
 

 

 
 

社会学部 

２０１７年度以前 

入学生 
 

 

時間割表（秋学期） 

 
科目の配当年次や区分は学科によって異なる場合があります。 

自分の所属学科の授業科目一覧表や履修要綱を参照したうえで、時間割表を確認してください。 

 

★対面授業実施科目のみ教室を記載しています。オンライン授業実施科目は「オンライン」と記載しています。 

★授業方式によっては、曜日・時限が設定されておらず、「集中・その他」の項目に記載されている場合がありま

す。科目の詳細については、学習支援システムを確認してください。 

 
 

 



【月曜日】秋学期 ＜2017年度以前入学生用＞

時限 通年 科目名 科目区分 授業コード 担当者 教室

Basic English２-Ⅰ 英語 L0276 佐藤　修一 301 ←9/1修正

Basic English２-Ⅱ 英語 L0277 石垣　弥麻 CALL-A ←9/1修正

Basic English２-Ⅱ 英語 L0279 市川　由季子 502 ←9/1修正

Basic English２-Ⅱ 英語 L0282 岡村　盛雄 305 ←9/1修正

Basic English２-Ⅱ 英語 L0283 深津　勇仁 404 ←9/1修正

Basic English２-Ⅱ 英語 L0286 井上　里 オンライン
Basic English２-Ⅱ 英語 L0287 広川　治 CALL-C ←9/1修正

Basic English２-Ⅱ 英語 L0289 東郷　裕 406 ←9/1修正

Basic English２-Ⅱ 英語 L0292 西田　佳子 303 ←9/1修正

Basic English２-Ⅱ 英語 L0295 藤井　道行 504 ←9/1修正

Basic English２-Ⅱ 英語 L0298 中島　菜穂 402 ←9/1修正

情報・マスコミ関係法Ⅱ 〔MSC〕 L0715
情報・メディア関係法Ⅱ 〔MSC〕 L0720
Journalismの歴史と思想Ⅱ 〔MSC〕 L0712 飯田　裕美子 オンライン

★ 演習３（卒業論文） 演習 L1623 堀川　三郎 614
特講（社会を変えるための実践論） 視野 L0110 ←9/29

社会を変えるための実践論 視野 L0120 　　修正

Basic English２-Ⅱ 英語 L0278 石垣　弥麻 CALL-A ←9/1修正

Basic English２-Ⅱ 英語 L0280 市川　由季子 502 ←9/1修正

Basic English２-Ⅱ 英語 L0281 田中　邦佳 405 ←9/1修正

Basic English２-Ⅱ 英語 L0284 深津　勇仁 404 ←9/1修正

Basic English２-Ⅱ 英語 L0285 荒木　暢也 403 ←9/1修正

Basic English２-Ⅱ 英語 L0288 岡村　盛雄 305 ←9/1修正

Basic English２-Ⅱ 英語 L0290 東郷　裕 406 ←9/1修正

Basic English２-Ⅱ 英語 L0291 井上　里 オンライン
Basic English２-Ⅱ 英語 L0293 西田　佳子 303 ←9/1修正

Basic English２-Ⅱ 英語 L0294 広川　治 CALL-C ←9/1修正

Basic English２-Ⅱ 英語 L0296 藤井　道行 504 ←9/1修正

Basic English２-Ⅱ 英語 L0297 堀　いづみ 306 ←9/1修正

Basic English２-Ⅱ 英語 L0299 中島　菜穂 402 ←9/1修正

情報メディア論Ｂ 入門 L0592 白田　秀彰 202
産業と企業の理論Ⅱ 〔BSC〕 L1902 糸久　正人 B201

〔HSC〕 L0693
〔GSP〕 L0914

広告・ＰＲ論 〔MCC〕 L0734 青木　貞茂 B301
プログラミング初級Ⅱ 〔ICP〕 L1023
プログラミング中級B 〔IDP〕 L2876
取材文章実習 〔MLP〕 L1058
ニュース・ライティング 〔MPP〕 L2908

〔ICP〕 L1047
〔IDP〕 L2819

English R & W AⅡ 〔AEP〕 L1377 小林　テレサ オンライン
英語文献講読AⅡ 〔AEP〕 L1398 二村　まどか 501

情報と職業Ｂ 教職・資格　※１
L6075

（K8018）※２
坂本　憲昭 多総合-総合教室

スポーツ総合２-Ⅱ（バレーボール応用） 保健体育 L3752 野中　俊英 体育棟
スポーツ総合２-Ⅱ（サッカー・フットサル応用） 保健体育 L3756 水野　浩幸 体育棟
Basic English１-Ⅱ 英語 L0227 二村　まどか 402 ←9/1修正

Basic English１-Ⅱ 英語 L0229 JONATHAN D BROWN 401 ←9/1修正

Basic English１-Ⅱ 英語 L0230 石垣　弥麻 CALL-A ←9/1修正

Basic English１-Ⅱ 英語 L0231 荒木　暢也 403 ←9/1修正

Basic English１-Ⅱ 英語 L0232 岡村　盛雄 305 ←9/1修正

Basic English１-Ⅱ 英語 L0234 藤井　道行 504 ←9/1修正

Basic English１-Ⅱ 英語 L0235 東郷　裕 406 ←9/1修正

Basic English１-Ⅱ 英語 L0239 田中　邦佳 405 ←9/1修正

Basic English１-Ⅱ 英語 L0243 小林　テレサ オンライン
Basic English１-Ⅱ 英語 L0244 広川　治 CALL-C ←9/1修正

Basic English１-Ⅱ 英語 L0246 堀　いづみ 306 ←9/1修正

Basic English１-Ⅱ 英語 L0248 佐藤　修一 407 ←9/1修正

〔PLP〕 L0815
〔PSP〕 L0868
〔BSC〕 L1908
〔CDC〕 L0660
〔PSP〕 L0862

Cultural Studies 〔MCC〕 L0739
ウェブ・メディア論Ⅱ 〔MCC〕 L0744

★ 社会調査実習 〔SRP〕 L0976 多喜　弘文 501
〔ICP〕 L1037
〔IDP〕 L2857

プログラミング初級Ⅱ 〔ICP〕 L1029
プログラミング中級C 〔IDP〕 L2878

〔MLP〕 L1073
〔MPP〕 L2972

歴史社会学Ⅱ

特講（デジタル情報環境実習）

経済政策論

地方自治論Ⅱ

ＵＮＩＸシステム実習

特講（広告制作実習）

3

201

金井　明人 101

森　幹彦 情報実習室１

青木　貞茂 304

飯田　裕美子 401

土橋　臣吾 408

北浦　康嗣 202

谷本　有美子 B201

土橋　臣吾

1

白田　秀彰 202

2

荒井　容子 201

鈴木　智道 オンライン

森　幹彦 情報実習室１



時限 通年 科目名 科目区分 授業コード 担当者 教室

English R & W BⅡ 〔AEP〕 L1357 深津　勇仁 404
〔PLP〕 L4132
〔PSP〕 L4154
〔GSP〕 L4176
〔MPP〕 L4198
〔AEP〕 L4220
〔MLP〕 L4242

★ 演習２ 演習 L1540 鈴木　麻美 オンライン
★ 演習３（卒業論文） 演習 L1603 樋口　明彦 516
★ 演習２ 演習 L1622 堀川　三郎 614
★ 演習２ 演習 L1797 鞠子　茂 714 → 研究実験棟301 ←4/12変更
★ 演習３（卒業論文） 演習 L1811 前杢　英明 621
★ 演習２ 演習 L1813 加藤　寛之 502

教育課程論 教職・資格 L3119 三浦　芳恵 102
視野 L0064

〔GSP〕 L0910
Basic English１-Ⅱ 英語 L0226 荒木　暢也 403 ←9/1修正

Basic English１-Ⅱ 英語 L0228 佐藤　修一 407 ←9/1修正

Basic English１-Ⅱ 英語 L0233 岡村　盛雄 305 ←9/1修正

Basic English１-Ⅱ 英語 L0236 藤井　道行 504 ←9/1修正

Basic English１-Ⅱ 英語 L0237 深松　亮太 402 ←9/1修正

Basic English１-Ⅱ 英語 L0238 東郷　裕 406 ←9/1修正

Basic English１-Ⅱ 英語 L0240 田中　邦佳 405 ←9/1修正

Basic English１-Ⅱ 英語 L0241 小林　テレサ オンライン
Basic English１-Ⅱ 英語 L0242 西田　佳子 303 ←9/1修正

Basic English１-Ⅱ 英語 L0245 広川　治 CALL-C ←9/1修正

Basic English１-Ⅱ 英語 L0247 堀　いづみ 306 ←9/1修正

Basic English１-Ⅱ 英語 L0249 JONATHAN D BROWN 401 ←9/1修正

特講（地域と産業） 〔BSC〕 L0646
地域産業論Ⅱ 〔BSC〕 L1919
社会学総合特講 〔GSP〕 L0934 ←10/17

社会学総合特講Ⅱ 〔GSP〕 L0942 　　修正

〔PLP〕 L4120
〔PSP〕 L4142
〔GSP〕 L4164
〔MPP〕 L4186
〔AEP〕 L4208
〔MLP〕 L4230
〔PLP〕 L0827
〔SRP〕 L0964

特講（物語プログラミング） 〔ICP〕 L1045
物語シミュレーション 〔IDP〕 L2885
英語文献講読BⅡ 〔AEP〕 L1400 深津　勇仁 404

★ 演習１ 演習 L1401 青木　貞茂 304
★ 演習２ 演習 L1477 北浦　康嗣 613
★ 演習２ 演習 L1487 國本　眞由子 619
★ 演習３（卒業論文） 演習 L1513 島本　美保子 715
★ 演習１ 演習 L1521 白田　秀彰 518
★ 演習１ 演習 L1539 鈴木　麻美 オンライン
★ 演習３（卒業論文） 演習 L1792 土橋　臣吾 720
★ 演習１ 演習 L1796 鞠子　茂 714 → 研究実験棟301 ←4/12変更

教育課程論 教職・資格 L3120 三浦　芳恵 102
教育実習（事前指導） 教職・資格 L3137 平塚　眞樹 408
基礎数学Ⅱ 視野 L0079 鈴木　麻美 オンライン
コミュニティ・デザイン論Ｂ 入門 L0586 谷本　有美子 201

〔BT〕 L0784
〔PSP〕 L0857
〔BT〕 L0787

〔GSP〕 L0902
★ 演習２ 演習 L1402 青木　貞茂 304
★ 演習２ 演習 L1522
★ 演習３（卒業論文） 演習 L1523
★ 演習１ 演習 L1621 堀川　三郎 614
★ 演習３（卒業論文） 演習 L1798 鞠子　茂 714 → 研究実験棟301 ←4/12変更

教職実践演習（中・高） 教職・資格 L3129 平塚　眞樹 408
★通年科目。春学期に履修登録申請を行い、春学期・秋学期を通じて履修すること。

※１　2014年度以前入学者は（　）内の名称。2015年度以降入学者は自由選択科目にも計上。
※２　授業コード欄に（Ｋ～）の記載がある一部の教職・資格科目は、Webシラバスを確認する際に（　　）内のKから始まる授業コードの科目概要を確認すること。（履修登録は「L～」から始まる授業を履修すること）

5

特講（外書講読　社会学　２Ｂ）

調査研究法Ａ

民法（財産法）

社会学理論ＡⅡ

3

特講（英語講読ＤⅡ）

社会思想史Ⅱ

白田　秀彰 518

516

多喜　弘文 501

金井　明人 101

松田　佳久 オンライン

鈴木　智之 オンライン

西田　佳子 オンライン

4

明戸　隆浩 202

加藤　寛之 B201

鈴木　智道 502

樋口　明彦



【火曜日】秋学期 ＜2017年度以前入学生用＞

時限 通年 科目名 科目区分 授業コード 担当者 教室

基礎演習Ⅱ 基礎演習 L5002 徳安　彰 408
基礎演習Ⅱ 基礎演習 L5006 左古　輝人 501
基礎演習Ⅱ 基礎演習 L5024 土倉　英志 407
基礎演習Ⅱ 基礎演習 L5030 糸久　正人 404
基礎演習Ⅱ 基礎演習 L5032 飯野　智子 403
基礎演習Ⅱ 基礎演習 L5038 岩城　邦義 403
基礎演習Ⅱ 基礎演習 L5040 髙橋　誠一 401
基礎演習Ⅱ 基礎演習 L5042 宮下　阿子 405
基礎演習Ⅱ 基礎演習 L5044 鈴木　智道 406
基礎演習Ⅱ 基礎演習 L5064 武田　俊輔 402
基礎演習Ⅱ 基礎演習 L5066 山田　唐波里 404
基礎演習Ⅱ 基礎演習 L5068 愼　蒼宇 401
基礎演習Ⅱ 基礎演習 L5074 菊澤　佐江子 406
基礎演習Ⅱ 基礎演習 L5076 三井　さよ 408
基礎演習Ⅱ 基礎演習 L5087 島田　昭仁 402
基礎演習Ⅱ 基礎演習 L5089 吉村　真子 407
社会政策科学入門Ａ 入門 L0552 惠羅　さとみ B301
メディア社会学入門Ｂ 入門 L0574 橋爪　絢子 B201

〔PLP〕 L0817
〔PSP〕 L0869
〔BSC〕 L1909
〔PLP〕 L4111
〔PSP〕 L4133
〔GSP〕 L4155
〔MPP〕 L4177
〔AEP〕 L4199
〔MLP〕 L4221

★ 演習３（卒業論文） 演習 L1448 岡野内　正 620
★ 演習３（卒業論文） 演習 L1528 白鳥　浩 714
★ 情報科教育法 教職・資格 L3113 御園生　純 情報実習室2
★ 図書館演習 教職・資格 C6811 丹　一信 516

Adult Education and Social Movement グローバル・オープン LZ005 荒井　容子 304
基礎演習Ⅱ 基礎演習 L5004 多田　和美 402
基礎演習Ⅱ 基礎演習 L5008 中筋　直哉 408
基礎演習Ⅱ 基礎演習 L5010 兼子　諭 501
基礎演習Ⅱ 基礎演習 L5012 宮下　阿子 405
基礎演習Ⅱ 基礎演習 L5014 岡野内　正 403
基礎演習Ⅱ 基礎演習 L5016 加藤　寛之 404
基礎演習Ⅱ 基礎演習 L5018 荒木　暢也 408
基礎演習Ⅱ 基礎演習 L5020 岩城　邦義 403
基礎演習Ⅱ 基礎演習 L5028 李　舜志 501
基礎演習Ⅱ 基礎演習 L5034 本田　親史 404
基礎演習Ⅱ 基礎演習 L5036 南雲　和夫 503
基礎演習Ⅱ 基礎演習 L5046 天本　哲史 406
基礎演習Ⅱ 基礎演習 L5048 惠羅　さとみ 405
基礎演習Ⅱ 基礎演習 L5052 吉田　公記 401
基礎演習Ⅱ 基礎演習 L5054 中村　尚樹 407
基礎演習Ⅱ 基礎演習 L5056 松下　峻也 502
基礎演習Ⅱ 基礎演習 L5070 白田　秀彰 407
基礎演習Ⅱ 基礎演習 L5072 古澤　聡司 406
基礎演習Ⅱ 基礎演習 L5078 南　宏幸 402
基礎演習Ⅱ 基礎演習 L5083 増田　正人 401
基礎演習Ⅱ 基礎演習 L5093 山下　大厚 503
基礎演習Ⅱ 基礎演習 L5095 髙橋　賢次 502
特講（創作実践指導） 視野 L0069 金原　瑞人 616 ←10/5修正

社会学への招待 入門 L0561 三井　さよ オンライン
〔MSC〕 L1933
〔MCC〕 L1983
〔PLP〕 L0895 ←9/27

〔PSP〕 L0896 　　修正

原典講読 〔GSP〕 L0933 菊澤　佐江子 613 ←10/5再修正

〔PLP〕 L4122
〔PSP〕 L4144
〔GSP〕 L4166
〔MPP〕 L4188
〔AEP〕 L4210
〔MLP〕 L4232

★ 社会調査実習 〔SRP〕 L0974 田嶋　淳子 716
エッセイ文章実習 〔MLP〕 L1088 ←9/21

クリエイティブ・ライティング 〔MPP〕 L2913 　　修正

〔ICP〕 L1043
〔MLP〕 L1080
〔IDP〕 L2861
〔MPP〕 L2918

フランス語上級Ａ４ 諸外国語選択 L1282
フランス語上級Ｂ４ 諸外国語選択 L1292
ドイツ語上級Ａ４ 諸外国語選択 L1262
ドイツ語上級Ｂ４ 諸外国語選択 L1272

★ 演習３（卒業論文） 演習 L1403 青木　貞茂 611
★ 演習３（卒業論文） 演習 L1488 笠野　英弘 612

教育実習（事前指導） 教職・資格 L3133 御園生　純 情報実習室2
★ 社会・地歴科教育法 教職・資格 L3111 石出　法太 302 ←9/21修正

日本史Ｂ（日本史Ⅱ） 教職・資格　※１
L6061

（K5276）※２
岩橋　清美 経済112

日本経済論

特講（外書講読　社会政策科学　１Ａ）

1

2
政策と制度

特講（外書講読　社会学　３Ｂ）

表現プログラミング実習

特講（メディア社会学（設計））

情報実習室１

髙橋　愛 515

濱中　春 516

橋爪　絢子 303

長沼　建一郎 201

堀川　三郎 718

梨屋　アリエ 306/多目的ゼミ室
※教員からのアナウンスを確認

堀　亜砂実

澁谷　朋樹 オンライン

天本　哲史 515



時限 通年 科目名 科目区分 授業コード 担当者 教室

法律学 視野 L0103 清水　弥生 オンライン
〔MSC〕 L1932
〔MCC〕 L1982
〔PSP〕 L0870
〔BSC〕 L1912

地方財政論 〔PSP〕 L0867 早﨑　成都 201
エッセイ文章実習 〔MLP〕 L1091 ←9/21

クリエイティブ・ライティング 〔MPP〕 L2915 　　修正

プログラミング初級Ⅱ 〔ICP〕 L1030
プログラミング中級D 〔IDP〕 L2887
フランス語中級４ 〔FIP〕 L1222 高橋　久美 407
ドイツ語中級４ 〔GIP〕 L1202 兼子　安弘 オンライン
中国語上級Ａ４ 諸外国語選択 L1302 ←9/27

中国語上級Ｂ４ 諸外国語選択 L1312 　　修正

教職入門 教職・資格 L3102 西牧　たかね 202
教職実践演習（中・高） 教職・資格 L3125 御園生　純 情報実習室2

視野 L0098
〔ISC〕 L0755

地域研究（中国） 〔ISC〕 L0764 綿貫　哲郎 301
〔PLP〕 L4124
〔PSP〕 L4146
〔GSP〕 L4168 ←9/27

〔MPP〕 L4190 　　修正

〔AEP〕 L4212
〔MLP〕 L4234

中国語中級４ 〔CIP〕 L1242 田中　理恵 405
★ 演習２ 演習 L1816 松下　峻也 613

プログラミング初級Ⅰ 〔ICP〕 L1024
プログラミング初級 〔IDP〕 L2879

★ 演習３（卒業論文） 演習 L1817 松下　峻也 613
★ 社会・公民科教育法 教職・資格 L3112 松山　尚寿 102

★通年科目。春学期に履修登録申請を行い、春学期・秋学期を通じて履修すること。
※１　2014年度以前入学者は（　）内の名称。2015年度以降入学者は自由選択科目にも計上。

※２　授業コード欄に（Ｋ～）の記載がある一部の教職・資格科目は、Webシラバスを確認する際に（　　）内のKから始まる授業コードの科目概要を確認すること。（履修登録は「L～」から始まる授業を履修すること）

特講（メディア社会学（分析））

雇用と法

4

3

妻木　伸之 201

吉田　公記 403

5
湯本　正実 情報実習室2

国際法

特講（外書講読　メディア社会学　１Ｂ）

梨屋　アリエ 401

湯本　正実 101

綿貫　哲郎 301

松下　峻也 304

山本　圭子 B201



【水曜日】秋学期 ＜2017年度以前入学生用＞

時限 通年 科目名 科目区分 授業コード 担当者 教室

創作表現論Ⅱ 視野 L0062 金原　瑞人 302
ドイツ語初級Ｂ 諸外国語 L0332 齋藤　萌 406 ←9/1修正

ドイツ語初級Ｂ 諸外国語 L0334 本田　博之 407 ←9/1修正

フランス語初級Ｂ 諸外国語 L0352 高橋　久美 501 ←9/1修正

フランス語初級Ｂ 諸外国語 L0354 實谷　美咲 502 ←9/1修正

中国語初級Ｂ 諸外国語 L0372 池田　麻希子 401 ←9/1修正

中国語初級Ｂ 諸外国語 L0374 加藤　昌弘 402 ←9/1修正

中国語初級Ｂ 諸外国語 L0376 康　宏理 403 ←9/1修正

中国語初級Ｂ 諸外国語 L0378 篠田　幸夫 404 ←9/1修正

中国語初級Ｂ 諸外国語 L0380 渡辺　浩司 405 ←9/1修正

ロシア語初級Ｂ 諸外国語 L0402 佐藤　裕子 306 ←9/1修正

スペイン語初級Ｂ 諸外国語 L0412 乾　隆政 503 ←9/1修正

スペイン語初級Ｂ 諸外国語 L0414 松井　賢治 504 ←9/1修正

朝鮮語初級Ｂ 諸外国語 L0422 荻野　優子 305 ←9/1修正

日本語２-Ⅱ 諸外国語 L7438 乾　浩 オンライン
〔BT〕 L0791

〔GSP〕 L0906
国際経営論Ⅱ 〔BSC〕 L1911 多田　和美 B201
社会教育概論Ⅱ 〔HSC〕 L0689 荒井　容子 301
国際経済論Ⅱ 〔PLP〕 L0819 増田　正人 202
社会学史Ⅱ 〔GSP〕 L0908 徳安　彰 201 ←9/21修正

★ 社会調査実習 〔SRP〕 L0975 斎藤　友里子 303

哲学Ｂ（哲学Ⅱ） 教職・資格　※１
L6073

（K5180）※２
齋藤　　範 経済314

統計学Ⅱ 視野 L0081 鈴木　麻美 オンライン
ドイツ語初級Ｂ 諸外国語 L0336 齋藤　萌 406 ←9/1修正

ドイツ語初級Ｂ 諸外国語 L0338 本田　博之 407 ←9/1修正

ドイツ語初級Ａ 諸外国語 L0340 田中　潤 408 ←9/1修正

フランス語初級Ｂ 諸外国語 L0356 高橋　久美 501 ←9/1修正

フランス語初級Ｂ 諸外国語 L0358 實谷　美咲 502 ←9/1修正

フランス語初級Ａ 諸外国語 L0360 美頭　千不美 515 ←9/1修正

中国語初級Ｂ 諸外国語 L0382 加藤　昌弘 402 ←9/1修正

中国語初級Ｂ 諸外国語 L0384 康　宏理 403 ←9/1修正

中国語初級Ｂ 諸外国語 L0386 篠田　幸夫 404 ←9/1修正

中国語初級Ｂ 諸外国語 L0388 謝　茘 401 ←9/1修正

中国語初級Ｂ 諸外国語 L0390 渡辺　浩司 405 ←9/1修正

中国語初級Ａ 諸外国語 L0393 池田　麻希子 304 ←9/1修正

スペイン語初級Ｂ 諸外国語 L0416 乾　隆政 503 ←9/1修正

スペイン語初級Ｂ 諸外国語 L0418 松井　賢治 504 ←9/1修正

朝鮮語初級Ｂ 諸外国語 L0424 荻野　優子 305 ←9/1修正

日本語２-Ⅱ 諸外国語 L7440 乾　浩 オンライン
〔CDC〕 L0663
〔PLP〕 L0814
〔PSP〕 L0866
〔CDC〕 L0669
〔PSP〕 L0888
〔EPC〕 L0611
〔CDC〕 L0651
〔HSC〕 L0687
〔EPC〕 L0606
〔SRP〕 L0981
〔ISC〕 L0752
〔GSP〕 L0920

メディア産業論 〔MSC〕 L0716
メディア経営論 〔MSC〕 L0723

〔PLP〕 L0826
〔SRP〕 L0963

プログラミング初級Ⅱ 〔ICP〕 L1027
プログラミング中級A 〔IDP〕 L2874
English R & W AⅡ 〔AEP〕 L1355 JONATHAN D BROWN 306

〔PLP〕 L4130
〔PSP〕 L4152
〔GSP〕 L4174
〔MPP〕 L4196
〔AEP〕 L4218
〔MLP〕 L4240

フランス語中級５ 〔FIP〕 L1224 髙橋　愛 620
★ 演習３（卒業論文） 演習 L1492 宮本　裕子 619
★ 演習３（卒業論文） 演習 L1533 鈴木　智道 202
★ 演習３（卒業論文） 演習 L1593 濱中　春 719
★ 演習３（卒業論文） 演習 L1814 加藤　寛之 621

倫理学Ｂ（倫理学Ⅱ） 教職・資格　※１
L6071

（K5178）※２
齋藤　　範 経済314 ←3/18修正

特講（英語講読ＣⅡ）

社会保障法Ⅱ

地域社会学

1

社会学理論ＢⅡ

財政学Ⅱ

佐藤　成基 オンライン

2

古市　将人 201

長沼　建一郎 102

中筋　直哉 301

斎藤　友里子 303

諸上　茂光 情報実習室１

金原　瑞人 616

堀川　三郎 302

田嶋　淳子 B301

藤代　裕之 B201

環境社会学Ⅱ

国際社会学Ⅱ

調査研究法Ａ



時限 通年 科目名 科目区分 授業コード 担当者 教室

現代史Ⅱ 視野 L0055 愼　蒼宇 オンライン
自然科学特講（生命科学） 視野 L0085 鞠子　茂 実験棟
自然科学特講（数学） 視野 L0087 鈴木　麻美 オンライン
自然科学特講（地学） 視野 L0089 吉岡　美紀 実験棟
日本語２-Ⅱ 諸外国語 L7442 乾　浩 オンライン
日本語２-Ⅱ 諸外国語 L7454 村上　佳恵 405 ←9/6修正

産業・企業論Ａ 入門 L0583 加藤　寛之 B301
環境経済学Ⅱ 〔EPC〕 L0604 島本　美保子 202
社会心理学Ⅱ 〔HSC〕 L0685 土倉　英志 B201
英語翻訳BⅡ 〔AEP〕 L1396 金原　瑞人 304
スペイン語中級４ 諸外国語選択 L1324 乾　隆政 オンライン
ロシア語中級３ 諸外国語選択 L1332 清沢　紫織 経済307
朝鮮語中級３ 諸外国語選択 L1342 荻野　優子 オンライン

★ 演習３（卒業論文） 演習 L1433 稲増　龍夫 504
★ 演習２ 演習 L1491 宮本　裕子 306
★ 演習２ 演習 L1495 斎藤　友里子 612
★ 演習３（卒業論文） 演習 L1507 佐藤　成基 713
★ 演習２ 演習 L1532 鈴木　智道 401
★ 演習２ 演習 L1562 田嶋　淳子 716
★ 演習２ 演習 L1602 樋口　明彦 518
★ 演習３（卒業論文） 演習 L1633 増田　正人 520
★ 演習２ 演習 L1672 宇野　斉 402
★ 演習２ 演習 L1681 長沼　建一郎 711
★ 演習２ 演習 L1825 橋爪　絢子 718
★ 演習２ 演習 L1828
★ 演習３（卒業論文） 演習 L1829

多摩地域形成論Ⅰ 視野 L0107 池田　寛二 オンライン
特講（エネルギー論） 〔EPC〕 L0622 鞠子　茂 201
南北問題 〔ISC〕 L0758 岡野内　正 202
スポーツ社会学 〔HSC〕 L0690 水上　博司 B201
特講（プログラミング上級） 〔ICP〕 L1046
プログラミングと論理的思考 〔IDP〕 L2884
モデル・シミュレーション 〔ICP〕 L1040
ソーシャル・シミュレーション 〔IDP〕 L2886
英語翻訳AⅡ 〔AEP〕 L1394 金原　瑞人 304
English DramaⅡ 〔AEP〕 L1390 PAUL HOWL 305
中国語中級５ 〔CIP〕 L1244 渡辺　浩司 405

★ 演習１ 演習 L1410 荒木　暢也 516
★ 演習１ 演習 L1490 宮本　裕子 306
★ 演習１ 演習 L1494 斎藤　友里子 612
★ 演習１ 演習 L1505
★ 演習２ 演習 L1506
★ 演習２ 演習 L1512 島本　美保子 404
★ 演習１ 演習 L1531 鈴木　智道 401
★ 演習１ 演習 L1561 田嶋　淳子 716
★ 演習１ 演習 L1591
★ 演習２ 演習 L1592
★ 演習１ 演習 L1601 樋口　明彦 518
★ 演習１ 演習 L1626 藤代　裕之 717
★ 演習２ 演習 L1632 増田　正人 520
★ 演習１ 演習 L1671 宇野　斉 402
★ 演習１ 演習 L1680 長沼　建一郎 711
★ 演習２ 演習 L1785
★ 演習３（卒業論文） 演習 L1786
★ 演習１ 演習 L1812 加藤　寛之 502
★ 演習１ 演習 L1818
★ 演習２ 演習 L1819
★ 演習１ 演習 L1821 土倉　英志 712
★ 演習１ 演習 L1824 橋爪　絢子 718
★ 演習１ 演習 L1827 JONATHAN D BROWN 618
★ 演習１ 演習 L1842 森　幹彦 714　→　616 ←4/19修正

教育実習（事前指導） 教職・資格 L3136 小嶋　常喜 406

3

濱中　春 407

小林　直毅 403

多田　和美 408

JONATHAN D BROWN 618

4

鈴木　麻美 オンライン

諸上　茂光 情報実習室１

佐藤　成基 713



時限 通年 科目名 科目区分 授業コード 担当者 教室

生命の科学Ⅱ 視野 L0077
環境生態学 視野 L0114

〔EPC〕 L0617
〔CDC〕 L0667
〔EPC〕 L0618
〔CDC〕 L0670

English DramaⅡ 〔AEP〕 L1369 PAUL HOWL 305
★ 演習３（卒業論文） 演習 L1418 池田　寛二 501
★ 演習１ 演習 L1446
★ 演習２ 演習 L1447
★ 演習１ 演習 L1501 愼　蒼宇 720
★ 演習１ 演習 L1511 島本　美保子 404
★ 演習３（卒業論文） 演習 L1541 鈴木　麻美 オンライン
★ 演習３（卒業論文） 演習 L1563 田嶋　淳子 716
★ 演習２ 演習 L1627 藤代　裕之 717
★ 演習１ 演習 L1631 増田　正人 520
★ 演習１ 演習 L1784 小林　直毅 403
★ 演習１ 演習 L1803 諸上　茂光 615
★ 演習３（卒業論文） 演習 L1820 多田　和美 408

教職実践演習（中・高） 教職・資格 L3128 小嶋　常喜 406
★通年科目。春学期に履修登録申請を行い、春学期・秋学期を通じて履修すること。

※１　2014年度以前入学者は（　）内の名称。2015年度以降入学者は自由選択科目にも計上。
※２　授業コード欄に（Ｋ～）の記載がある一部の教職・資格科目は、Webシラバスを確認する際に（　　）内のKから始まる授業コードの科目概要を確認すること。（履修登録は「L～」から始まる授業を履修すること）

市民運動論Ⅱ

コミュニティ思想論

5

鞠子　茂 オンライン

樋口　明彦 201

岡野内　正 503



【木曜日】秋学期 ＜2017年度以前入学生用＞

時限 通年 科目名 科目区分 授業コード 担当者 教室

社会学入門Ｂ 入門 L0564 斎藤　友里子・鈴木　智之 201
特講（メディア社会入門） 入門 L0598 北原　利行 B201 ←9/27修正

〔CDC〕 L0665
〔PLP〕 L0812 ←9/27修正

〔PSP〕 L0864
国研：開発とジェンダー 〔ISC〕 L0760 吉村　真子 301
メディア社会論Ⅱ 〔MSC〕 L0702 津田　正太郎 オンライン
English S & D Ⅱ 〔AEP〕 L1365 JAMES　WATT 501

〔SRP〕 L0954
〔ICP〕 L1004
〔IDP〕 L2863

★ 演習３（卒業論文） 演習 L1805 諸上　茂光 615
★ 社会教育総合演習（実習を含む） 教職・資格 L3152 江頭　晃子 618

地理学Ⅱ 視野 L0050 朴　倧玄 経済101
スポーツ総合２-Ⅱ 保健体育 L0502 山内　やよい 体育棟
社会政策科学への招待 入門 L0551 天本　哲史 B301
社会学入門Ａ 入門 L0563 徳安　彰・兼子　諭 201

〔MCC〕 L0737
〔MLP〕 L1101
〔MCC〕 L0746
〔MPP〕 L2942
〔MCC〕 L0742
〔MLP〕 L1066
〔MPP〕 L2921

プログラミング初級Ⅱ 〔ICP〕 L1031
プログラミング中級A 〔IDP〕 L2888
Intensive TOEFL（R） 〔AEP〕 L1366 JAMES　WATT 501
ドイツ語中級６ 〔GIP〕 L1206 MARKUS GRASMUECK 406
中国語中級６ 〔CIP〕 L1246 謝　茘 306

★ 演習３（卒業論文） 演習 L1668 吉村　真子 520
★ 演習３（卒業論文） 演習 L1682 長沼　建一郎 711
★ 演習３（卒業論文） 演習 L1823 土倉　英志 712
★ 演習３（卒業論文） 演習 L1826 橋爪　絢子 718
★ 演習３（卒業論文） 演習 L1832 武田　俊輔 620
★ 社会教育経営論 教職・資格 L3151 荒井　容子 618

自然地理学Ｂ（自然地理学Ⅱ） 教職・資格　※１
L6067

（K8008）※２
山川　信之 経済316

社会調査Ⅱ 社会調査 L0124 多喜　弘文 オンライン
スポーツ総合２-Ⅱ 保健体育 L0504 山内　やよい 体育棟
環境問題Ｂ 入門 L0582 長沼　建一郎 201

〔BT〕 L0778
〔PLP〕 L0803
〔PSP〕 L0853
〔GSP〕 L0922 ←9/29

〔SRP〕 L0979 　　修正

比較文化論Ⅱ 〔MCC〕 L0736 李　舜志 オンライン
★ 社会調査実習 〔SRP〕 L0973 池田　寛二 303

ドイツ語上級Ａ５ 諸外国語選択 L1264
ドイツ語上級Ｂ５ 諸外国語選択 L1274

★ 演習３（卒業論文） 演習 L1423 糸久　正人 617
★ 演習２ 演習 L1457
★ 演習３（卒業論文） 演習 L1458
★ 演習２ 演習 L1467 平野　寛弥 719
★ 演習２ 演習 L1572 津田　正太郎 404
★ 演習３（卒業論文） 演習 L1583 徳安　彰 405
★ 演習２ 演習 L1587
★ 演習３（卒業論文） 演習 L1588
★ 演習２ 演習 L1667 吉村　真子 407
★ 演習３（卒業論文） 演習 L1679 谷本　有美子 616
★ 演習２ 演習 L1788
★ 演習３（卒業論文） 演習 L1789
★ 演習２ 演習 L1804 諸上　茂光 615
★ 演習２ 演習 L1831 武田　俊輔 620

特別活動論 教職・資格 L3117 桐島　次郎 102
教育方法論 教職・資格 L3122 酒井　英光 304
教育実習（事前指導） 教職・資格 L3135 髙橋　繁 403
Multicultural Translation through English II グローバル・オープン LZ004 JAMES　WATT 501

音楽社会学

認知映像論

マクロ経済学Ⅰ

数理社会学Ⅱ

行政法Ⅱ

3

1

統計基礎実習Ⅰ

音楽社会学Ⅰ

北浦　康嗣 オンライン

斎藤　友里子 202

MARKUS GRASMUECK 406

金井　明人 614

中筋　直哉 408

鈴木　宗徳 619

天本　哲史 B301

橋本　政樹 情報実習室１

2

土橋　臣吾 オンライン

金井　明人 B201

高村　恒人 情報実習室2



時限 通年 科目名 科目区分 授業コード 担当者 教室

哲学Ⅱ 視野 L0072 大橋　基 B201
自然環境論Ⅱ 視野 L0083
地球と自然Ⅱ 視野 L0116
国際社会と日本 入門 L0594 愼　蒼宇 202

〔BT〕 L0781
〔PLP〕 L0806
〔PSP〕 L0860
〔MLP〕 L1070
〔MPP〕 L2969

★ 演習３（卒業論文） 演習 L1408 荒井　容子 618
★ 演習１ 演習 L1421
★ 演習２ 演習 L1422
★ 演習１ 演習 L1456 金井　明人 614
★ 演習３（卒業論文） 演習 L1468 平野　寛弥 719
★ 演習１ 演習 L1476 北浦　康嗣 613
★ 演習３（卒業論文） 演習 L1496 斎藤　友里子 612
★ 演習３（卒業論文） 演習 L1573 津田　正太郎 404
★ 演習１ 演習 L1581
★ 演習２ 演習 L1582
★ 演習１ 演習 L1586 中筋　直哉 408
★ 演習１ 演習 L1666 吉村　真子 407
★ 演習１ 演習 L1677
★ 演習２ 演習 L1678
★ 演習１ 演習 L1787 鈴木　宗徳 619
★ 演習２ 演習 L1791 土橋　臣吾 401
★ 演習２ 演習 L1822 土倉　英志 712
★ 演習１ 演習 L1830 武田　俊輔 620
★ 演習２ 演習 L1837 李　舜志 402
★ 演習１ 演習 L1839 天本　哲史 611

教職実践演習（中・高） 教職・資格 L3127 髙橋　繁 403
〔MSC〕 L0703
〔MCC〕 L0728

コミュニケーション論 〔BT〕 L0792
〔CDC〕 L0654
〔GSP〕 L0918
〔MSC〕 L1931 ←9/21

〔MCC〕 L1981 　　修正

人間論Ａ 〔HSC〕 L0676 鈴木　智之 202 ←10/17修正

★ 演習１ 演習 L1406
★ 演習２ 演習 L1407
★ 演習３（卒業論文） 演習 L1478 北浦　康嗣 613
★ 演習１ 演習 L1526
★ 演習２ 演習 L1527
★ 演習１ 演習 L1790 土橋　臣吾 401
★ 演習１ 演習 L1836 李　舜志 402

特別活動論 教職・資格 L3118 桐島　次郎 102
★通年科目。春学期に履修登録申請を行い、春学期・秋学期を通じて履修すること。

※１　2014年度以前入学者は（　）内の名称。2015年度以降入学者は自由選択科目にも計上。
※２　授業コード欄に（Ｋ～）の記載がある一部の教職・資格科目は、Webシラバスを確認する際に（　　）内のKから始まる授業コードの科目概要を確認すること。（履修登録は「L～」から始まる授業を履修すること）

コミュニケーション論Ⅰ

政治学理論Ⅱ

特講（映像制作実習）

福祉社会学Ⅱ

特講（メディア社会学（表現））

5
618

白鳥　浩 714

谷本　有美子 502

西田　善行 201

平野　寛弥 オンライン

稲増　龍夫 305

荒井　容子

4

糸久　正人 617

徳安　彰 405

小坂　一順 101

吉岡　美紀 オンライン

白鳥　浩 オンライン



【金曜日】秋学期 ＜2017年度以前入学生用＞

時限 通年 科目名 科目区分 授業コード 担当者 教室

芸術文化論 視野 L0075 濱中　春 202 ←10/17修正

スポーツ総合２-Ⅱ 保健体育 L0510 升　佑二郎 体育棟
日本語３-Ⅱ 諸外国語 L7444 宮本　典以子 304 ←9/1修正

〔SRP〕 L0985
〔BSC〕 L1907
〔HSC〕 L0683 ←10/17

〔SRP〕 L0983 　　修正

景観文化論 〔EPC〕 L0608 齋藤　伊久太郎 オンライン
特講（Skill-Based English ＡⅡ） 〔AEP〕 L1351 佐藤　修一 401
English S & D Ⅱ 〔AEP〕 L1361 PAUL HOWL 503

★ 生涯学習支援論 教職・資格 L3153 栗山　究 611

外国史Ｂ（外国史Ⅱ） 教職・資格　※１
L6063

（K5278）※２
郷戸　夏子 経済305

図書館情報学概論Ⅱ 教職・資格 C6801 丹　一信 情報実習室2
心理学Ⅱ 視野 L0052 山下　大厚 オンライン
プログラミング入門（補講） 情報教育 L0162 近藤　恵子 情報実習室１
スポーツ総合２-Ⅱ 保健体育 L0506 田中　善則 体育棟
スポーツ総合２-Ⅱ 保健体育 L0512 升　佑二郎 体育棟
スポーツ総合２-Ⅱ 保健体育 L0514 シン　イェンリン 408
スポーツ総合２-Ⅱ 保健体育 L0524 星　貴洋 体育棟
日本語３-Ⅱ 諸外国語 L7446 宮本　典以子 304 ←9/1修正

日本語３-Ⅱ 諸外国語 L7456 村上　佳恵 303 ←9/1修正

〔CDC〕 L0656
〔HSC〕 L0681
〔GSP〕 L0916
〔ISC〕 L0775
〔PSP〕 L0898
〔MSC〕 L0706
〔MLP〕 L1063

Operations Research 〔ICP〕 L1034
〔BSC〕 L1920
〔IDP〕 L2852

特講（Skill-Based English ＡⅡ） 〔AEP〕 L1353 佐藤　修一 401
English S & D Ⅱ 〔AEP〕 L1363 PAUL HOWL 503
スペイン語中級３ 諸外国語選択 L1322 杉守　慶太 オンライン
ロシア語中級４ 諸外国語選択 L1334 土岐　康子 306
朝鮮語中級４ 諸外国語選択 L1344 李　相旭 オンライン
中国語上級Ａ５ 諸外国語選択 L1304
中国語上級Ｂ５ 諸外国語選択 L1314

★ 演習３（卒業論文） 演習 L1503 愼　蒼宇 720
道徳教育指導論 教職・資格 L3123 石神　真悠子 102

人文地理学Ｂ（人文地理学Ⅱ） 教職・資格　※１
L6065

（K8006）※２
濱田　博之 経済114

★ 情報サービス演習 教職・資格 C6806 丹　一信 情報実習室2
スポーツ総合１-Ⅱ（補講） 保健体育 L0488 堀籠　佳宏 体育棟
スポーツ総合２-Ⅱ 保健体育 L0508 田中　善則 体育棟
スポーツ総合２-Ⅱ 保健体育 L0516 宮崎　靖雄 体育棟
スポーツ総合２-Ⅱ 保健体育 L0518 シン　イェンリン 408
スポーツ総合２-Ⅱ 保健体育 L0520 坪内　友美 体育棟
スポーツ総合２-Ⅱ 保健体育 L0522 星　貴洋 体育棟
ドイツ語初級Ｂ 諸外国語 L0332 武藤　陽子 406 ←9/1修正

ドイツ語初級Ｂ 諸外国語 L0334 布川　恭子 407 ←9/1修正

フランス語初級Ｂ 諸外国語 L0352 大澤　瑞綺 501 ←9/1修正

フランス語初級Ｂ 諸外国語 L0354 佐藤　久仁子 502 ←9/1修正

中国語初級Ｂ 諸外国語 L0372 田中　理恵 401 ←9/1修正

中国語初級Ｂ 諸外国語 L0374 篠田　幸夫 402 ←9/1修正

中国語初級Ｂ 諸外国語 L0376 渡辺　浩司 403 ←9/1修正

中国語初級Ｂ 諸外国語 L0378 上村　陽子 404 ←9/1修正

中国語初級Ｂ 諸外国語 L0380 杜　瑶琳 405 ←9/1修正

ロシア語初級Ｂ 諸外国語 L0402 土岐　康子 306 ←9/1修正

スペイン語初級Ｂ 諸外国語 L0412 増山　久美 503 ←9/1修正

スペイン語初級Ｂ 諸外国語 L0414 杉守　慶太 504 ←9/1修正

朝鮮語初級Ｂ 諸外国語 L0422 李　相旭 305 ←9/1修正

日本語１-Ⅱ 諸外国語 L7432 須賀　和香子 経済117 ←9/1修正

日本語３-Ⅱ 諸外国語 L7448 宮本　典以子 304 ←9/1修正

記号論 〔MCC〕 L0740
メディアの思想 〔BT〕 L0794
発達・教育の理論Ⅱ 〔HSC〕 L0679 山下　大厚 オンライン
地域研究（西欧） 〔ISC〕 L0765 髙橋　愛 202

〔MSC〕 L0710 ←9/21

〔BSC〕 L1916 　　修正

特講（社会調査のリテラシー） 〔SRP〕 L0992 三井　さよ オンライン

国際関係論Ⅱ

産業社会学Ⅱ

臨床社会学Ⅱ

家族社会学Ⅱ

520

小林　直毅 オンライン

境　新一 201

2

菊澤　佐江子 オンライン

二村　まどか B201

鈴木　宗徳 オンライン

境　新一 406

謝　茘

社会ネットワーク論Ⅱ

3

公共性とCommunicationⅡ

意思決定論

1

惠羅　さとみ B201

三井　さよ 201



時限 通年 科目名 科目区分 授業コード 担当者 教室

フランス語中級６ 〔FIP〕 L1226 瀬谷 グロンダン アンヌオレリ 619 ←9/21修正

ドイツ語中級５ 〔GIP〕 L1204 濱中　春 518
特講（ビジネス日本語） 諸外国語選択 L7462 村上　佳恵 515
中国語上級Ａ６ 諸外国語選択 L1306
中国語上級Ｂ６ 諸外国語選択 L1316

★ 演習３（卒業論文） 演習 L1538 鈴木　智之 616
★ 演習２ 演習 L1546 多喜　弘文 621
★ 演習３（卒業論文） 演習 L1613 加藤　徹郎 721
★ 演習２ 演習 L1782 菊澤　佐江子 613

教育の制度・経営 教職・資格 L3106 平塚　眞樹 102
教育心理学 教職・資格 L3107 安齊　順子 302

地誌Ｂ（地誌Ⅱ） 教職・資格　※１
L6069

（K8010）※２
濱田　博之 経済114

ドイツ語初級Ｂ 諸外国語 L0336 武藤　陽子 406 ←9/1修正

ドイツ語初級Ｂ 諸外国語 L0338 布川　恭子 407 ←9/1修正

ドイツ語初級Ａ 諸外国語 L0340 濱中　春 408 ←9/1修正

フランス語初級Ｂ 諸外国語 L0356 大澤　瑞綺 501 ←9/1修正

フランス語初級Ｂ 諸外国語 L0358 佐藤　久仁子 502 ←9/1修正

フランス語初級Ａ 諸外国語 L0360 髙橋　愛 515 ←9/1修正

中国語初級Ｂ 諸外国語 L0382 篠田　幸夫 402 ←9/1修正

中国語初級Ｂ 諸外国語 L0384 渡辺　浩司 403 ←9/1修正

中国語初級Ｂ 諸外国語 L0386 上村　陽子 404 ←9/1修正

中国語初級Ｂ 諸外国語 L0388 田中　理恵 401 ←9/1修正

中国語初級Ｂ 諸外国語 L0390 杜　瑶琳 405 ←9/1修正

中国語初級Ａ 諸外国語 L0393 加藤　昌弘 304 ←9/1修正

スペイン語初級Ｂ 諸外国語 L0416 増山　久美 503 ←9/1修正

スペイン語初級Ｂ 諸外国語 L0418 杉守　慶太 504 ←9/1修正

朝鮮語初級Ｂ 諸外国語 L0424 李　相旭 305 ←9/1修正

日本語１-Ⅱ 諸外国語 L7434 須賀　和香子 経済117 ←9/1修正

Intensive TOEIC（R） 〔AEP〕 L1371 妻鹿　裕子 303 ←9/21修正

フランス語上級Ａ５ 諸外国語選択 L1284 ←9/21

フランス語上級Ｂ５ 諸外国語選択 L1294 　　修正

★ 演習２ 演習 L1502 愼　蒼宇 720
★ 演習１ 演習 L1536
★ 演習２ 演習 L1537
★ 演習１ 演習 L1545 多喜　弘文 621
★ 演習１ 演習 L1641
★ 演習２ 演習 L1642
★ 演習３（卒業論文） 演習 L1643
★ 演習３（卒業論文） 演習 L1673 境　新一 622
★ 演習１ 演習 L1674 平塚　眞樹 612
★ 演習１ 演習 L1781 菊澤　佐江子 613
★ 演習１ 演習 L1806 二村　まどか 714
★ 演習１ 演習 L1833 惠羅　さとみ 711

教育心理学 教職・資格 L3108 安齊　順子 302
日本語１-Ⅱ 諸外国語 L7436 三松　国宏 405 ←9/1修正

日本語１-Ⅱ 諸外国語 L7452 村上　佳恵 406 ←9/1修正

Intensive TOEIC（R） 〔AEP〕 L1373 妻鹿　裕子 303 ←9/21修正

★ 演習３（卒業論文） 演習 L1547 多喜　弘文 621
★ 演習３（卒業論文） 演習 L1628 藤代　裕之 717
★ 演習３（卒業論文） 演習 L1709 澁谷　朋樹 611
★ 演習３（卒業論文） 演習 L1783 菊澤　佐江子 613
★ 演習２ 演習 L1834 惠羅　さとみ 711

教育相談 教職・資格 L3110 沼田　あや子 102
★通年科目。春学期に履修登録申請を行い、春学期・秋学期を通じて履修すること。

※１　2014年度以前入学者は（　）内の名称。2015年度以降入学者は自由選択科目にも計上。
※２　授業コード欄に（Ｋ～）の記載がある一部の教職・資格科目は、Webシラバスを確認する際に（　　）内のKから始まる授業コードの科目概要を確認すること。（履修登録は「L～」から始まる授業を履修すること）

5

瀬谷 グロンダン アンヌオレリ 619

鈴木　智之 616

三井　さよ 712

4

謝　茘 520

3



【土曜日】秋学期 ＜2017年度以前入学生用＞

時限 通年 科目名 科目区分 授業コード 担当者 教室

視聴覚教育Ⅰ 教職・資格　※１ L3155
視聴覚教育Ⅰ 教職・資格 L6076
図書館情報資源特論 教職・資格 C6808 山口　洋 304
視聴覚教育Ⅱ 教職・資格　※１ L3156
視聴覚教育Ⅱ 教職・資格 L6077

★ 情報資源組織演習 教職・資格 C6810 山口　洋 304
3 読書と豊かな人間性 教職・資格 C6815 有山　裕美子 402
4 学校図書館メディアの構成 教職・資格 C6812 有山　裕美子 402

★通年科目。春学期に履修登録申請を行い、春学期・秋学期を通じて履修すること。
※１　2014年度以前入学者は（　）内の名称。2015年度以降入学者は自由選択科目にも計上。

【集中・その他】秋学期　※「物理学Ⅱ」はフルオンデマンド授業のため、曜日・時限の設定がありません。＜2017年度以前入学生用＞

時限 通年 科目名 科目区分 授業コード 担当者 教室

物理学Ⅱ　※１：学科指定 視野 L0092 藤田　貢崇 オンライン
物理学Ⅱ　※２：学科指定 視野 L0094 藤田　貢崇 オンライン

※１　社会学科生のみ履修可
※２　社会政策科学科生・メディア社会学科生のみ履修可

集中・その他

1
原田　雅子 101

2
原田　雅子 101


