010入学以降 本村 18A12 E036701 【複】社会福祉援助技術現場実習指導 （通年） 野中、鍋田、河村 18C21-1 E017601 公共経済学 ※火５ 森田 18A52 専門 火4 本村 18A12

K003801 ◆政治学概論Ａ 鄭 18A42 E001701 【複】スポーツリテラシーⅥ （スポーツビジネス実践・通年） 竹田、鈴木照 18A41 E020301 財務管理論 吉本 18A61 専門 火4 森田 18A51

E033201 民法Ⅱ ※水４ 松下 112 専門 火4 野中 18C21-1

専門 火4 高橋 18A62

E016401 【複】経済統計（～2009） (通年) 本村 18A12 E038501 ストレングス＆コンデイショニング応用 堀 18A41 専門 火4 工藤 18A42

専門 火4 鍋田 18C21-3

A028705 基礎学力講座２(国語) 日本人・一般 太田 18A41 A028408 基礎学力講座１(国語) 日本人・導入 安田幸 18A51 A028701 基礎学力講座２(国語) 日本人・一般 安田幸 18C51 A023001 【前】日本語１ (留学生のみ・1st quarter） 清田、平野、河野恵 18A53 A028413 基礎学力講座１(国語) (留学生のみ） 津田、郡 18A52 専門 火4 河村 18A10

A028710 基礎学力講座２(国語) 日本人・一般 森田 18A51 A028713 基礎学力講座２(国語) 日本人・導入 安田幸 18A51 A028703 基礎学力講座２(国語) 日本人・一般 太田 18A41 A023101 【後】日本語２ (留学生のみ・2nd quarter） 清田、平野、河野恵 18A53 A028711 基礎学力講座２(国語) (留学生のみ） 津田、郡 18A52 専門 火4 吉津 4224

専門 火4 鍋田 18C21-3

専門 火4 岡部 844

E014801 経済学史 ※月４ 古川順 18A32 A027712 英語３ (文章理解) 清水 112 A027706 英語３ (文章理解) 津田 18C41 E040701 訪問介護論Ａ 野中、河村 18A51 18A51 専門 火4 後藤幹 18C41

E036901 ブランド学 吉津 18A52 E016101 経済政策論 市川 18C51 E001401 スポーツリテラシーⅢ （コーチング＆ティーチング法） 岡村、岩元、郡、武田、堀 体育館 A023201 日本語３ (留学生のみ） 古川俊 18A32 ユーティリティ・アワー 専門 火4 山本 25614

E037801 バイオメカニクス 長野 18A31 E014802 経済学史 ※月5 古川順 18A32 専門 火5 徂徠 PC5

A027704 英語３ （英語会話） 古川知 25613 E022401 社会福祉原論Ａ 河村 18A52 専門 金2 尾道 18C21-2

E021601 【複】社会福祉援助技術演習Ⅱ (通年) 野中、鍋田、河村 18C21-1 18C21-1 E025601 商法ⅠＡ 宇野 18A31 E025901 商法ⅡＡ 宇野 18A31 ユーティリティ・アワー 専門 金2 古川順 18A53

E039901 【後】産業カウンセリング論 (2nd quarter） 高橋、久米 2211.2213 2211.2213 E040001 【複】産業カウンセリング演習 (通年) 高橋、久米 2211.2213 2211.2213 専門 金2 松下 18A33

E029001 地方財政論 野中 18A51 専門 金2 堀 18A32

４年 E038401 【複】ストレングス＆コンデイショニング指導法 (通年) 堀 18A31 【複】ゼミナールⅣ 右図参照 ユーティリティ・アワー

集　中　講　義 クラス 担当 年次 スポーツ実践 クラス 担当 年次 水4限 社会参画応用

：教養基礎科目 E039601 情報メディアとビジネス 中山 1年次 スポーツ実践・応用Ⅰ 強化部のみ 2年次 A029337 社会参画応用 板倉 18A31 【ユーティリティ・アワー】

：専門教育科目 E043901 フィールドワーク （経営経済） 松下 1年次 スポーツリテラシーⅦＡ 強化部のみ 3年次 A029338 社会参画応用 太田 18A22

：教職関連科目 E030001 【複】特殊講義（スポーツイベント実践） (通年) 竹田 2年次 スポーツリテラシーⅧＡ 強化部のみ 4年次 A029340 社会参画応用 吉本 18A51
＊科目の赤字は必修科目 E040501 【複】ボランティア実習 (通年) 鈴木照　竹田　鍋田 2年次 A029341 社会参画応用 鈴木照 18A43
＊科目の青字は選択必修。 E021701 社会福祉援助技術現場実習 野中　鍋田　河村 3年次 A029342 社会参画応用 古川順 18C51 【オフィスアワー】
＊科目の　ピンク(◆印)は教職科目。 E038901 ｅビジネス経営論 中山 3年次 A029343 社会参画応用 森田 18A61
＊教員の青字は非常勤。 K005501 ◆福祉科教育法Ａ 山岸 3年次 A029344 社会参画応用 市川 18A21
　【前】【後】：クォータ制の前半と後半を表します。 E001301 スポーツリテラシーⅡ （救急法） 堀　岡村　岩元　郡　武田 2年次 水２ スポーツサイエンス A029345 社会参画応用 吉津 131
　【複】：今期から来学期に継続する科目です。 A029347 社会参画応用 工藤 18A52
　【継】：前学期から継続中の授業科目です。 水３ 就職基礎講座

今期からの履修登録は出来ません。

２年

曜日
開講
学年

１時限　(8:50 ～ 10:20)

１年

4/25から

人間力概論

２時限　(10:30 ～ 12:00)

平成24年度 前期

月

１年

２年

３年

４年

山本、安田 清水、杉浦、薮内

木

火

A028101 大分学・大分楽

４年

３年

水

１年

A029102

2221

山本、安田         
2221

藪内、山本、清水

池田、他6名※Ｂ

竹田、他8名※Ａ

-------------------------------→

竹田、他8名※Ａ

コミュニケーション基礎講座
4/26から

-------------------------------→

A029101 コミュニケーション基礎講座

-------------------------------→

清水、杉浦、薮内

・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）

-------------------------------→

杉浦、安田、園田       

薮内、杉浦、清水
坂井、竹田、瀬川

岡村、岩元、郡、武田

伊藤、瀬川、吉津、工藤
2212

３年

４年

１年

２年

２年

３年

４年

備
　
考

・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。

竹田、岡村、岩元、安田、郡、武田、池畑、坂井、吉村
池田、他6名※Ｂ

池田、川崎、園田、郡、伊藤、吉津、森田

【担当教員名詳細】

Ｋ　６桁数字

（コード）

Ａ　６桁数字

E　６桁数字

金

１年

２年

-------------------------------→

３年

経営経済学科(２年以上）
日本文理大学

A030602

ゼミナールⅣ（通年）

　ゼミナールⅢ（通年）

５時限　(16:20 ～ 17:50)４時限　(14:40 ～ 16:10)
　ゼミナールⅡA

３時限　(13:00 ～ 14:30)

2211・2212



後期

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

A030868 文章表現基礎講座 (韓国留学生のみ） 津田、郡 18A32 A027655 英語２ （文章理解） 津田 121 K001752 ◆教職概論 首藤眞 18A41 社会参画実習１ 下記参照 A014354 情報リテラシー１ 本村 PC3
A030869 文章表現基礎講座 (後期入学中国留学生のみ） 山本 18A51 A027656 英語２ （文章理解） 清水 112 E026351 情報システム基礎 本村 PC3 A029472 社会参画入門 板倉 18A31
A030870 文章表現基礎講座 (前期入学中国留学生のみ） 安田幸 18A42 A030860 文章表現基礎講座 （日本人・一般） 藪内 131

Ｓクラス 18Ａ41 A030865 文章表現基礎講座 （日本人・一般） 太田 133

A014353 情報リテラシー１ 坂井、安田幸 PC4 A030852 文章表現基礎講座 （日本人・一般） 太田 123 A010851 健康の科学 18C51 A028352 起業学 2212
A014356 情報リテラシー１ 徂徠 PC3 A030854 文章表現基礎講座 （日本人・一般） 杉浦 124 E012051 経営学総論 國分 18A52
A014456 情報リテラシー２ 本村 PC2 E014951 経済学入門 森田 121 E031651 簿記原理 岡部 18A61

E022851 社会福祉入門 野中 18C41

A027653 英語２ （英語会話） ﾖﾈｻﾞﾜ 25614 A014355 情報リテラシー１ 本村 PC2 A029652 勝者の心理学・失敗学概論 藪内、他2名 2211・2212 A023651 【前】日本語Ａ (留学生のみ・3rd quarter） 清田、河野 18A41
A027658 英語２ (TOEIC受験対策講座) 古川知 25613 A014357 情報リテラシー１ 高 PC3 E001151 スポーツビジネス・マネジメント概論 竹田 18C51 A023751 【後】日本語Ｂ (留学生のみ・4ｔｈ quarter） 清田、河野 18A41
A027659 英語２ (文章理解) 津田 121 A014454 情報リテラシー２ 徂徠 PC1 A031251 森里海連環学と地球的課題 池畑 2212
A027660 英語２ (文章理解) 清水 112
E032151 簿記入門 岡部 18C51
E040151 心理学 （ソーシャルワーカー） 高橋 18A52

A027651 英語２ （TOEIC　受験対策講座） 古川知 25613 A014352 情報リテラシー１ (留学生クラス） 高 PC3 A030873 文章表現基礎講座 （日本人・導入） 安田幸 18A41 A029051 コミュニケーション演習 山本、他4名 2221
A027668 英語２ （英語会話） ﾖﾈｻﾞﾜ 25614 A030861 文章表現基礎講座 （日本人・一般） 太田 123 E012051 経営学総論 國分 18A61 E014953 経済学入門 板倉 18C51
E019151 国際経済事情 市川 18C51 A030867 文章表現基礎講座 （日本人・一般） 藪内 133 E028051 西洋経済史 古川順 18C51 E022853 社会福祉入門 河村 18A41
K000351 ◆教育原理Ⅰ 藪内 121 E014952 経済学入門 馬男木 18C51

E022852 社会福祉入門 鍋田 18C41

E012151 経営学入門 橋本 18C41 A028452 基礎学力講座１(国語) (後期入学生のみ） 安田幸、坂井 121 A017051 生涯スポーツ指導 体育館 A023651 【前】日本語Ａ (留学生のみ・3rd quarter） 清田、河野 18A41
E028051 西洋経済史 古川順 18C51 A028751 基礎学力講座２(国語) (後期入学生のみ） 安田幸、坂井 121 A023751 【後】日本語Ｂ (留学生のみ・4ｔｈ quarter） 清田、河野 18A41

A028551 基礎学力講座１(数学) 徂徠 121
A028851 基礎学力講座２(数学) 徂徠 121

集　中　講　義 クラス 担当 年次 月4限 社会参画実習 担当 教室 月4限 社会参画実習 担当 教室
：教養基礎科目 E041451 情報メディアと法・倫理 中山 1年次 A031004 社会参画実習１ 河村 18C21-3 A031094 社会参画実習１ 古川順 18A62 【ユーティリティ・アワー】
：専門教育科目 E043951 フィールドワーク （経営経済） 松下 1年次 A031006 社会参画実習１ 工藤 18A31 A031095 社会参画実習１ 松下 18A33
：教職関連科目 A031007 社会参画実習１ 橋本 18A53 A031096 社会参画実習１ 竹田 18C41

＊科目の赤字は必修科目 A031008 社会参画実習１ 吉本 18A10 A031097 社会参画実習１ 鍋田 18C21-2

＊科目の青字は選択必修。 A031011 社会参画実習１ 高橋 18A23 A031098 社会参画実習１ 森田 18A42 【オフィスアワー】
＊科目の　ピンク(◆印)は教職科目。 A031086 社会参画実習１ 國分 18A52 A031099 社会参画実習１ 太田 18A32
＊教員の青字は非常勤。 A031088 社会参画実習１ 野中 18A51

スポーツ実践 クラス 担当 年次 A031089 社会参画実習１ 馬男木 18A43
【複】：今期から来学期に継続する科目です。 スポーツ実践・基礎Ⅱ 強化部のみ 1年のみ A031090 社会参画実習１ 本村 18A12
【継】：前学期から継続中の授業科目です。 A031092 社会参画実習１ 清水 18A21

今期からの履修登録は出来ません。 A031093 社会参画実習１ 鈴木照 18C51

岡村、岩元、郡、武田

瀬川、工藤、橋本、吉本岡村、岩元、郡、武田

時間割

３時限　(13:00 ～ 14:30)

＊後期時間割は、現在、調整中のため、後期に再配付します。

４時限　(14:40 ～ 16:10)

2012.3.27現在

曜日
開講
学年

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

月 １年

火 １年

水 １年

木 １年

１年

備
　
考

（コード）

Ａ　６桁数字
E　６桁数字

日本文理大学

・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）

【3ｒｄ】【４ｔｈ】：クォータ制の前半と後半を表します。

５時限　(16:20 ～ 17:50)

平成24年度 経営経済学科（１年）

金



後期

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

A030868 文章表現基礎講座 (韓国留学生のみ） 津田、郡 18A32 A027655 英語２ （文章理解） 津田 121 K001752 ◆教職概論 首藤眞 18A41 社会参画実習１ 下記参照 A014354 情報リテラシー１ 本村 PC3 専門 月2 馬男木 18A10
A030869 文章表現基礎講座 (後期入学中国留学生のみ） 山本 18A51 A027656 英語２ （文章理解） 清水 112 E026351 情報システム基礎 本村 PC3 A029472 社会参画入門 板倉 18A31 専門 月2 板倉 18A33
A030870 文章表現基礎講座 (前期入学中国留学生のみ） 安田幸 18A42 A030860 文章表現基礎講座 （日本人・一般） 藪内 131 専門 月2 鈴木照 18C21-2

Ｓクラス 18Ａ41 A030865 文章表現基礎講座 （日本人・一般） 太田 133 専門 月2 古川順 18C21-3
E040951 奥田 18C41 ゼミナールⅡＢ 右図参照 E009551 企業のサクセスストーリー 尾道 18A31 K005951 ◆教育課程論 首藤眞 18A41 E007351 介護概論 姫嶋、他3名 18A51 専門 月2 本村 18A12
E041351 流通経営論 橋本 18C51 E011151 金融論Ⅱ 宮本 18C51 専門 月2 鍋田 18A43
E043551 原価計算論Ｂ 工藤 18A31 専門 月2 高橋 18A53
A028051 英語６ （英語会話） 古川知 25613 K002201 ◆【継】社会科・公民科教育法 (通年) 尾道 18A32 【継】ゼミナールⅢ 右図参照 A029551 就職講座 池田、他3名 2221 A030451 第二外国語２（ドイツ語） 津田 122 専門 月2 工藤 18A31
K000552 ◆【複】教育実習 藪内 18A52 E000451 アジア経済論 市川 18C51 専門 月2 河村 18A62
K000752 ◆【複】教育実習（中学） 藪内 18A52 K004251 ◆総合演習 尾道、他2名 18A41 専門 月2 堀 18A42

E002708 【継】ゼミナールⅣ 右図参照 E002702 【継】ゼミナールⅣ 右図参照 専門 月2 岡部 844
専門 木2 橋本 25614

A014353 情報リテラシー１ 坂井、安田幸 PC4 A030852 文章表現基礎講座 （日本人・一般） 太田 123 A010851 健康の科学 18C51 A028352 起業学 2212 専門 木2 吉本 18C21-2
A014356 情報リテラシー１ 徂徠 PC3 A030854 文章表現基礎講座 （日本人・一般） 杉浦 124 E012051 経営学総論 國分 18A52 専門 木2 竹田 18A62
A014456 情報リテラシー２ 本村 PC2 E014951 経済学入門 森田 121 E031651 簿記原理 岡部 18A61 専門 木2 森田 18A43

E022851 社会福祉入門 野中 18C41 専門 木2 吉津 18A32
K004651 ◆地理学概論Ｂ 土居 18A51 A027854 英語４ （英語会話） 古川知 25613 E005951 ミクロ経済学 ※水３ 馬男木 18C41 E004151 ビジネス実務演習Ｂ 國分 18A32 E023451 社会保障論Ｂ 鈴木照 18A51 専門 木2 松下 18C21-3
E029851 東アジア流通史 尾道 18A32 A027856 英語４ （英語会話） ﾖﾈｻﾞﾜ 25614 E042151 相談援助の基礎と専門職Ｂ 鍋田 18A42 E005751 マクロ経済学 板倉 18A52 18A52 専門 木2 後藤幹 18A52

A030751 ヒューマンアート 坂井、安田幸 2211 K001551 ◆教育相談 渡辺 18A31 K000151 ◆外国史 尾道 18A41 K005051 ◆道徳教育の研究 藪内 18A41 専門 木2 徂徠 CAD2
E004351 ビジネス実務総論Ｂ 國分 18A52 E020051 財政学 森田 18A52 専門 木2 山本 18A33
E007701 【継】会社簿記 (通年) 岡部 18A61
E035351 カウンセリング 高橋 18A51
E039451 スポーツ経営学 竹田 18C51
K004351 ◆地誌学 土居 18C21-1

E042951 相談援助の理論と方法B 小桐 18A42 E003251 データ解析Ｂ 本村 18A12 【継】ゼミナールⅢ 右図参照 A023551 日本語６ (留学生のみ） 古川俊 18A21 A030252 第二外国語２（韓国語） 高 112
K004051 ◆生徒指導 長谷川 18A41 E017051 憲法Ｂ 鈴木照 18A41 K003151 ◆職業指導 仲山 18A41 A030352 第二外国語２（中国語） 徐 ELC

E038251 ストレングス＆コンデイショニング基礎 堀 131 E038351 ストレングス＆コンデイショニング実践 堀 18A42
E042951 相談援助の理論と方法B 小桐 18A42 E042251 保健医療サービス 舞 18A31
K002301 ◆【継】社会科教育法 (通年) 尾道 18A32 K004951 ◆哲学概論Ｂ 藪内 121

専門 月3 國分 18A12
専門 月3 山本 18A32

【継】ゼミナールⅣ 右図参照 【継】ゼミナールⅣ 右図参照 【継】ゼミナールⅣ 右図参照 専門 月3 馬男木 18A43

専門 月3 板倉 18A33
A027653 英語２ （英語会話） ﾖﾈｻﾞﾜ 25614 A014355 情報リテラシー１ 本村 PC2 A029652 勝者の心理学・失敗学概論 藪内、他2名 2211・2212 A023651 【前】日本語Ａ (留学生のみ・3rd quarter） 清田、河野 18A41 専門 月3 鈴木照 18A62
A027658 英語２ (TOEIC受験対策講座) 古川知 25613 A014357 情報リテラシー１ 高 PC3 E001151 スポーツビジネス・マネジメント概論 竹田 18C51 A023751 【後】日本語Ｂ (留学生のみ・4ｔｈ quarter） 清田、河野 18A41 専門 月3 古川順 18A10
A027659 英語２ (文章理解) 津田 121 A014454 情報リテラシー２ 徂徠 PC1 A031251 森里海連環学と地球的課題 池畑 2212 専門 月3 松下 18C21-2
A027660 英語２ (文章理解) 清水 112 専門 月3 野中 18C21-1
E032151 簿記入門 岡部 18C51 専門 月3 鍋田 18C21-3
E040151 心理学 （ソーシャルワーカー） 高橋 18A52 専門 月3 高橋 ELC
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3名 2211 E005951 ミクロ経済学 ※火３ 馬男木 18A61 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 専門 月3 河村 18A53

A027857 英語４ （英語会話） ﾖﾈｻﾞﾜ 25614 E021551 【継】社会福祉援助技術演習Ⅰ (通年) 野中、他2名 18C21-1 専門 月3 工藤 18A52
A027859 英語４ (TOEIC受験対策講座) 古川知 25613 E036851 心理アセスメント 高橋 18A52 専門 月3 堀 18A42
A029751 商品開発学 吉津 121 K005451 ◆日本史Ｂ 尾道 18A31 専門 月3 岡部 844
E041751 障害者福祉論 野中 18A51 専門 火3 徂徠 CAD2
K003651 ◆心理学概論Ｂ 高橋 18A41 専門 火3 森田 18A10

E043251 権利擁護と成年後見 鈴木照 18A51 A027251 ＮＰＯプロジェクト 市川、他2名 18C41 A031451 就職活動実践講座 池田、他4名 2221 E008051 外国為替論Ｂ 福田 18A42 専門 火3 市川 18A53
E002251 スポーツ行財政論 竹田 18C51 E017951 行政法 ※木4 松下 112 専門 火3 竹田 18C21-2
E013351 経営組織論Ｂ 平池 18A52 E035251 社会心理学 山本 18A52 専門 火3 本村 18A12
E034351 労働法ⅡＢ 鈴木照 18A42 専門 火3 吉津 4224
E043051 コミュニティワーク論 河村 18A61 専門 火3 後藤幹 18A51
K002201 ◆【継】社会科・公民科教育法 (通年) 尾道 18A32 専門 火3 橋本 PC1
K002651 ◆商業科教育法Ｂ 岡部 18A31 専門 火3 吉本 18C21-3

A027651 英語２ （TOEIC　受験対策講座） 古川知 25613 A014352 情報リテラシー１ (留学生クラス） 高 PC3 A030873 文章表現基礎講座 （日本人・導入） 安田幸 18A41 A029051 コミュニケーション演習 山本、他4名 2221
A027668 英語２ （英語会話） ﾖﾈｻﾞﾜ 25614 A030861 文章表現基礎講座 （日本人・一般） 太田 123 E012051 経営学総論 國分 18A61 E014953 経済学入門 板倉 18C51
E019151 国際経済事情 市川 18C51 A030867 文章表現基礎講座 （日本人・一般） 藪内 133 E028051 西洋経済史 古川順 18C51 E022853 社会福祉入門 河村 18A41
K000351 ◆教育原理Ⅰ 藪内 121 E014952 経済学入門 馬男木 18C51

E022852 社会福祉入門 鍋田 18C41
E028551 地域とスポーツ 竹田 18C41 ゼミナールⅡＢ 右図参照 A027858 英語４ （文章理解） 津田 131 E004151 ビジネス実務演習Ｂ 國分 18A32 A020351 大分の産業 池田、他9名 2211

A028251 感性学 伊藤研、他2名 2212 E038151 スポーツ栄養学 後藤美 18A31 専門 月4 板倉 18C21-1
E004851 プログラミング言語 本村 18A12 E041251 サービスマーケティング論 後藤幹 18C41 専門 月5 國分 18Ａ52
E033151 民法ⅠＢ 松下 18C41 専門 火3 工藤 18C21-1
E037951 スポーツ医学 18A31 専門 火4 鈴木照 18A62

E008851 監査論Ｂ 工藤 18A51 A017051 生涯スポーツ指導 体育館 E013451 経営分析 吉本 18A51 E000351 ＮＰＯ・ＮＧＯ論 市川 18A51 専門 火4 竹田 18A43
E027051 情報監査論Ｂ 工藤 18A51 E000251 ｅマネー論 宮本 18A51 E034051 労働法ⅠＢ 鈴木照 18A32 E009151 管理会計論Ｂ 橋本、工藤 25613 専門 火4 市川 18A53
E036701 【継】社会福祉援助技術現場実習指導 （通年） 野中、他2名 18C21-1 E042451 福祉行財政と福祉計画 野中 18A41 E042351 福祉経営論 鍋田 18A52 専門 火4 馬男木 18A11
K005701 ◆【継】法学概論 (通年) 鈴木照 18A52 E043751 経済統計B 2010入学以降 本村 18A12 E017951 行政法 ※水4 松下 112 専門 火4 本村 18A12

E016401 【継】経済統計 (通年)2009入学以前 本村 18A12 専門 火4 森田 18A51

専門 火4 野中 18C21-1
E012151 経営学入門 橋本 18C41 A028452 基礎学力講座１(国語) (後期入学生のみ） 安田幸、坂井 121 A017051 生涯スポーツ指導 体育館 A023651 【前】日本語Ａ (留学生のみ・3rd quarter） 清田、河野 18A41 専門 火4 高橋 18C21-2
E028051 西洋経済史 古川順 18C51 A028751 基礎学力講座２(国語) (後期入学生のみ） 安田幸、坂井 121 A023751 【後】日本語Ｂ (留学生のみ・4ｔｈ quarter） 清田、河野 18A41 専門 火4 鍋田 18C21-3

A028551 基礎学力講座１(数学) 徂徠 121 専門 火4 河村 18A10
A028851 基礎学力講座２(数学) 徂徠 121 専門 火4 吉津 4224

E037151 流行心理・消費者行動論 吉津 18A41 A027855 英語４ （英語会話） 古川知 25613 E022551 社会福祉原論Ｂ 河村 18A41 E040851 訪問介護論Ｂ 野中、河村 18A51 18A51 専門 火4 岡部 844
A027860 英語４ （文書理解） 清水 112 専門 火4 後藤幹 18C41
E019251 国際経済政策 市川 18A51 専門 火4 山本 25614
E020051 財政学 森田 18A52 専門 火5 徂徠 PC5

E021601 【継】社会福祉援助技術演習Ⅱ (通年) 野中、他3名 18C21-1 E021601 【継】社会福祉援助技術演習Ⅱ (通年) 野中、他3名 18C21-1 E025751 商法ⅠＢ 宇野 18A31 E026051 商法ⅡＢ 宇野 18A31 専門 金2 尾道 18A31
E042751 【前】産業カウンセリング実習 (3rd quarter) 高橋、久米 2211.2213 2211.2213 E040001 【継】産業カウンセリング演習 (通年) 高橋、久米 2211.2213 2211.2213 専門 金2 古川順 18A62

K003951 ◆政治学概論Ｂ 鄭 18A32 専門 金2 松下 18A33
E038401 【継】ストレングス＆コンデイショニング指導法 (通年) 堀 18A31 【継】ゼミナールⅣ 専門 金2 堀 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 水4限 社会参画実習２ クラス 担当 教室
：教養基礎科目 E021701 社会福祉援助技術現場実習 (通年) 野中、他3名 3年次 スポーツ実践・応用Ⅱ 強化部のみ 2年のみ A031176 社会参画実習２ 板倉 18A31 【ユーティリティ・アワー】
：専門教育科目 E041451 情報メディアと法・倫理 中山 1年次 スポーツリテラシーⅦＢ 強化部のみ 3年のみ A031177 社会参画実習２ 太田 18A22
：教職関連科目 E043951 フィールドワーク （経営経済） 松下 1年次 スポーツリテラシーⅧＢ 強化部のみ 4年のみ A031179 社会参画実習２ 吉本 18A51

＊科目の赤字は必修科目 E007451 介護実習 野中、河村 2年次 A031180 社会参画実習２ （企業課題クラス） 鈴木照 18C41
＊科目の青字は選択必修。 E010751 基本介護技術 姫嶋、他2名 2年次 A031181 社会参画実習２ 古川順 18A32 【オフィスアワー】
＊科目の　ピンク(◆印)は教職科目。 E030001 【継】特殊講義（スポーツイベント実践） (通年) 竹田 2年次 A031182 社会参画実習２ 森田 18C51
＊教員の青字は非常勤。 K005151 ◆特別活動の研究 橋口 3年次 A031183 社会参画実習２ 市川 18A21

K005651 ◆福祉科教育法Ｂ 山岸 3年次 A031184 社会参画実習２ 吉津 18A43
【複】：今期から来学期に継続する科目です。 E001701 【継】スポーツリテラシーⅥ 竹田、他1名 3年次 A031185 社会参画実習２ 工藤 18A33

（スポーツビジネス実践・通年）

E040501 【複】ボランティア実習 (通年) 鈴木照、他2名 2年次

２時限　(10:30 ～ 12:00)

-------------------------------→

岡村、岩元、郡、武田

-------------------------------→

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

月

１年

　ゼミナールⅡB

２年
社会学（ソーシャルワークのための社会学）

３年

４年

曜日
開講
学年

１時限　(8:50 ～ 10:20)

火

１年

２年

３年
　ゼミナールⅢ（通年）

４年

岡村、岩元、郡、武田 瀬川、工藤、橋本、吉本

-------------------------------→

　ゼミナールⅣ（通年）

３年

４年

水

１年

２年

３年

４年

４年

木

１年

２年

-------------------------------→

岡村、岩元、郡、武田

備
　
考

（コード）

Ａ　６桁数字
E　６桁数字

金

１年

２年

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）

【3ｒｄ】【４ｔｈ】：クォータ制の前半と後半を表します。

【継】：前学期から継続中の通年科目です。（後期よりの履修不可）

経営経済学科(2年以上） 2012.3.27現在
日本文理大学

平成24年度 時間割
＊後期時間割は、現在、調整中のため、後期に再配付します。
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