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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 ＜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

社会を変えるための実践論 視野 L0120 荒井　容子 301
Skill-Based English BⅡ 外国語（選択） LE204-b 小林　テレサ オンライン
Content-Based English BⅡ 外国語（選択） LE222 二村　まどか 501
プログラミング入門 情報教育 L0156 堀　亜砂実 情報実習室2
Basic English１-Ⅱ 英語 L0227 二村　まどか オンライン
Basic English１-Ⅱ 英語 L0229 JONATHAN D BROWN オンライン
Basic English１-Ⅱ 英語 L0230 石垣　弥麻 オンライン
Basic English１-Ⅱ 英語 L0231 荒木　暢也 オンライン
Basic English１-Ⅱ 英語 L0232 岡村　盛雄 オンライン
Basic English１-Ⅱ 英語 L0234 藤井　道行 オンライン
Basic English１-Ⅱ 英語 L0235 東郷　裕 オンライン
Basic English１-Ⅱ 英語 L0239 田中　邦佳 オンライン
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 オンライン
Basic English１-Ⅱ 英語 L0246 堀　いづみ オンライン
Basic English１-Ⅱ 英語 L0248 佐藤　修一 オンライン
Skill-Based English CⅡ 外国語（選択） LE206 深津　勇仁 404
Content-Based English DⅡ 外国語（選択） LE226 西田　佳子 オンライン
社会思想史Ⅱ 視野 LL003 明戸　隆浩 202
プログラミング入門 情報教育 L0144 森　幹彦 情報実習室１
プログラミング入門 情報教育 L0168 堀　亜砂実 情報実習室2
Basic English１-Ⅱ 英語 L0226 荒木　暢也 オンライン
Basic English１-Ⅱ 英語 L0228 佐藤　修一 オンライン
Basic English１-Ⅱ 英語 L0233 岡村　盛雄 オンライン
Basic English１-Ⅱ 英語 L0236 藤井　道行 オンライン
Basic English１-Ⅱ 英語 L0237 深松　亮太 オンライン
Basic English１-Ⅱ 英語 L0238 東郷　裕 オンライン
Basic English１-Ⅱ 英語 L0240 田中　邦佳 オンライン
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 オンライン
Basic English１-Ⅱ 英語 L0245 広川　治 オンライン
Basic English１-Ⅱ 英語 L0247 堀　いづみ オンライン
Basic English１-Ⅱ 英語 L0249 JONATHAN D BROWN オンライン
Content-Based English CⅡ 外国語（選択） LE224 深津　勇仁 404
基礎数学Ⅱ 視野 L0079 鈴木　麻美 オンライン
グローバル市民社会論Ｂ 専門 LA301 谷本　有美子 201

2

3

4

5



【火曜日】秋学期 ＜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 専門 LA000 惠羅　さとみ B301
メディア研究法入門Ｂ 専門 LD001 橋爪　絢子 B201
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 504
社会学への招待 専門 LB000 三井　さよ オンライン
法律学 視野 L0103 清水　弥生 オンライン
雇用と法 視野 LL004 山本　圭子 B201
教職入門 教職・資格 L3102 西牧　たかね 202

4 プログラミング入門 情報教育 L0132 湯本　正実 情報実習室2
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【水曜日】秋学期 ＜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Ⅱ 視野 L0062 金原　瑞人 302
プログラミング入門 情報教育 L0142 諸上　茂光 情報実習室１
ドイツ語初級Ｂ 諸外国語 L0332 齋藤　萌 オンライン
ドイツ語初級Ｂ 諸外国語 L0334 本田　博之 オンライン
フランス語初級Ｂ 諸外国語 L0352 高橋　久美 オンライン
フランス語初級Ｂ 諸外国語 L0354 實谷　美咲 オンライン
中国語初級Ｂ 諸外国語 L0372 池田　麻希子 オンライン
中国語初級Ｂ 諸外国語 L0374 加藤　昌弘 オンライン
中国語初級Ｂ 諸外国語 L0376 康　宏理 オンライン
中国語初級Ｂ 諸外国語 L0378 篠田　幸夫 オンライン
中国語初級Ｂ 諸外国語 L0380 渡辺　浩司 オンライン
ロシア語初級Ｂ 諸外国語 L0402 佐藤　裕子 オンライン
スペイン語初級Ｂ 諸外国語 L0412 乾　隆政 オンライン
スペイン語初級Ｂ 諸外国語 L0414 松井　賢治 オンライン
朝鮮語初級Ｂ 諸外国語 L0422 荻野　優子 オンライン
日本語２-Ⅱ 諸外国語 L7438 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 L3161 山下　洋児 102
統計学Ⅱ 視野 L0081 鈴木　麻美 オンライン
プログラミング入門 情報教育 L0134 石井　由起 情報実習室2
ドイツ語初級Ｂ 諸外国語 L0336 齋藤　萌 オンライン
ドイツ語初級Ｂ 諸外国語 L0338 本田　博之 オンライン
ドイツ語初級Ａ 諸外国語 L0340 田中　潤 オンライン
フランス語初級Ｂ 諸外国語 L0356 高橋　久美 オンライン
フランス語初級Ｂ 諸外国語 L0358 實谷　美咲 オンライン
フランス語初級Ａ 諸外国語 L0360 美頭　千不美 オンライン
中国語初級Ｂ 諸外国語 L0382 加藤　昌弘 オンライン
中国語初級Ｂ 諸外国語 L0384 康　宏理 オンライン
中国語初級Ｂ 諸外国語 L0386 篠田　幸夫 オンライン
中国語初級Ｂ 諸外国語 L0388 謝　茘 オンライン
中国語初級Ｂ 諸外国語 L0390 渡辺　浩司 オンライン
中国語初級Ａ 諸外国語 L0393 池田　麻希子 オンライン
スペイン語初級Ｂ 諸外国語 L0416 乾　隆政 オンライン
スペイン語初級Ｂ 諸外国語 L0418 松井　賢治 オンライン
朝鮮語初級Ｂ 諸外国語 L0424 荻野　優子 オンライン
日本語２-Ⅱ 諸外国語 L7440 乾　浩 オンライン
Skill-Based English BⅡ 外国語（選択） LE204-a JONATHAN D BROWN 306
Skill-Based English FⅡ 外国語（選択） LE212 金原　瑞人 616
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
プログラミング入門 情報教育 L0166 石井　由起 情報実習室2
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 オンライン
English for Specific Purposes BⅡ 外国語（選択） LE216 金原　瑞人 304
フランス語圏の社会と文化 外国語（選択） LF603 髙橋　愛 501
ドイツ語圏の社会と文化 外国語（選択） LG603 濱中　春 502
企業と社会論Ａ 専門 LA100 加藤　寛之 B301
多摩地域形成論 視野 LL005 池田　寛二 オンライン
English for Specific Purposes AⅡ 外国語（選択） LE214 金原　瑞人 304
Content-Based English AⅡ 外国語（選択） LE220-a PAUL HOWL 305
環境生態学 視野 L0114 鞠子　茂 オンライン
Content-Based English AⅡ 外国語（選択） LE220-b PAUL HOWL 305
コミュニティ・デザイン論Ⅱ 専門 LB201 樋口　明彦 201

【木曜日】秋学期 ＜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 EⅡ 外国語（選択） LE210 JAMES　WATT 501
社会学入門Ｂ 専門 LB002-b 斎藤　友里子・鈴木　智之 201
メディア社会入門Ⅱ 専門 LD003 北原　利行 B202
地理学Ⅱ 視野 L0050 朴　倧玄 経済101
プログラミング入門 情報教育 L0160 橋本　政樹 情報実習室１
English for Specific Purposes D 外国語（選択） LE218-b JAMES　WATT 501
社会政策科学入門Ｄ 専門 LA003 天本　哲史 B301
社会学入門Ａ 専門 LB001-b 徳安　彰・兼子　諭 201
メディア社会学基礎Ａ 専門 LD004 土橋　臣吾 オンライン
プログラミング入門 情報教育 L0140 小川　有希子 情報実習室１
プログラミング入門 情報教育 L0164 高村　恒人 情報実習室2
中国語圏の社会と文化 外国語（選択） LH603 謝　茘 306
サステイナビリティ論Ｂ 専門 LA201 長沼　建一郎 201
社会調査の方法 専門 LB008 多喜　弘文 オンライン
メディアと人間Ⅱ 専門 LD008 李　舜志 オンライン
哲学Ⅱ 視野 L0072 大橋　基 B201
地球と自然Ⅱ 視野 L0116 吉岡　美紀 オンライン
プログラミング入門 情報教育 L0146 加藤　徹郎 情報実習室2
プログラミング入門 情報教育 L0150 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Ｂ 外国語（選択） LG602 MARKUS GRASMUECK 406
中国語コミュニケーション入門Ｂ 外国語（選択） LH602 謝　茘 306
国際社会と日本 専門 LB400 愼　蒼宇 202
人間論 視野 LL000 鈴木　智之 オンライン
プログラミング入門 情報教育 L0148 加藤　徹郎 情報実習室2
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【金曜日】秋学期 ＜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

プログラミング入門 情報教育 L0138 近藤　恵子 情報実習室１
スポーツ総合１-Ⅱ 保健体育 L0452 野村　一路 体育棟
スポーツ総合１-Ⅱ 保健体育 L0456 平澤　愛 体育棟
スポーツ総合１-Ⅱ 保健体育 L0460 堀籠　佳宏 体育棟
スポーツ総合１-Ⅱ 保健体育 L0464 髙梨　泰彦 体育棟
スポーツ総合１-Ⅱ 保健体育 L0468 宮下　信一 体育棟
スポーツ総合１-Ⅱ 保健体育 L0472 永嶋　秀敏 体育棟
スポーツ総合１-Ⅱ 保健体育 L0476 星　貴洋 体育棟
スポーツ総合１-Ⅱ 保健体育 L0480 堀籠　美紀 体育棟
スポーツ総合１-Ⅱ 保健体育 L0484 清水　貴司 体育棟
Skill-Based English AⅡ 外国語（選択） LE202-a 佐藤　修一 401
Skill-Based English DⅡ 外国語（選択） LE208-a PAUL HOWL 503
心理学Ⅱ 視野 L0052 山下　大厚 オンライン
スポーツ総合１-Ⅱ 保健体育 L0454 野村　一路 体育棟
スポーツ総合１-Ⅱ 保健体育 L0458 平澤　愛 体育棟
スポーツ総合１-Ⅱ 保健体育 L0462 堀籠　佳宏 体育棟
スポーツ総合１-Ⅱ 保健体育 L0466 髙梨　泰彦 体育棟
スポーツ総合１-Ⅱ 保健体育 L0470 宮下　信一 体育棟
スポーツ総合１-Ⅱ 保健体育 L0474 永嶋　秀敏 体育棟
スポーツ総合１-Ⅱ 保健体育 L0478 國本　眞由子 体育棟
スポーツ総合１-Ⅱ 保健体育 L0482 堀籠　美紀 体育棟
スポーツ総合１-Ⅱ 保健体育 L0486 清水　貴司 体育棟
Skill-Based English AⅡ 外国語（選択） LE202-b 佐藤　修一 401
Skill-Based English DⅡ 外国語（選択） LE208-b PAUL HOWL 503
フランス語コミュニケーション入門Ｂ 外国語（選択） LF602 瀬谷 グロンダン アンヌオレリ 501
プログラミング入門 情報教育 L0152 林田　和人 情報実習室2
ドイツ語初級Ｂ 諸外国語 L0332 武藤　陽子 オンライン
ドイツ語初級Ｂ 諸外国語 L0334 布川　恭子 オンライン
フランス語初級Ｂ 諸外国語 L0352 大澤　瑞綺 オンライン
フランス語初級Ｂ 諸外国語 L0354 佐藤　久仁子 オンライン
中国語初級Ｂ 諸外国語 L0372 田中　理恵 オンライン
中国語初級Ｂ 諸外国語 L0374 篠田　幸夫 オンライン
中国語初級Ｂ 諸外国語 L0376 渡辺　浩司 オンライン
中国語初級Ｂ 諸外国語 L0378 上村　陽子 オンライン
中国語初級Ｂ 諸外国語 L0380 杜　瑶琳 オンライン
ロシア語初級Ｂ 諸外国語 L0402 土岐　康子 オンライン
スペイン語初級Ｂ 諸外国語 L0412 増山　久美 オンライン
スペイン語初級Ｂ 諸外国語 L0414 杉守　慶太 オンライン
朝鮮語初級Ｂ 諸外国語 L0422 李　相旭 オンライン
日本語１-Ⅱ 諸外国語 L7432 須賀　和香子 オンライン
社会調査のリテラシー 専門 LB009 三井　さよ オンライン
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
プログラミング入門 情報教育 L0154 林田　和人 情報実習室2
ドイツ語初級Ｂ 諸外国語 L0336 武藤　陽子 オンライン
ドイツ語初級Ｂ 諸外国語 L0338 布川　恭子 オンライン
ドイツ語初級Ａ 諸外国語 L0340 濱中　春 オンライン
フランス語初級Ｂ 諸外国語 L0356 大澤　瑞綺 オンライン
フランス語初級Ｂ 諸外国語 L0358 佐藤　久仁子 オンライン
フランス語初級Ａ 諸外国語 L0360 髙橋　愛 オンライン
中国語初級Ｂ 諸外国語 L0382 篠田　幸夫 オンライン
中国語初級Ｂ 諸外国語 L0384 渡辺　浩司 オンライン
中国語初級Ｂ 諸外国語 L0386 上村　陽子 オンライン
中国語初級Ｂ 諸外国語 L0388 田中　理恵 オンライン
中国語初級Ｂ 諸外国語 L0390 杜　瑶琳 オンライン
中国語初級Ａ 諸外国語 L0393 加藤　昌弘 オンライン
スペイン語初級Ｂ 諸外国語 L0416 増山　久美 オンライン
スペイン語初級Ｂ 諸外国語 L0418 杉守　慶太 オンライン
朝鮮語初級Ｂ 諸外国語 L0424 李　相旭 オンライン
日本語１-Ⅱ 諸外国語 L7434 須賀　和香子 オンライン
English for Specific Purposes C 外国語（選択） LE217-c 妻鹿　裕子 306
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 オンライン
日本語１-Ⅱ 諸外国語 L7452 村上　佳恵 オンライン
English for Specific Purposes C 外国語（選択） LE217-d 妻鹿　裕子 306
教育相談 教職・資格 L3110 沼田　あや子 102

【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。＜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
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集中・その他
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