
 

 

 
 

社会学部 

２０２２年度以降 

入学生 
 

 

時間割表（春学期） 

 
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】春学期 ＜2022年度以降入学生用＞

時限 科目名 科目区分 授業コード 担当者 教室

国際社会論 視野 L0096 吉村　真子 201
キャリアデザイン論 視野 L0108 大八木　智一 オンライン
メディア社会学基礎Ｃ 専門 LD006 白田　秀彰 202
法と社会 視野 L0100 白田　秀彰 202
Skill-Based English BⅠ 外国語（選択） LE203-b 小林　テレサ オンライン
Content-Based English BⅠ 外国語（選択） LE221 二村　まどか 501
サステイナビリティ論Ａ 専門 LA200 島本　美保子 201
キャリアデザイン論 視野 L0109 大八木　智一 オンライン
コンピュータ入門 情報教育 L0155 堀　亜砂実 情報実習室2
Basic English１-Ⅰ 英語 L0202 二村　まどか オンライン
Basic English１-Ⅰ 英語 L0204 JONATHAN D BROWN オンライン
Basic English１-Ⅰ 英語 L0205 石垣　弥麻 オンライン
Basic English１-Ⅰ 英語 L0206 荒木　暢也 オンライン
Basic English１-Ⅰ 英語 L0207 岡村　盛雄 オンライン
Basic English１-Ⅰ 英語 L0209 藤井　道行 オンライン
Basic English１-Ⅰ 英語 L0210 東郷　裕 オンライン
Basic English１-Ⅰ 英語 L0214 田中　邦佳 オンライン
Basic English１-Ⅰ 英語 L0218 小林　テレサ オンライン
Basic English１-Ⅰ 英語 L0219 広川　治 オンライン
Basic English１-Ⅰ 英語 L0221 堀　いづみ オンライン
Basic English１-Ⅰ 英語 L0223 佐藤　修一 オンライン
Skill-Based English CⅠ 外国語（選択） LE205 深津　勇仁 404
Content-Based English DⅠ 外国語（選択） LE225 西田　佳子 オンライン
社会思想史Ⅰ 視野 LL002 明戸　隆浩 202
コンピュータ入門 情報教育 L0143 森　幹彦 情報実習室１
コンピュータ入門 情報教育 L0167 堀　亜砂実 情報実習室2
Basic English１-Ⅰ 英語 L0201 荒木　暢也 オンライン
Basic English１-Ⅰ 英語 L0203 佐藤　修一 オンライン
Basic English１-Ⅰ 英語 L0208 岡村　盛雄 オンライン
Basic English１-Ⅰ 英語 L0211 藤井　道行 オンライン
Basic English１-Ⅰ 英語 L0212 深松　亮太 オンライン
Basic English１-Ⅰ 英語 L0213 東郷　裕 オンライン
Basic English１-Ⅰ 英語 L0215 田中　邦佳 オンライン
Basic English１-Ⅰ 英語 L0216 小林　テレサ オンライン
Basic English１-Ⅰ 英語 L0217 西田　佳子 オンライン
Basic English１-Ⅰ 英語 L0220 広川　治 オンライン
Basic English１-Ⅰ 英語 L0222 堀　いづみ オンライン
Basic English１-Ⅰ 英語 L0224 JONATHAN D BROWN オンライン
Content-Based English CⅠ 外国語（選択） LE223 深津　勇仁 404

5 基礎数学Ⅰ 視野 L0078 鈴木　麻美 オンライン
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【火曜日】春学期 ＜2022年度以降入学生用＞

時限 科目名 科目区分 授業コード 担当者 教室

基礎演習Ⅰ 基礎演習 L5001 徳安　彰 408
基礎演習Ⅰ 基礎演習 L5005 左古　輝人 501
基礎演習Ⅰ 基礎演習 L5023 土倉　英志 407
基礎演習Ⅰ 基礎演習 L5029 糸久　正人 404
基礎演習Ⅰ 基礎演習 L5031 飯野　智子 403
基礎演習Ⅰ 基礎演習 L5037 岩城　邦義 403
基礎演習Ⅰ 基礎演習 L5039 髙橋　誠一 401
基礎演習Ⅰ 基礎演習 L5041 宮下　阿子 405
基礎演習Ⅰ 基礎演習 L5043 鈴木　智道 406
基礎演習Ⅰ 基礎演習 L5063 武田　俊輔 402
基礎演習Ⅰ 基礎演習 L5065 山田　唐波里 404
基礎演習Ⅰ 基礎演習 L5067 愼　蒼宇 401
基礎演習Ⅰ 基礎演習 L5073 菊澤　佐江子 406
基礎演習Ⅰ 基礎演習 L5075 三井　さよ 408
基礎演習Ⅰ 基礎演習 L5086 島田　昭仁 402
基礎演習Ⅰ 基礎演習 L5088 吉村　真子 407
文学 視野 L0056 彭　丹 201
社会政策科学入門Ｂ 専門 LA001 増田　正人 B301
メディア研究法入門Ａ 専門 LD000 土橋　臣吾 B201
基礎演習Ⅰ 基礎演習 L5003 多田　和美 402
基礎演習Ⅰ 基礎演習 L5007 中筋　直哉 408
基礎演習Ⅰ 基礎演習 L5009 兼子　諭 501
基礎演習Ⅰ 基礎演習 L5011 宮下　阿子 405
基礎演習Ⅰ 基礎演習 L5013 岡野内　正 403
基礎演習Ⅰ 基礎演習 L5015 加藤　寛之 404
基礎演習Ⅰ 基礎演習 L5017 荒木　暢也 408
基礎演習Ⅰ 基礎演習 L5019 岩城　邦義 403
基礎演習Ⅰ 基礎演習 L5027 李　舜志 501
基礎演習Ⅰ 基礎演習 L5033 本田　親史 404
基礎演習Ⅰ 基礎演習 L5035 南雲　和夫 503
基礎演習Ⅰ 基礎演習 L5045 天本　哲史 406
基礎演習Ⅰ 基礎演習 L5047 惠羅　さとみ 405
基礎演習Ⅰ 基礎演習 L5051 吉田　公記 401
基礎演習Ⅰ 基礎演習 L5053 中村　尚樹 407
基礎演習Ⅰ 基礎演習 L5055 松下　峻也 502
基礎演習Ⅰ 基礎演習 L5069 白田　秀彰 407
基礎演習Ⅰ 基礎演習 L5071 古澤　聡司 406
基礎演習Ⅰ 基礎演習 L5077 南　宏幸 402
基礎演習Ⅰ 基礎演習 L5082 増田　正人 401
基礎演習Ⅰ 基礎演習 L5092 山下　大厚 503
基礎演習Ⅰ 基礎演習 L5094 髙橋　賢次 502
ジェンダー論 専門 LB101 飯野　智子 オンライン
法律学（日本国憲法） 視野 L0102 清水　弥生 オンライン
教職入門 教職・資格 L3101 西牧　たかね 202
教育原理 教職・資格 L3105 御園生　純 302
身体論 視野 L0066 矢田部　英正 オンライン
職業社会論 視野 L0106 依田　素味 オンライン
コンピュータ入門 情報教育 L0131 湯本　正実 情報実習室2
教育原理 教職・資格 L3103 御園生　純 302
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【水曜日】春学期 ＜2022年度以降入学生用＞

時限 科目名 科目区分 授業コード 担当者 教室

創作表現論Ⅰ 視野 L0061 金原　瑞人 302
コンピュータ入門 情報教育 L0141 諸上　茂光 情報実習室１
ドイツ語初級Ａ 諸外国語 L0331 齋藤　萌 オンライン
ドイツ語初級Ａ 諸外国語 L0333 本田　博之 オンライン
フランス語初級Ａ 諸外国語 L0351 高橋　久美 オンライン
フランス語初級Ａ 諸外国語 L0353 實谷　美咲 オンライン
中国語初級Ａ 諸外国語 L0371 池田　麻希子 オンライン
中国語初級Ａ 諸外国語 L0373 加藤　昌弘 オンライン
中国語初級Ａ 諸外国語 L0375 康　宏理 オンライン
中国語初級Ａ 諸外国語 L0377 篠田　幸夫 オンライン
中国語初級Ａ 諸外国語 L0379 渡辺　浩司 オンライン
ロシア語初級Ａ 諸外国語 L0401 佐藤　裕子 オンライン
スペイン語初級Ａ 諸外国語 L0411 乾　隆政 オンライン
スペイン語初級Ａ 諸外国語 L0413 松井　賢治 オンライン
朝鮮語初級Ａ 諸外国語 L0421 荻野　優子 オンライン
日本語２-Ⅰ 諸外国語 L7437 乾　浩 オンライン
特別な教育的ニーズの理解と支援 教職・資格 L3160 山下　洋児 102
アメリカのジャーナリズム 視野 LL001 荒木　暢也 B301
コンピュータ入門 情報教育 L0133 石井　由起 情報実習室2
ドイツ語初級Ａ 諸外国語 L0335 齋藤　萌 オンライン
ドイツ語初級Ａ 諸外国語 L0337 本田　博之 オンライン
フランス語初級Ａ 諸外国語 L0355 高橋　久美 オンライン
フランス語初級Ａ 諸外国語 L0357 實谷　美咲 オンライン
中国語初級Ａ 諸外国語 L0381 加藤　昌弘 オンライン
中国語初級Ａ 諸外国語 L0383 康　宏理 オンライン
中国語初級Ａ 諸外国語 L0385 篠田　幸夫 オンライン
中国語初級Ａ 諸外国語 L0387 謝　茘 オンライン
中国語初級Ａ 諸外国語 L0389 渡辺　浩司 オンライン
スペイン語初級Ａ 諸外国語 L0415 乾　隆政 オンライン
スペイン語初級Ａ 諸外国語 L0417 松井　賢治 オンライン
朝鮮語初級Ａ 諸外国語 L0423 荻野　優子 オンライン
日本語２-Ⅰ 諸外国語 L7439 乾　浩 オンライン
Skill-Based English BⅠ 外国語（選択） LE203-a JONATHAN D BROWN 306
Skill-Based English FⅠ 外国語（選択） LE211 金原　瑞人 616
現代史Ⅰ 視野 L0054 愼　蒼宇 オンライン
自然科学特講（生命科学） 視野 L0084 鞠子　茂 実験棟
自然科学特講（数学） 視野 L0086 鈴木　麻美 オンライン
自然科学特講（地学） 視野 L0088 吉岡　美紀 実験棟
コンピュータ入門 情報教育 L0165 石井　由起 情報実習室2
日本語２-Ⅰ 諸外国語 L7441 乾　浩 オンライン
日本語２-Ⅰ 諸外国語 L7453 村上　佳恵 オンライン
English for Specific Purposes BⅠ 外国語（選択） LE215 金原　瑞人 304
企業と社会論Ｂ 専門 LA101 多田　和美 B301　→　B201 ←4/19修正

統計学Ⅰ 視野 L0080 鈴木　麻美 オンライン
平和論 視野 L0099 中村　長史 B201
English for Specific Purposes AⅠ 外国語（選択） LE213 金原　瑞人 304
Content-Based English AⅠ 外国語（選択） LE219-a PAUL HOWL 305
グローバル市民社会論Ａ 専門 LA300 岡野内　正 202
表象文化論Ａ 専門 LB302 髙橋　愛 オンライン
生命の科学 視野 L0113 鞠子　茂 オンライン
Content-Based English AⅠ 外国語（選択） LE219-b PAUL HOWL 305
コミュニティ・デザイン論Ⅰ 専門 LB200 樋口　明彦 201

【木曜日】春学期 ＜2022年度以降入学生用＞

時限 科目名 科目区分 授業コード 担当者 教室

Skill-Based English EⅠ 外国語（選択） LE209 JAMES　WATT 501
社会学入門Ａ 専門 LB001-a 徳安　彰・兼子　諭 201
メディア社会入門Ⅰ 専門 LD002 津田　正太郎 オンライン
地理学Ⅰ 視野 L0049 朴　倧玄 経済101
科学史 視野 L0090 河野　俊哉 オンライン
コンピュータ入門 情報教育 L0159 橋本　政樹 情報実習室１
English for Specific Purposes D 外国語（選択） LE218-a JAMES　WATT 501
社会政策科学入門Ｃ 専門 LA002 白鳥　浩 B301
社会学入門Ｂ 専門 LB002-a 斎藤　友里子・鈴木　智之 202　→　201 ←4/11教室変更

メディア社会学基礎Ｂ 専門 LD005 稲増　龍夫 201　→　B201 ←4/11教室変更

コンピュータ入門 情報教育 L0139 小川　有希子 情報実習室１
コンピュータ入門 情報教育 L0163 高村　恒人 情報実習室2
社会調査入門 専門 LB003 多喜　弘文 オンライン
人間・社会論 専門 LB100 土倉　英志 302
メディアと人間Ⅰ 専門 LD007 李　舜志 B301
哲学Ⅰ 視野 L0071 大橋　基 B201
地球と自然Ⅰ 視野 L0115 吉岡　美紀 オンライン
コンピュータ入門 情報教育 L0145 加藤　徹郎 情報実習室2
コンピュータ入門 情報教育 L0149 小川　有希子 情報実習室１
ドイツ語コミュニケーション入門Ａ 外国語（選択） LG601 MARKUS GRASMUECK 406
中国語コミュニケーション入門Ａ 外国語（選択） LH601 謝　茘 306
コンピュータ入門 情報教育 L0147 加藤　徹郎 情報実習室2
文化社会学Ａ 専門 LB300 武田　俊輔 202
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【金曜日】春学期 ＜2022年度以降入学生用＞

時限 科目名 科目区分 授業コード 担当者 教室

コンピュータ入門 情報教育 L0137 近藤　恵子 情報実習室１
スポーツ総合１-Ⅰ 保健体育 L0451 野村　一路 体育棟
スポーツ総合１-Ⅰ 保健体育 L0455 平澤　愛 体育棟
スポーツ総合１-Ⅰ 保健体育 L0459 堀籠　佳宏 体育棟
スポーツ総合１-Ⅰ 保健体育 L0463 髙梨　泰彦 体育棟
スポーツ総合１-Ⅰ 保健体育 L0467 宮下　信一 体育棟
スポーツ総合１-Ⅰ 保健体育 L0471 永嶋　秀敏 体育棟
スポーツ総合１-Ⅰ 保健体育 L0475 星　貴洋 体育棟
スポーツ総合１-Ⅰ 保健体育 L0479 堀籠　美紀 体育棟
スポーツ総合１-Ⅰ 保健体育 L0483 清水　貴司 体育棟
Skill-Based English AⅠ 外国語（選択） LE201-a 佐藤　修一 401
Skill-Based English DⅠ 外国語（選択） LE207-a PAUL HOWL 503
心理学Ⅰ 視野 L0051 山下　大厚 オンライン
スポーツ総合１-Ⅰ 保健体育 L0453 野村　一路 体育棟
スポーツ総合１-Ⅰ 保健体育 L0457 平澤　愛 体育棟
スポーツ総合１-Ⅰ 保健体育 L0461 堀籠　佳宏 体育棟
スポーツ総合１-Ⅰ 保健体育 L0465 髙梨　泰彦 体育棟
スポーツ総合１-Ⅰ 保健体育 L0469 宮下　信一 体育棟
スポーツ総合１-Ⅰ 保健体育 L0473 永嶋　秀敏 体育棟
スポーツ総合１-Ⅰ 保健体育 L0477 國本　眞由子 体育棟
スポーツ総合１-Ⅰ 保健体育 L0481 堀籠　美紀 体育棟
スポーツ総合１-Ⅰ 保健体育 L0485 清水　貴司 体育棟
Skill-Based English AⅠ 外国語（選択） LE201-b 佐藤　修一 401
Skill-Based English DⅠ 外国語（選択） LE207-b PAUL HOWL 503
フランス語コミュニケーション入門Ａ 外国語（選択） LF601 瀬谷 グロンダン アンヌオレリ 501
コンピュータ入門 情報教育 L0151 林田　和人 情報実習室2
ドイツ語初級Ａ 諸外国語 L0331 武藤　陽子 オンライン
ドイツ語初級Ａ 諸外国語 L0333 布川　恭子 オンライン
フランス語初級Ａ 諸外国語 L0351 大澤　瑞綺 オンライン
フランス語初級Ａ 諸外国語 L0353 佐藤　久仁子 オンライン
中国語初級Ａ 諸外国語 L0371 田中　理恵 オンライン
中国語初級Ａ 諸外国語 L0373 篠田　幸夫 オンライン
中国語初級Ａ 諸外国語 L0375 渡辺　浩司 オンライン
中国語初級Ａ 諸外国語 L0377 上村　陽子 オンライン
中国語初級Ａ 諸外国語 L0379 杜　瑶琳 オンライン
ロシア語初級Ａ 諸外国語 L0401 土岐　康子 オンライン
スペイン語初級Ａ 諸外国語 L0411 増山　久美 オンライン
スペイン語初級Ａ 諸外国語 L0413 杉守　慶太 オンライン
朝鮮語初級Ａ 諸外国語 L0421 李　相旭 オンライン
Content-Based English E 外国語（選択） LE227 PAUL HOWL 303
教育の制度・経営 教職・資格 L3104 平塚　眞樹 102　→　B201 ←4/20修正

コンピュータ入門 情報教育 L0153 林田　和人 情報実習室2
ドイツ語初級Ａ 諸外国語 L0335 武藤　陽子 オンライン
ドイツ語初級Ａ 諸外国語 L0337 布川　恭子 オンライン
フランス語初級Ａ 諸外国語 L0355 大澤　瑞綺 オンライン
フランス語初級Ａ 諸外国語 L0357 佐藤　久仁子 オンライン
中国語初級Ａ 諸外国語 L0381 篠田　幸夫 オンライン
中国語初級Ａ 諸外国語 L0383 渡辺　浩司 オンライン
中国語初級Ａ 諸外国語 L0385 上村　陽子 オンライン
中国語初級Ａ 諸外国語 L0387 田中　理恵 オンライン
中国語初級Ａ 諸外国語 L0389 杜　瑶琳 オンライン
スペイン語初級Ａ 諸外国語 L0415 増山　久美 オンライン
スペイン語初級Ａ 諸外国語 L0417 杉守　慶太 オンライン
朝鮮語初級Ａ 諸外国語 L0423 李　相旭 オンライン
日本語１-Ⅰ 諸外国語 L7433 須賀　和香子 オンライン
English for Specific Purposes C 外国語（選択） LE217-a 妻鹿　裕子 306　→　303 ←4/12教室変更

日本語１-Ⅰ 諸外国語 L7435 三松　国宏 オンライン
日本語１-Ⅰ 諸外国語 L7451 村上　佳恵 オンライン
English for Specific Purposes C 外国語（選択） LE217-b 妻鹿　裕子 306　→　303 ←4/12教室変更

国際社会と言語文化 専門 LB401 髙橋　愛 302
教育相談 教職・資格 L3109 沼田　あや子 102

【集中・その他】春学期　※「物理学Ⅰ」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。＜2022年度以降入学生用＞

時限 科目名 科目区分 授業コード 担当者 教室

物理学Ⅰ　※１：学科指定 視野 L0091 藤田　貢崇 オンライン
物理学Ⅰ　※２：学科指定 視野 L0093 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

2

3

4

5


