情報メディア学部 2017年度時間割(前期)
1
8:50～10:20

2
10:30～12:00

1年

2年

3
12:50～14:20

微分積分学Ⅰ/2/藤田/1301

社会学(コミュニケーション
論)/2/斉藤/302

代数学I/2/安東/303

4年

○地域学I(情報メディアと地
域)(地域学)/2/オムニバス
/301

1年

2年

6
18:20～19:50

プログラミング基礎/2/小泉
/303

7
20:00～21:30

ビジネス・コンピューティング
/2/佐賀/1201

情報教養III【情報科学概論】/2/ 情報教養III実習【情報科学実
佐賀/1401・１２０１
習】/1/佐賀/1201・1401
確率統計学/2/藤田/1301
リスニング研究I/2/南/406

情報科教育法Ⅰ/2/佐賀
/1301・1201

5
16:10～17:40

数学基礎(数学基礎I・II)/2/安 プログラミング基礎/2/小泉
東/302
/1201

数学科教育法Ⅰ/2/澁谷/302

月

3年

4
14:30～16:00

ゼミナールI/2/担当者/各
コースから説明

学習指導と学校図書館/2/安
解析学I/2/藤田/1301
藤・石橋・米津/図書館・３１０

環境政策論/2/遠藤/301

応用確率統計学/2/小泉
/302・1201

地域教育論/2/若原/303

ことばの科学/2/南/401

デザイン基礎/2/藤木/505

文学/2/相原/401

リスニング研究I/2/南/301

環境社会学/2/遠藤/301

論理学【情報論理学】/2/安藤
/301・1201

図書館情報資料・施設論/2/安
藤・石橋/わくラボ

基礎英語I/1/相原/302

インターンシップ/2/キャリア
支援室/1301

メディア史概論/2/斉藤・石橋
文学/2/相原/301
/301

スポーツⅢ/2/侘美/301・体育
館

火
3年

論理学【情報論理学】/2/安藤
/301

スポーツ学/2/侘美/303

4年

教育実習事前事後指導/1・教
育実習I/II/4/但田 他/302

ネットワーク管理論I/2/浅海
/1301・1101

ネットワーク管理論I実習/1/浅
海/1101

全

1年

微分積分学I特講/2/藤田
/1401

教職概論/2/米津/302

コンピュータ・アーキテクチャ
/2/小泉/302

2年

水

○地域学II(まちづくりワーク
ショップ)/2/横田・安藤・石橋
図書館情報ネットワーク論/2/ /303
安藤・石橋/303・1201
社会教育計画I/若原・侘美
/301

フィールドワークII/若原・侘美
/301

3年

キリスト教概論/2/伊藤/302

地球環境と人間活動【エコロ
ジー論】/2/遠藤/1301

○基礎演習(ゼミナール)I/1/
図書館情報学概論I/2/安藤・
侘美・藤田・石橋・ゴータム
石橋/301
/301・1201・わくラボ

ＡＶ基礎実習/2/阪本/1201

マルチメディア概論I/2/阪本
/303

線形代数学I/2/安東/401

線形代数学I特講/2/安東/401 環境社会学/2/遠藤/303

データベース論I【データベー
ス論】/2/ゴータム/1201

画像表現/2/立花/1201
マルチメディア概論I/2/阪本
/303

地域デザイン特講III/2/若原・
現代社会と法律/2/古井/301
侘美・遠藤/301
知能情報プログラミング【応
用プログラミング】/2/安藤
/302
CGデザイン/2/阪本/1201
自然科学I/2/浅海/302

知能情報プログラミング【応
用プログラミング】/2/安藤
/1201

ネットワーク管理論I/2/ゴータ ネットワーク管理論I実習/1/
ム/1301・1101
ゴータム/1101
4年

実用英語III/1/南/406

全

日本語/2/米津/わくラボ

1年

ボランティア/2/侘美・若原・米
TOEIC講座I/2/相原/401
津/301

コミュニケーションと表現/2/ コミュニケーションと表現実
藤木/505
習/1/藤木/505

システム管理論/2/浅海/303

都市計画【地域環境論】/2/遠
藤/303・1201

2年
図書館サービス概論/2/安藤・
石橋/302

木

3年

システム管理実習/1/浅海
/1101

教育課程論/2/但田/302
アルゴリズムとデータ構造/2/
小泉/302

地域計画【環境デザイン論】
総合教養II/2/相原・南・浅海・藤 /2/遠藤/303・1201
田・石橋/1301
スポーツとまちづくり/2/侘美
幾何学I/2/藤田/1301
/301

ことばの科学/2/南/302

スポーツI/1/侘美/301・体育館

○基礎演習I/1/担当者/302・
1201

○メディアリテラシー/2/斉藤
/303

ビジュアルデザイン/2/藤木
/1201

応用webプログラミング/2/
ゴータム/303

○情報教養I【情報科学基礎】
/2/佐賀/1301・1201

○基礎英語I/1/相原/301

総合英語I/2/南/302

〇ビジネス・コンピューティン
グ/2/佐賀/1201

社会教育課題研究I/2/若原・
侘美/まちラボ

フィールドワークI/2/若原・侘
美/まちらぼ

地域デザイン特講I/2/若原・侘
生物環境学/2/川井・堀本/301 線形代数学I/2/安東/302
美・遠藤/まちラボ

数学科教育法III/2/澁谷/302

キャリアデザインB/2/佐賀
/1301・1201

生徒・進路指導論/2/但田
/302

〇ゼミナールI/2/南/301

教育制度論/2/米津/302

4年

1年

2年

地域デザイン入門I/1/若原・侘 生涯学習概論I/2/侘美・若原
美・遠藤/わくラボ
/301

メディア・リテラシー/2/斉藤
/301

金
3年

システム・プログラミング/2/
小泉/303・1201

TOEIC講座III/2/相原/302

4年

全

日本語/2/米津/わくラボ

1年
2年

映像メディア論I・I演習/2・1/牧野・侘美/301・1201
※時間割以外の時間での授業も予定しています。

3年

情報資源組織論/2/安藤
/302・1201

土

情報資源組織演習/2/安藤/302・1201 ※2コマ連続

4年
夜間主クラス用開講科目
司書教諭科目

昼間主・夜間主共通開設科目
留学生専用科目

教職専門科目(履修上限・卒業要件除外)
○がついた科目は必修科目、時間割表記は、科目名【旧科目名】/単位数/担当者名/教室の順で記載しています。

履修学年制限科目
※ 3年次・4年次ゼミの時間については、各ゼミの担当教員と学生が相談の上で確定となります。

履修上限除外科目

情報メディア学部 2017年度時間割 (案)(後期)
1
8:50～10:20

2
10:30～12:00

3
12:50～14:20

4
14:30～16:00

5
16:10～17:40
日本文化論/2/南/302

1年 観光概論/2/???/302

〇基礎英語II/1/南/401

微分積分学Ⅱ/2/藤田/1301
集合論入門/2/安東/302

2年

キャリアデザインA/2/佐賀
/1301・1201

数学科教育法II/2/澁谷/302 情報と職業/2/斉藤/302
環境経済学/2/遠藤/301

環境とエネルギー/2/遠藤
/301
線形代数学II特講/2/安東
/303

6
18:20～19:50

7
20:00～21:30

○基礎演習II/1/担当者/302・
1201

リスニング研究II/2/南/

webプログラミング基礎/佐
賀 /1301・1201

月
3年
ネットワーク管理論II/2/ゴー ネットワーク管理論II実習/1/
タム/303
ゴータム/1101

情報科教育法II/2/佐賀
/1301・1201

道徳教育論【道徳教育の研
究】/2/米津・但田/310

情報システム設計論【システ
ム設計論】/2/安藤/303
情報探索論/2/安藤/わくラ
ボ

4年

○地域文化論(地域文化の発
ロシア語I/1/〇〇/303
見と発信)/2/オムニバス
/302

1年

火

2年

基礎英語II/1/南/302

インターンシップ/2/キャリア
支援室/1301

ゼミナールII/2/担当者/各
コースから説明

図書館情報資源概論/2/安
藤・石橋/301

教育相談/2/加藤/301
スポーツⅢ/2/侘美/301・体
育館
情報メディアの活用と展開
/2/安 藤・石橋/301
教職実践演習/2/但田 他
/303

3年
4年

webデザイン/2/小泉/

ネットワーク管理論II/2/浅海 ネットワーク管理論II実習/1/
/1101
浅海/1101

全

1年 UNIX基礎/2/浅海/303

マルチメディア概論II/2/阪本
/303
2年
webプログラミング基礎/2/
佐賀/1301

水

UNIX基礎実習/2/浅海/1201

線形代数学II/2/安東/301

webデザイン/2/小泉/303・
1201
広告制作論/2/藤木/1201

社会教育計画II/2/若原・侘美 地域デザイン特講IV/2/若原・
/わくらぼ
侘美・遠藤
学校経営と学校図書館/2/安
藤・但田/303

4年

画像表現演習/1/立花/1201

TOEIC講座II/2/相原/302

TOEIC講座II/2/相原/302

数値計算法【アルゴリズム論】
解析学II/2/藤田/1301
/2/小泉/303

自然科学II/2/浅海/303

技術史・技術論/2/遠藤/302 実用英語IV/1/南/402

全

1年

○基礎演習(ゼミナー
図書館情報学概論II/2/安藤・ プログラミング言語構造論
ル)II/1/侘美・藤田・石橋・ゴー
/2/小泉/
若原/301
タム/301・1201・わくラボ

映像技術/2/阪本/1201

地域福祉論/2/松浦・高木・根
市/301

3年
アメリカ文化論/2/相原/401

マルチメディア技術論/2/阪 教育と社会福祉/2/若原
/303
本/1201

日本語/2/米津/わくラボ

ボランティア/2/侘美・若原・
米津/301

スポーツII/1/侘美/301・体育
教育原理/2/米津/301
館

DTP基礎/2/藤木/302

生涯学習概論II/2/若原・侘美
観光概論/2/???/302
/301

再生可能エネルギーと情報
ネットワーク概論/2/ゴータム ネットワーク実習/1/ゴータム
技術/2/小泉・ゴータム・遠藤
/303
/1101
/301
総合教養I/2/浅海・南・相原・
2年
藤田/303
マルチメディア表現概論/2/ マルチメディア表現実習/1/
都市地理情報論/2/遠藤
健康科学概論/2/侘美/303
藤木/505・1201
藤木/505・1201
/401
リスニング研究II/2/南/406

木

3年

環境教育論/2/若原/303

総合教養III/2/相原・石橋・南・ 環境マネジメント/2/遠藤
安東・藤田/301
/302

キャリアデザインC/2/佐賀
/1301・1201

〇ゼミナールII/2/南

マルチメディア概論II/2/阪本
/

地域空間情報論/2/遠藤
/302
幾何学II/2/安東/401

4年
全

日本語/2/米津/わくラボ

〇情報教養II/2/佐賀/1301・
1201

地域デザイン入門II/1/若原・
侘美・遠藤/わくラボ
微分積分学Ⅱ特講/2/藤田
/1301
プログラミング言語構造論
/2/小泉/303

1年 観光英語I/2/相原/303

総合英語II/2/南/401

2年 特別活動論/2/但田/302

地域デザイン特講II/若原・侘
データベース論II/2/ゴータ
社会教育課題研究II/2/若原・ 美・遠藤/まちラボ
ム/1201
侘美/まちラボ
教育方法論/澁谷・安藤
/2/301

ソフトウェア制作演習/2/情
3年 報テクノロジーコース教員
/302

数学科教育法IV/2/澁谷/302 代数学II/2/安東/302

金

現代社会とメディア/2/斉藤
/302
英語特講I/2/南/301

海洋生態学/2/佐野/301

情報と職業/2/斉藤/301

メディアアート/2/藤木・小泉
観光メディア論/2/???/
/1201

4年
全
1年
2年

映像メディア論II・II演習/2・1/牧野・侘美/301・1201
※時間割以外の時間での授業も予定しています。

3年

情報サービス論/2/安藤・石
橋/302・1201・図書館

土
情報サービス演習/2/安藤・石橋/302・1201・図書館
※2コマ連続講義

4年
夜間主クラス用開講科目
司書教諭科目

昼間主・夜間主共通開設科目
留学生専用科目

教職専門科目(履修上限・卒業要件除外)

○がついた科目は必修科目、時間割表記は、科目名【旧科目名】/単位数/担当者名/教室の順で記載しています。

履修学年制限科目
※ 3年次・4年次ゼミの時間については、各ゼミの担当教員と学生が相談の上で確定となります。

履修上限除外科目

