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『授業時間表』の見方（参考） 

※学部・学科・専攻により、掲載科目が異なります。自分の所属学部・学科・専攻の『授業時間表』を参照してください。 

 

１．Web履修登録（KONECO）について  〔ログインページ〕https://koneco.komazawa-u.ac.jp/ 

○ 予め、通年・前期・後期・集中授業を含む、今年度自分が履修する科目の時間割を作成してからWeb履修登録を行ってください。 

 ○ Web履修登録には、本学の KOMAnetユーザ IDとパスワードが必要です。（新入生オリエンテーション時に全員交付済みです） 

 

2．『授業時間表』の見方について  ①                  ②          ③          ④              ⑤ 

曜日時限 科 目 名 履修コード 担当者名 備      考 教 場 名 科目分野 区分 

月・７ 文学 123456 駒沢 太郎 全学科選・◎予 １－３０２ 教養教育科目人文分野 Ｂ 

●●概論 222222 深沢 次郎 法Ｂ１必・学生番号指定科目 ３－３０５ 専門教育  

▲▲特講 333333 用賀 花子 経 1必（2019～年度入学生） ７－３０８ 宗教教育科目  

火・１ 健康・スポーツ実習 444444 玉川 三郎 経 1選（1～66） 玉－体育館 保健体育科目  

                                                          ⑥  ⑦   ⑧  ⑨  ⑩  ⑪ 

① Web履修登録画面で選択するコード（数字６桁）を掲載 

② 備考の「◎」印は抽選科目であることを表し、以下の 2種類に分かれる 

「◎抽」・・・抽選登録    「◎予」・・・受講予約 

※それぞれの違いについては、『履修要項』の「第 1章－Ⅰ 履修・授業－履修－3.履修登録（抽選登録・履修登録）」のページを参照 

③ 「校舎・号館 － 部屋番号」を表す（下記「駒沢校舎案内図」参照） 

④ 科目の分野区分を表す（詳しくは、『履修要項』の「第 2章－Ⅰ 教育課程の編成－授業科目の区分と教育目標」を参照） 

⑤ フレックス A・Ｂ時間帯で履修可能な科目であることを表す（法律学科フレックス A・Bのみが対象） 

⑥ 履修可能な学科名の略称を表す（たとえば、仏教学科なら「仏」、経済学科なら「経」と記されています。下記〔参考〕参照） 

⑦ 履修可能になる年次を表す（詳しくは、『履修要項』の「第 2章－Ⅱ 開設科目－開設科目一覧の見方」を参照） 

⑧ 履修単位の区分を表す（必修・選択必修・選択等のこと） 

⑨ 「学生番号」の下３桁番号を意味し「１年次生以外の学年が対象の曜日・時限を指定した科目」に掲載がある（学生番号 001～066→1～66と表示） 

⑩ 入学年度により科目名・配当等が異なる科目を表す。詳細は以下のとおり。 

 『2019～年度入学生』と記載されている場合は、2019年度以降に入学した学生が対象の科目であることを意味する 

 『～2018年度入学生』と記載されている場合は、2018年度以前に入学した学生が対象の科目であることを意味する 

 『2014～2018年度入学生』と記載されている場合は、2014年度から 2018年度に入学した学生が対象の科目であることを意味する 

  

https://koneco.komazawa-u.ac.jp/


⑪ 「学生番号指定科目一覧」ページに「学生番号」の下３桁番号が指定されていることを意味し、「１年次生が対象の曜日・時限を指定した科目」であることを示

す 

※必修科目及び上記⑪の科目は、KONECO（Web履修登録）の画面上では曜日・時限があらかじめ指定登録されています 

 

3．『授業時間表』閲覧上の注意事項 

 ○ 『授業時間表』記載内容の訂正・変更については、http://jikanwari.komazawa-u.ac.jp/で周知します。 

○ 集中授業科目は集１～集７時限として、また予め曜日時限を特定できない科目については特１～特７時限として、土曜日の次に掲載しています。 

○ 「日本語」「日本事情科目」は、外国人留学生および日本語を母語としない帰国生を対象とする科目です。 

 

4．その他注意事項 

・この『授業時間表』に掲載されている教場は、授業開始以後に変更となる場合もあります。 

・教場の変更については、KONECOおよび教務部ロビーの電子掲示板に随時掲示します。 

 

〔参考〕『授業時間表』における学科・専攻名表記の略称 

    

学科・専攻名 略称 学科・専攻名 略称
禅学科 禅 心理学科 心
仏教学科 仏 経済学科 経
仏教学部（※） 禅仏 商学科 商
国文学科 国 現代応用経済学科 現
英米文学科 英 法律学科フレックスA 法A
地域文化研究専攻 地文 法律学科フレックスB 法B
地域環境研究専攻 環境 政治学科 政
日本史学専攻 日 経営学科 営
外国史学専攻 外 市場戦略学科 市
考古学専攻 考 診療放射線技術科学科 放
社会学専攻 社 グローバル・メディア学科 GM
社会福祉学専攻 福  

    ※平成 26年度以降入学の 1・2年次生が対象 

 

 

 

http://jikanwari.komazawa-u.ac.jp/
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他学部公開科目時間割
曜・時 科目名 履修コード 担当者名 備考 教場名 科目分野名
月・1 哲学史 053201 滝沢  正之 ◎予・他（日）国英地文環境社福心経商現営市ＧＭ３４選 ３－２０６ 専門教育
月・2 中古文学研究Ⅰ 014301 津島  知明 ◎予・他（国）禅仏英地文環境日外考社福心営市３４選 ２研－２０９ 専門教育
月・2 中世文学研究Ⅰ 014501 田中  徳定 ◎予・他（国）禅仏英地文環境日外考社福心営市３４選 ３－３０６ 専門教育
月・2 人口地理学Ａ 035101 鄭  美愛 （前期）他（地文）禅仏国英日外考社福心経商現営市ＧＭ３４選 ３－２０３ 専門教育
月・2 人口地理学Ｂ 035151 鄭  美愛 （後期）他（地文）禅仏国英日外考社福心経商現営市ＧＭ３４選 ３－２０３ 専門教育
月・2 西洋文化史Ⅱ 046951 毛塚  実江子 ◎予（後期）他（外）禅仏国英地文環境社福心経商現営市ＧＭ３４選 ３－６０５ 専門教育
月・3 情報保護と社会 434301 石川  憲洋 ◎予（後期）他（ＧＭ）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現政営市３４選 １－４０１ 専門教育
火・1 経営学史 139501 中川  淳平 ◎予・他（営）禅仏国地文環境日外考社福法Ａ政市ＧＭ３４選 ３－２０７ 専門教育
火・1 経営学史 139501 中川  淳平 ◎予・他（営）法Ｂ３４選 ３－２０７ 専門教育
火・1 東南アジアの文化と社会 432601 川崎  賢一 ◎予（前期）他（ＧＭ）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現政営市３４選 １－３０１ 専門教育
火・1 グローバル創造都市とアート政策 432701 川崎  賢一 ◎予（後期）他（ＧＭ）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現政３４選 １－３０１ 専門教育
火・2 比較文学 017001 東  晴美 ◎予・他（国）禅仏英地文環境社福心営市ＧＭ３４選 ３－３０６ 専門教育
火・2 西洋文化史Ⅰ 046911 奈良澤  由美 ◎予（前期）他（外）禅仏国英地文環境社福心経商現営市ＧＭ３４選 １－３０４ 専門教育
火・2 中国経済論ａ 094701 王  穎琳 ◎予（前期）他（経）禅仏国英地文環境日外考社福心法Ａ政営市ＧＭ３４選 ８－１５０ 専門教育
火・2 中国経済論ａ 094701 王  穎琳 ◎予（前期）他（経）法Ｂ３４選 ８－１５０ 専門教育
火・2 中国経済論ｂ 094751 王  穎琳 ◎予（後期）他（経）禅仏国英地文環境日外考社福心法Ａ政営市ＧＭ３４選 ８－１５０ 専門教育
火・2 中国経済論ｂ 094751 王  穎琳 ◎予（後期）他（経）法Ｂ３４選 ８－１５０ 専門教育
火・3 漢文学研究Ⅰ 014021 高山  大毅 ◎予・他（国）禅仏英地文環境日外考社福心ＧＭ３４選 ３－３０５ 専門教育
火・3 日本仏教史 046601 松本  信道 ◎予・他（日）国英地文環境社福心営市３４選 ３－３０６ 専門教育
火・3 現代アメリカ経済論ａ 094801 小倉  将志郎 ◎予（前期）他（経）禅仏国英地文環境日外考社福心法Ａ政営市ＧＭ３４選 ８－１５０ 専門教育
火・3 現代アメリカ経済論ａ 094801 小倉  将志郎 ◎予（前期）他（経）法Ｂ３４選 ８－１５０ 専門教育
火・3 現代アメリカ経済論ｂ 094851 小倉  将志郎 ◎予（後期）他（経）禅仏国英地文環境日外考社福心法Ａ政営市ＧＭ３４選 ８－１５０ 専門教育
火・3 現代アメリカ経済論ｂ 094851 小倉  将志郎 ◎予（後期）他（経）法Ｂ３４選 ８－１５０ 専門教育
火・3 医療宗教学 164601 木村  誠司 （後期）他（放）禅仏国地文環境日外考社福心営市３４選 ３－２１２ 専門教育
火・4 上代文学研究Ⅰ 014101 石田  千尋 ◎予・他（国）禅仏英地文環境日外考社福心営市３４選 ３－３０５ 専門教育
火・4 文化地理学Ａ 033101 小田  匡保 （前期）他（地文）禅仏国英日外考社福心経商現営市ＧＭ３４選 ３－３１２ 専門教育
火・4 文化地理学Ｂ 033151 小田  匡保 （後期）他（地文）禅仏国英日外考社福心経商現営市ＧＭ３４選 ３－３１２ 専門教育
火・4 現代ヨーロッパ経済論ａ 095001 田中  綾一 ◎予（前期）他（経）禅仏国英地文環境日外考社福政営市ＧＭ３４選 ８－１５２ 専門教育
火・4 現代ヨーロッパ経済論ｂ 095101 田中  綾一 ◎予（後期）他（経）禅仏国英地文環境日外考社福政営市ＧＭ３４選 ８－１５２ 専門教育
火・4 税務会計論 141901 高木  克己 ◎予・他（営）禅仏国英地文環境日外考社福心法Ａ政市３４選 ３－２０７ 専門教育
火・4 税務会計論 141901 高木  克己 ◎予・他（営）法Ｂ３４選 ３－２０７ 専門教育
火・5 地方自治法 127501 板垣  勝彦 ◎予・他（政）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現営市３４選 １－３０１ 専門教育
火・6 地方自治法 326001 板垣  勝彦 ◎予・他（法Ｂ）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現営市３４選 ３－２０２ 専門教育
火・6 倒産処理法 326801 鈴木  貴博 ◎予・他（法Ｂ）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現政営市３４選 ３－３０５ 専門教育
水・1 近世文学研究Ⅰ 014701 近衞  典子 ◎予・他（国）禅仏英地文環境日外考社福心営市３４選 ３－３０６ 専門教育
水・1 イギリス文学特講Ⅰ 025601 逢見  明久 ◎予・他（英）禅仏国地文環境日外考社福心営市ＧＭ３４選 ３－６０２ 専門教育
水・1 マーケティング・サイエンスＡ 141151 若山  大樹 ◎予（前期）他（市）禅仏国地文環境日外考社福法Ａ政営ＧＭ３４選 ３－３１０ 専門教育
水・1 マーケティング・サイエンスＡ 141151 若山  大樹 ◎予（前期）他（市）法Ｂ３４選 ３－３１０ 専門教育
水・2 西洋思想史 016701 河谷  淳 ◎予・他（国）禅仏英地文環境社福心経商現営市ＧＭ３４選 １－４０４ 専門教育
水・3 イギリス文学特講Ⅲ 025801 濱口  真木 ◎予・他（英）禅仏国地文環境日外考社福心営市ＧＭ３４選 ３－５０４ 専門教育
水・5 日本民俗学 017101 牧野  眞一 ◎予・他（国）禅仏英地文環境社福心経商現営市ＧＭ３４選 １－４０３ 専門教育
木・1 仏教文献学 008901 飯塚  大展 ◎予・他（仏）国英地文環境日外考社福心営市３４選 ３－６０５ 専門教育
木・1 日本経済論ａ 091101 小林  正人 ◎予（前期）他（経）禅仏国英地文環境日外考法Ａ政ＧＭ３４選 ３－２０７ 専門教育
木・1 日本経済論ａ 091101 小林  正人 ◎予（前期）他（経）法Ｂ３４選 ３－２０７ 専門教育
木・1 日本経済論ｂ 091151 小林  正人 ◎予（後期）他（経）禅仏国英地文環境日外考法Ａ政ＧＭ３４選 ３－２０７ 専門教育
木・1 日本経済論ｂ 091151 小林  正人 ◎予（後期）他（経）法Ｂ３４選 ３－２０７ 専門教育
木・1 農業政策ａ 093501 溝手  芳計 ◎予（前期）他（経）禅仏国英地文環境日外考社福営市３４選 ８－１５１ 専門教育
木・1 農業政策ｂ 093551 溝手  芳計 ◎予（後期）他（経）禅仏国英地文環境日外考社福営市３４選 ８－１５１ 専門教育
木・1 比較メディア制度論 432401 西岡  洋子 ◎予（後期）他（ＧＭ）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現政営市３４選 １－４０３ 専門教育



他学部公開科目時間割
曜・時 科目名 履修コード 担当者名 備考 教場名 科目分野名
木・2 演劇概論 016601 久保  陽子 ◎予・他（国）禅仏英地文環境社福心営市ＧＭ３４選 ３－２１１ 専門教育
木・2 イギリス文学特講Ⅴ 026001 Ｓａｒａｈ　Ｓ．　Ｍｏａｔｅ ◎予・他（英）禅仏国地文環境日外考社福心営市ＧＭ３４選 ３－５０５ 専門教育
木・2 演劇特講（イギリス・アメリカ） 026101 伊達  雅彦 ◎予・他（英）禅仏国地文環境日外考社福心営市ＧＭ３４選 １－２０２ 専門教育
木・2 日本経済史ａ 093301 差波  亜紀子 ◎予（前期）他（経）禅仏国英地文環境日外考社福心法Ａ政ＧＭ３４選 ８－３６０ 専門教育
木・2 日本経済史ａ 093301 差波  亜紀子 ◎予（前期）他（経）法Ｂ３４選 ８－３６０ 専門教育
木・2 日本経済史ｂ 093351 差波  亜紀子 ◎予（後期）他（経）禅仏国英地文環境日外考社福心法Ａ政ＧＭ３４選 ８－３６０ 専門教育
木・2 日本経済史ｂ 093351 差波  亜紀子 ◎予（後期）他（経）法Ｂ３４選 ８－３６０ 専門教育
木・3 経営史 139601 豊田  太郎 ◎予・他（営）禅仏国英地文環境日外考社福心政市ＧＭ３４選 ３－６０６ 専門教育
木・4 日本史特講Ⅶ 048401 長尾  宗典 ◎予・他（日）禅仏国英地文環境社福心経商現営市ＧＭ３４選・前期：中野目　徹 ３－２１１ 専門教育
木・5 特殊講義Ⅰ 096751 村松  幹二 ◎予（前期）他（経）禅仏国英地文環境社福心ＧＭ３４選 １－３０１ 専門教育
木・5 情報メディア開発論 437101 服部  哲 ◎予（後期）他（ＧＭ）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現政営市３４選 １－４０３ 専門教育
木・7 西洋法制史 324101 北野  かほる ◎予・他（法Ｂ）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現営市３４選 ３－２０６ 専門教育
木・7 法思想史 324201 高橋  洋城 ◎予・他（法Ｂ）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現政営市３４選 １－２０２ 専門教育
金・2 比較政治学 128201 三竹  直哉 ◎予・他（政）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ営市ＧＭ３４選 ８－２５７ 専門教育
金・2 比較政治学 128201 三竹  直哉 ◎予・他（政）法Ｂ３４選 ８－２５７ 専門教育
金・3 ヨーロッパ政治史 126701 浦田  早苗 ◎予・他（政）禅仏国英地文環境日外考社福心経商現法Ａ営市ＧＭ３４選 ８－１５０ 専門教育
金・3 ヨーロッパ政治史 126701 浦田  早苗 ◎予・他（政）法Ｂ３４選 ８－１５０ 専門教育
金・5 イギリス文学特講Ⅳ 025901 落合  真裕 ◎予・他（英）禅仏国地文環境日外考社福心営市ＧＭ３４選 １－２０２ 専門教育
金・5 東洋史特講Ⅲ 049711 田中  靖彦 ◎予・他（外）禅仏国英地文環境社福心営市ＧＭ３４選 ３－３０２ 専門教育
土・1 国際経済論 141701 福本  真弓 ◎予・他（営）禅仏国英地文環境日外考社福心政市ＧＭ３４選 ８－１５１ 専門教育
土・2 アメリカ文学特講Ⅰ 026401 東  雄一郎 ◎予・他（英）禅仏国地文環境日外考社福心営市ＧＭ３４選 ７－４０７ 専門教育
土・3 原始仏教 005301 池田  練太郎 ◎予・他（仏）国英地文環境日外考社福心営市３４選 ３－３１１ 専門教育
土・3 経済法 119701 東出  浩一 ◎予・他（法Ａ）禅仏国英地文環境日外考社福心ＧＭ３４選 ３－３０７ 専門教育
土・3 医療経済学 164701 柚木園  隆 （前期）他（放）禅仏国地文環境日外考社福心経商現営市３４選 ３－３１２ 専門教育
土・4 経済法 325201 東出  浩一 ◎予・他（法Ｂ）禅仏国英地文環境日外考社福心３４選 ３－３０５ 専門教育


