
区分     授  業  科  目 学科 担 当 教室（副） 区分     授  業  科  目 学科 担 当 教室（副） 区分     授  業  科  目 学科 担 当 教室（副） 区分     授  業  科  目 学科 担 当 教室（副）
教養 コンピュータと情報Ⅰ(4) 情・メ 早瀬 光浩 メ240 教養 外国語（英語C）（4） 情・メ WG 講師 メ422 映像制作演習（1）[テレビ制作演習（1）] メ 栃窪 優二 ｽﾀｼﾞｵ

教養 外国語（英語A）（7） 情・メ WG 講師 106 ホームステイ・イングリッシュ（1） 情・メ Petruschak William 404 司・諭 読書と豊かな人間性 福永 智子 メ001

教養・日 日本語表現法基礎（1） 情・メ 飯塚 恵理人 102 実践中国語Ａ(2) 情・メ 鄭 麗芸 502

グラフィックデザイン（1） 情・メ 楊 寧 メ125

学 博物館経営論(1) 情 小林・野田・持田 メ127

学 博物館教育論 洞谷 吉浩 501

日
【国コミ学部開講科目】日本語文法A
[日本語学特講Ⅲ(文法)]

金 銀珠 国417

教養 コンピュータと情報Ⅰ（6） 情・メ 松山 智恵子 メ240 学 博物館経営論(2) 情 小林・野田・持田 メ127 展開演習２(10） 情 田中 一輝 502 卒業研究指導２ 情 向 直人 メ124

教養 外国語（英語A）（1） 情・メ WG 講師 106 データ収集法 [データ収集法１ （質問紙調査）] メ 羽成 隆司 メ325 フィールドワーク技法 情・メ 阿部 純一郎 406 卒業研究指導２ メ 脇田 泰子 207

教養 外国語（英語A）（2） 情・メ WG 講師 216 日
【国コミ学部開講科目】日本語学概論A
[日本語学特講Ⅰ(文法・表記・文体)]

村井 宏栄 国415 ソフトウェア論（1） 情・メ 福安 真奈 メ125

教養 外国語（英語A）（3） 情・メ WG 講師 403 司
デジタルアーカイブ論
※メディア情報学科の学生のみ履修可

髙野 盛光 メ324 映像制作演習（2）[テレビ制作演習（2）] メ 栃窪 優二 ｽﾀｼﾞｵ

情報デザイン入門 [情報デザイン論]
※メディア選択必修

メ 楊 寧 メ001

レポート・論文技法 メ 羽成 隆司 メ001 基幹演習 メ 亀井・米田 メ238・108 展開演習２(6) 情 小田切 和也 メ321 卒業研究指導２ 情 阿部 純一郎 406

情報処理概論（1） 情 向 直人 319 栃窪・楊・脇田 スタジオ・501・メ324 英語圏メディア事情 メ Petruschak William 505

日 日本の伝統と文化 情 飯塚 恵理人 メ128 webプログラミング メ 松山 智恵子 メ325

ビジネス文書と文書管理（1） 情 柘植 吉則 メ240

教養 コンピュータと情報Ⅰ（1） 情・メ 小田切 和也 メ324 教養 外国語（英語C）（2） 情・メ WG 講師 216 韓国文化論 情 樋口 謙一郎 国010 卒業研究指導２ 情 松山 智恵子 メ238

情報処理概論（2） 情 向 直人 319 教養 外国語（英語C）（10） 情・メ WG 講師 メ422

メディア社会論 メ 米田 公則 メ001 サウンドデザイン（1） 情・メ 日栄 一真 メ125

教養・日 日本語表現法基礎（2） 情・メ 飯塚 恵理人 メ127 ビジネス文書と文書管理（2） 情 柘植 吉則 メ240

日 メディアと言語 メ 脇田 泰子 102

スタジオ制作（2） [テレビ制作基礎（2）] メ 栃窪 優二 ｽﾀｼﾞｵ

司 情報サービス演習A（1） 山本 昭和 メ128

教養 経済 情・メ 相浦 洋志 メ001 教養 外国語（英語C）（5） 情・メ WG 講師 216 三次元グラフィックス 情・メ 鳥居 隆司 メ324・メ325

教養 外国語（英語C）（8） 情・メ WG 講師 メ235

教養 外国語（英語C）（9） 情・メ WG 講師 403

サウンドデザイン（2） 情・メ 日栄 一真 メ125
職 カリキュラム論 東岡 達也 505
司 情報サービス演習A（2） 山本 昭和 メ128

教養 外国語（英語A）（1） 情・メ WG 講師 106 司 図書館サービス概論 情 山本 昭和 メ001 インターネット論 情・メ 小田切 和也 メ324・メ325 卒業研究指導２ 情 季 増民 207

教養 外国語（英語A）（3） 情・メ WG 講師 403 取材活動論 メ 栃窪・脇田 メ127 メディア応用心理学 メ 小嶋 理江 505

教養 外国語(中国語Ⅰ)（2） 情・メ 夏目 晶子 225 スピーチ・コミュニケーション [言語表現] メ 神取・高橋 404

教養 外国語(中国語Ⅰ)（6） 情・メ 徐 春陽 503

教養 外国語(中国語Ⅰ)（7） 情・メ 鄭 麗芸 102

教養 外国語(中国語Ⅰ)（10） 情・メ 張 素芳 111

ジャーナリズム論 メ 栃窪・脇田 319

教養 外国語（英語A）（4） 情・メ WG 講師 メ422 教養 外国語（ハングルⅡ） 情・メ 樋口 謙一郎 502 展開演習２(7) 情 松山 智恵子 402 卒業研究指導２ 情 飯塚 恵理人 メ231

教養 外国語（英語A）（5） 情・メ WG 講師 216 情報セキュリティと倫理 情・メ 小田切 和也 メ324・メ325 展開演習２ メ 栃窪 優二 ｽﾀｼﾞｵ 卒業研究指導２ メ 米田 公則 217

教養 外国語(中国語Ⅰ)（1） 情・メ 徐 春陽 503 人工知能 情 向 直人 メ240 展開演習２ メ 羽成 隆司 404 卒業研究指導２ メ 楊 寧 メ125

教養 外国語(中国語Ⅰ)（3） 情・メ 夏目 晶子 225 データ解析論 メ 小嶋 理江 情406 展開演習２ メ 福安 真奈 メ124

教養 外国語(中国語Ⅰ)（8） 情・メ 鄭 麗芸 102 出版文化論 メ 脇田 泰子 501 展開演習２ メ 宮下 十有 メ238

教養 外国語(中国語Ⅰ)（9） 情・メ 張 素芳 111 ソーシャル・スキル・トレーニング （1） 情・メ 杉山 郁子 207

教養 地理 情・メ 季 増民 メ127 情報ネットワーク社会論 情・メ 早瀬 光浩 メ128

教養 環境の科学 情・メ 川瀬 基弘 319 コミュニティデザイン論 情 今村 洋一 108

教養 コンピュータと情報Ⅰ（3） 情・メ 岩田 員典 メ325 教養 外国語（英語C）（3） 情・メ WG 講師 403 実務応用演習Ａ 情 小原 馨 102 学 博物館実習（学内） 五百部・見田 505

教養 外国語（英語A）（2） 情・メ WG 講師 216 教養 外国語（英語C）（6） 情・メ WG 講師 メ235 宮里・宮下

教養 外国語（英語A）（7） 情・メ WG 講師 106

教養 外国語（英語A）（8） 情・メ WG 講師 メ231

教養 外国語（英語A）（10） 情・メ WG 講師 メ422

教養 外国語(中国語Ⅰ)（4） 情・メ 夏目 晶子 501

教養 外国語（英語A）（9） 情・メ WG 講師 403 教養 外国語（英語C）（4） 情・メ WG 講師 メ422 学 博物館実習（学内） 五百部・見田 505

教養 外国語(中国語Ⅰ)（5） 情・メ 李 青雲 225 教養 外国語（英語C）（7） 情・メ WG 講師 106 宮里・宮下

情報科学基礎 情・メ 岩田 員典 メ127

諭 メディア・リテラシー（1）

諭

職 教育本質論 張 林倩 国417

教養 コンピュータと情報Ⅰ（5） 情・メ 舟橋 健司 メ240 教養 外国語（英語C）（6） 情・メ WG 講師 メ235 経営情報システム 情 栗本 英和 102

教養 外国語（英語A）（8） 情・メ WG 講師 情論ンイザデ域地132メ 季 増民 メ127 映像ジャーナリズム論 メ 栃窪 優二 319

教養 心理 情・メ 羽成 隆司 spirit 学 博物館展示論 情 見田 隆鑑 メ128

インターネット基礎 情・メ 小田切 和也 メ324・メ325 司・諭 情報資源組織論（双方向システム） 福永 智子
星が丘：メ001
日進：人5-205

日 文化情報論（文化情報学科） 情 木田・見田・向・脇田 メ001 教養 外国語（英語C）（1） 情・メ WG 講師 106 展開演習２(5) 情 早瀬 光浩 メ324 卒業研究指導２ 情 小田切 和也 メ232

日 文化情報論（メディア情報学科） メ 木田・見田・向・脇田 319 教養 外国語（英語C）（5） 情・メ WG 講師 216 展開演習２(8) 情 阿部 純一郎 406 卒業研究指導２ 情 福永 智子 メ321

教養 外国語（英語C）（9） 情・メ WG 講師 403 展開演習２(9) 情 今村 洋一 メ240 卒業研究指導２ メ Petruschak William 404

日 日本語論 [日本語学概論] 情・メ 阿部 裕 502 展開演習２ メ 亀井 美穂子 メ234

プレゼンテーション技法（１） 情・メ 山崎 直美 108 東アジア地誌論 情 季 増民 メ127

現代中国の社会と文化 [中国文化論] 情 田中 一輝 メ128

スタジオ制作（1） [テレビ制作基礎（1）] メ 栃窪 優二 ｽﾀｼﾞｵ

インターネット技法（1） メ 松山 智恵子 メ325

教養 外国語（英語A）（4） 情・メ WG 講師 メ422 教養 外国語（英語C）（7） 情・メ WG 講師 106 キャリアデザイン 情・メ 山崎 直美 102 卒業研究指導２ 情 鳥居 隆司 メ231・メ238

教養 外国語（英語A）（9） 情・メ WG 講師 403 ホームステイ・イングリッシュ（2） 情・メ Petruschak William 505 広告制作 メ 栗林 芳彦 メ128 卒業研究指導２ メ 亀井 美穂子 メ234

中国語基礎文法（7） 情・メ 夏目 晶子 501 日 比較文化論 情 樋口 謙一郎 メ127 メディア情報分析 メ 宮下 十有 319 卒業研究指導２ メ 栃窪 優二 スタジオ

日 日本語表現法（1） 情・メ 飯塚 恵理人 225 通信ネットワーク論 情・メ 小田切 和也 メ324・メ325 【国コミ学部開講科目】演劇・パフォーマンス 佃 典彦 国419

ソーシャル・メディアと社会 メ 木田 勇輔 メ001 （文情学部読替科目：パフォーミング・アート）

画像編集技法（1） メ 松山 智恵子 メ240

教養 外国語（英語A）（5） 情・メ WG 講師 216 教養 外国語（英語C）（8） 情・メ WG 講師 メ235 展開演習２(3) 情 季・樋口 初回502

教養 外国語（英語A）（6） 情・メ WG 講師 メ231 まちづくり学 情 今村 洋一 メ001 展開演習２(4) 情 季・樋口 初回メ321

教養 外国語（英語A）（10） 情・メ WG 講師 メ422 社会学習論 メ 亀井 美穂子 メ324 実務応用演習C 情 坂倉・佐藤 国515

中国語基礎文法（3） 情・メ 夏目 晶子 501 インターネット技法（2） メ 福安 真奈 メ240 メディア社会史［情報社会史］ メ 米田 公則 505

広報・宣伝論 メ 栗林 芳彦 503

動画制作 メ 宮下 十有 メ125

教養 ライフデザイン 情・メ 高所 真理子 メ001 国際関係論 情 樋口 謙一郎 メ128 卒業研究指導２ 情 田中 一輝 502

職 発達と学習 宮川 充司 国417 イベントプロデュース メ 両角 章 メ127

メディア・リテラシー メ 亀井・洞谷 メ127・メ128 教養 外国語（英語C）（2） 情・メ WG 講師 216 臨床メディア論 メ 溝渕 久美子 102

中国語基礎文法（6） 情・メ 程 群 108 教養 外国語（英語C）（4） 情・メ WG 講師 メ422

学 博物館概論（1） 情 見田 隆鑑 319 物質文化論 情 後藤 澄子 501

司 情報サービス論 情・メ 福永 智子 メ001

日 認知心理学 メ 羽成 隆司 225

教養 外国語（英語A）（6） 情・メ WG 講師 メ231 基幹演習(1) 情 今村・樋口・見田 初回503 展開演習２(2) 情 飯塚 恵理人 207 卒業研究指導2 メ 谷口 俊治 メ238

教養 ジェンダー論入門 情・メ 山口 佐和子 Spirit 基幹演習(2) 情 鳥居・早瀬・見田 初回402 展開演習２ メ Petruschak William 111 卒業研究指導２ メ 鄭 麗芸 メ321

社会情報学 メ 福安 真奈 メ128 基幹演習(3) 情 早瀬・見田・向 初回メ325 観光デザイン論 情 阿部 純一郎 メ127 卒業研究指導２ メ 羽成 隆司
303羽成研究

室
・504

基幹演習(4) 情 鳥居・樋口・山本 初回406 コミュニケーション・ライティング［文章表現］ メ 田中 彰 404

基幹演習(5) 情 季・田中・山本 初回502 日 【国コミ学部開講科目】日本語教育方法論A 小原 亜紀子 国108

基幹演習(6) 情 田中・向・山本 初回108

基幹演習(7) 情 今村・季・鳥居 初回メ124

基幹演習(8) 情 今村・早瀬・向 初回メ324

基幹演習(9) 情 季・田中・樋口 初回225

メディア戦略論 メ 溝渕 久美子 501

教養 ファーストイヤーゼミ 情 阿部・飯塚 メ324・メ231 教養 外国語（英語C）（1） 情・メ WG 講師 106 展開演習２ メ 米田 公則 111（メ321） 卒業研究指導２ メ 宮下 十有 メ238

※合同授業日の教室はメ001 今村・季 メ124・502 教養 外国語（英語C）（3） 情・メ WG 講師 403 展開演習２ メ 鄭 麗芸 503

田中・福永 207・404 実践中国語A(1) 情・メ 程 群 108 展開演習２ メ 楊 寧 メ125

見田・山本 505・406 日常動作法 情 山根 一郎 104・105 日 【国コミ学部開講科目】日本語教材・教具研究A 小原 亜紀子 国108

メディア文化論 メ 木田 勇輔 319 データベースシステム 情 向 直人 メ325

日 日本文化論 情 冨田 和子 102

多文化共生社会 情 辻村 大生 Spirit

メディア倫理 メ 脇田 泰子 メ127

画像編集技法（2） メ 福安 真奈 メ240

教養 ファーストイヤーゼミ メ 亀井・木田 メ231・メ325 学・司 生涯学習概論（1） 情 大村 恵 501 展開演習２ メ 脇田 泰子 メ127 卒業研究指導２ 情 今村 洋一 メ124

※合同授業日の教室は319 福安・Petruschak William メ324・404 地域情報論 メ 米田 公則 メ128 プログラミング応用（2） 情 向 直人 メ240 卒業研究指導２ 情 早瀬 光浩 メ234

宮下・楊 メ321・402 職 情報科の指導法Ⅰ 鳥居 隆司 メ238 卒業研究指導２ 情 山本 昭和 112

中国語基礎文法（8） 情・メ 徐 春陽 225 日 【国コミ学部開講科目】日本語教育実践論 小原 亜紀子 国108

社会組織論 情 辻村 大生 111

教養 外国語（英語A）（1） 情・メ WG 講師 106 教養 外国語（英語C）（8） 情・メ WG 講師 メ235 編集デザイン メ 宮下 十有 メ125 卒業研究指導２ 情 樋口 謙一郎 メ325
教養 外国語（英語A）（2） 情・メ WG 講師 216 教養 外国語（英語C）（9） 情・メ WG 講師 403 卒業研究指導２ メ 木田 勇輔 メ238
教養 外国語（英語A）（8） 情・メ WG 講師 メ231 教養 外国語（英語C）（10） 情・メ WG 講師 メ422

中国語基礎文法（2） 情・メ 徐 春陽 225 ビジネスと情報（1） 情・メ 手嶋 慎介 メ127
学・司 生涯学習概論（2） 情 大村 恵 501

教養 外国語（英語A）（3） 情・メ WG 講師 403 教養 外国語（英語C）（1） 情・メ WG 講師 106 余暇学 情 新城 優子 319

教養 外国語（英語A）（4） 情・メ WG 講師 メ422 教養 外国語（英語C）（2） 情・メ WG 講師 216

教養 外国語（英語A）（6） 情・メ WG 講師 メ231

中国語基礎文法（4） 情・メ 程 群 111

中国語基礎文法（5） 情・メ 櫻井 典子 505

学 博物館概論（2） 情 見田 隆鑑 メ001

中国語基礎文法（1） 情・メ 櫻井 典子 505 教養 外国語（英語C）（6） 情・メ WG 講師 メ235 展開演習２(1) 情 見田 隆鑑 207

教養 歴史 情・メ 加藤 久美子 メ127 実践中国語A(3） 情・メ 程 群 108 少子高齢化社会 情 新城 優子 319

教養 スポーツ実習Ａ 情・メ 頼住 一昭 第2競技場 観光とホスピタリティ 情 阿部 純一郎 メ128

人間論①～⑧ 養教スバニムオメ・情 外国語（英語C）（3） 情・メ WG 講師 403 展開演習２ メ 木田 勇輔 メ238 卒業研究指導２ 情 見田 隆鑑 502

※教室は別途案内 教養 外国語（英語C）（5） 情・メ WG 講師 216 プログラミング応用（1） 情 鳥居 隆司 メ325

教養 外国語（英語C）（7） 情・メ WG 講師 106
スキルアップ英語
［Advanced English Communication］

情 Petruschak William 404

教養 外国語（英語C）（10） 情・メ WG 講師 メ422 デジタルサウンド演習 メ 石川 泰昭 メ125

情報検索技法 メ 亀井・伊藤宏 メ240・メ324

教養 コンピュータと情報Ⅰ（2） 情・メ 伊藤 宏隆 メ240 社会調査入門 情・メ 阿部 純一郎 821メ師講CRUM情情事業産代現721メ

教養 外国語（英語A）（5） 情・メ WG 講師 216 メ法技査調会社 木田 勇輔 メ324

教養 外国語（英語A）（7） 情・メ WG 講師 106

教養 外国語（英語A）（9） 情・メ WG 講師 403

教養 外国語（英語A）（10） 情・メ WG 講師 メ422

中国語基礎文法（10） 情・メ 夏目 晶子 111

教養 コンピュータと情報Ⅰ(7) 情・メ 鳥居 隆司 メ325 201看晃一島川談相育教職

中国語基礎文法（9） 情・メ 夏目 晶子 111

教養 統計の世界 情・メ 中野 健秀 402

情報産業 情 二宮 一浩 102

木

2

4

1

【◆印の科目について（注意）】
科目名の後ろに◆のついている科目は、講義時間数が7.5回の科目です。日程や試験については、別途、S＊map、掲示等を確認してください。

5

国417

金

1 職
特別活動の指導法◆（～6月第1週）
総合的な学習の時間の指導法◆（6月第1週以降）

山田 真紀

2

3

4

5

3

情 洞谷 吉浩 メ125

水

1

2

火

1

3

4

5

3

4

5

2

2020年度以降入学生用カリキュラムの科目名称で掲載されています。科目名称の後の[ ]内は、2019年度以前入学生用カリキュラムの科目名称です。

情：文化情報学科　　メ：メディア情報学科

月

1

2

3

4

5

年４年３年２年１

【区分欄】
教養…教養教育科目
職…教職課程に関する科目
学…学芸員資格専門科目
日…日本語教員資格専門科目
司…司書資格専門科目
諭…司書教諭資格専門科目

【授業科目欄】
紫色の網掛けがある科目は必修科目です。

【教室欄】
無印…文化情報学部棟
メ…文化情報学部メディア棟
国…国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学部棟
人…人間関係学部棟

【前期集中講義】

区分 授業科目 開講年次 担当 教室 期日等 

メディアと産業 3 矢島彩子 メ 128 8/7.8.9,10 （8/7.8,9 1～4 限、8/10 1～3 限） 

海外言語文化事情 A 1 季・田中 502 ジャーナルで通知

海外言語文化演習Ａ 1 季・田中 ジャーナルで通知

映像撮影技法 2 酒井 健宏 メ 238 ジャーナルで通知

1/7、42/6、71/6、01/6，3/6、72/5、02/5、31/5100メスバニムオ1学全安養教

【外国語（英語 A）・外国語（英語 B）・外国語（英語 C）（以上必修科目）、および、外国語（英語 D）について】

◎2020 年度以降入学生

原則として、1 年次前期に「外国語（英語 A）」、1 年次後期に「外国語（英語 B）」、2 年次前期に「外国語（英語 C）」（以上必修科目）、2 年次後

期に「外国語（英語 D）」を履修してください。

◎2019 年度以前入学生

2020 年度より、外国語（英語 A）・外国語（英語 B）・外国語（英語 C）は、3 科目一括履修ではなく、1 単位ずつ履修する制度になります。外

国語（英語 A）・外国語（英語 B）・外国語（英語 C）が未履修の場合は、前期に「外国語（英語 A）」および「外国語（英語 C）」、後期に「外国語

（英語 B）」を履修してください。

＊上記外国語の時間割・クラス等の詳細は、ガイダンス・ジャーナル等で配布する別資料を参照してください。

【時間外教職・学芸員・日本語教員・司書】

区分 授業科目 開講年次 担当 教室 期日等

。とこるす認確をスバラシ田山・森・清1Ⅰ動活験体校学職

。とこるす認確をスバラシ田山・森・清2Ⅱ動活験体校学職

知通でルナーャジ305司隆成羽4・3導指後事び及前事職

―司隆成羽4習実育教職

司隆成羽4Ａ習実育教職 ―

―司隆成羽4Ｂ習実育教職

学 社会教育研究（生涯学習を含む。） 3 河野 明日香 503
8/4.7.8.9 （8/4.7.8 1～4 限、8/9 1～3 限）

令和4年以前の入学者のみ履修可

02/9、91/9、31/9、21/9、4/9505里宮・下宮・田見・部百五4習実館物博学

日 日本語教員教育実習
3［4］

※
小原 亜紀子 国 417

A 日程：4/15、5/6、6/10、6/24、7/8（1～3 限）

B 日程：4/15、5/20、6/17、7/1、7/15（1～3 限）

知通でルナーャジ042メ本山・永福2習演設施館書図司

※2020 年度以降入学生は 3 年次開講、2019 年度以前入学生は 4 年次開講となります。

（司書教諭　「情報メディアの活用（1）」※メディ
ア情報学科の学生のみ履修可）

第１限 9：10～10：40
第 2 限 10：50～12：20
第 3 限 13：20～14：50
第 4 限 15：00～16：30
第 5 限 16：40～18：10

2023 年度

文化情報学部 時間割
2023
前期



第１限 9：10～10：40
第 2 限 10：50～12：20
第 3 限 13：20～14：50
第 4 限 15：00～16：30
第 5 限 16：40～18：10

2023
後期

2023 年度

文化情報学部 時間割

区分     授  業  科  目 学科 担　当 教室（副） 区分     授  業  科  目 学科 担　当 教室（副） 区分     授  業  科  目 学科 担　当 教室（副） 区分     授  業  科  目 学科 担　当 教室（副）
教養 外国語（英語B）（2） 情・メ WG 講師 106 webデザイン（1） 情・メ 矢部　達也 メ125

教養 外国語（英語B）（6） 情・メ WG 講師 216

教養 外国語（英語B）（7） 情・メ WG 講師 403

教養 外国語（英語B）（8） 情・メ WG 講師 メ422

教養 コンピュータと情報Ⅱ（4） 情・メ 早瀬　光浩 メ325

教養 芸術 ※2021年度以前入学生は2年次開講 情・メ 筧　孝也 メ127

教養 外国語（英語B）（4） 情・メ WG 講師 106 展開演習１ (7) 情 今村・早瀬 初回メ124 卒業研究指導１ メ 羽成　隆司 207 卒業研究 情 福永　智子 メ321

教養 外国語（英語B）（9） 情・メ WG 講師 403 展開演習１ (8) 情 鳥居・今村 初回メ240 アジア文化史［漢字文化圏論］ 情 田中　一輝 102

教養 外国語（英語B）（10） 情・メ WG 講師 216 展開演習１ (9) 情 阿部・鳥居 初回402 観光英語 情 Petruschak William 502

教養 社会 情・メ 石橋　康正 501 展開演習１ (10) 情 早瀬・阿部 初回406 ポピュラーカルチャー論 メ 髙畑　早希 メ127

デジタルメディア基礎（1） 情・メ 松山　智恵子 メ325 webデザイン（2） 情・メ 矢部　達也 メ125

デジタルメディア基礎（4） 情・メ 福安　真奈 メ324 メディアコンテンツ論　[メディアコミュニケーション] メ 宮下　十有 メ128

中国語基礎会話（1） 情・メ 鄭　麗芸 503 日
【国コミ学部開講科目】日本語学概論B
[日本語学特講Ⅳ(音声・音韻)]

村井　宏栄 国418

社会リサーチ基礎　※メディア選択必修 メ 石橋　康正 319 プレゼンテーション技法（2） 情・メ 柘植　吉則 402 卒業研究指導１ 情 向　直人 メ124 卒業研究 情 阿部　純一郎 メ321
教養 文学 情・メ 飯塚　恵理人 メ127 情報デザイン論 情 矢部　達也 メ128 メディアと公共［メディアと行政］ メ 米田　公則 111（メ125） 卒業研究 情 今村　洋一 406

デジタルメディア基礎（2） 情・メ 松山　智恵子 メ325 卒業研究 メ 羽成　隆司 303羽成研究室

司 図書館概論 情 福永　智子 メ001 ・207

教養 日本国憲法 情・メ 玉木　満 Spirit プレゼンテーション技法（3） 情・メ 柘植　吉則 402
メディア英語 ※2020年度以降入学生のみ履修
可

メ Petruschak William 505 卒業研究 情 鳥居　隆司 メ231・メ238

レポート・論文技法 情 飯塚　恵理人 メ127 音楽と芸能 情 小沢　優子 501 卒業研究 情 樋口　謙一郎 メ321

諭 学造創域地）2（ーシラテリ・アィデメ 情 今村　洋一 メ001 卒業研究 情 松山　智恵子 メ234

諭
（司書教諭　「情報メディアの活用（2）」※メ
ディア情報学科の学生のみ履修可）

グローバルビジネス 情 岡本　純 メ128 卒業研究 情 向　直人 メ124

司 情報サービス演習B（2） 山本 昭和 メ324・メ325 卒業研究 メ 米田　公則 217

教養 外国語（英語B）（3） 情・メ WG 講師 メ422 司・諭 図書館情報資源概論（1） 山本　昭和 メ128 卒業研究指導１ 情 樋口　謙一郎 メ321 卒業研究 情 田中　一輝 502

職
教育制度と社会　※2021年度以降入学生の
み履修可

坂野　愛実 国507

教養 外国語（英語B）（10） 情・メ WG 講師 216 情報通信論 情・メ 小田切　和也 メ324・メ325 現代社会とジャーナリズム メ 栃窪・脇田 319 卒業研究 情 季　増民 207

教養 外国語(中国語Ⅱ)（2） 情・メ 張　素芳 111 学 博物館情報・メディア論 情 宮下　十有 メ001

教養 外国語(中国語Ⅱ)（3） 情・メ 徐　春陽 503 日
【国コミ学部開講科目】日本語文法B
[日本語学特講Ⅱ(語彙)]

金　銀珠 国418

教養 外国語(中国語Ⅱ)（4） 情・メ 夏目　晶子 102 司・諭 図書館情報資源概論（2） 山本　昭和 メ128

教養 外国語(中国語Ⅱ)（8） 情・メ 鄭　麗芸 502

放送社会論 メ 栃窪・脇田 メ127

教養 外国語(中国語Ⅱ)（6） 情・メ 張　素芳 111 実践中国語B（2） 情・メ 鄭　麗芸 501 卒業研究指導１ 情 小田切　和也 402 卒業研究 メ 栃窪　優二 ｽﾀｼﾞｵ

教養 外国語(中国語Ⅱ)（9） 情・メ 徐　春陽 503 マーケティング論（１） 情・メ 早瀬　光浩 メ240 卒業研究指導１ 情 季　増民 502 卒業研究 メ 楊　寧 メ125

教養 外国語(中国語Ⅱ)（10） 情・メ 夏目　晶子 225 卒業研究指導１ 情 松山　智恵子 メ238

アジア文化交流論 情 田中・樋口 メ127・メ128 卒業研究指導１ メ 米田　公則 217(メ124)

教養 外国語（ハングルⅠ）（3） 情・メ 韓　銀暎 108 卒業研究指導１ メ 福安　真奈 メ325

日 日本語表現法（4） 情・メ 飯塚　恵理人 102 卒業研究指導１ メ 宮下　十有 メ231

卒業研究指導１ メ 脇田　泰子 207

実務応用演習Ｂ 情 阿部・中尾 406、メ321

司・諭 学校経営と学校図書館 竹市　由美子 505

教養 外国語（英語B）（1） 情・メ WG 講師 106 日 言語学概論 情・メ 田村　建一 メ127 学 博物館実習（学内） 五百部・見田 505

教養 外国語（英語B）（3） 情・メ WG 講師 メ422 映像・アニメーション制作（1） 情 洞谷　吉浩 メ125 宮里・宮下

教養 外国語(中国語Ⅱ)（7） 情・メ 梁　音 501 文化人類学 情 神谷　良法 319

教養 コンピュータと情報Ⅱ（1） 情・メ 岩田　員典 メ325

教養 外国語（ハングルⅠ）（2） 情・メ 韓　銀暎 108

中国語基礎会話（3） 情・メ 徐　春陽 502

教養 外国語（英語B）（5） 情・メ WG 講師 216 映像・アニメーション制作（2） 情 洞谷　吉浩 メ125 ソフトウェア論（2） 情・メ 岩田　員典 メ324・メ325 学 博物館実習（学内） 五百部・見田 505

教養 外国語(中国語Ⅱ)（1） 情・メ 梁　音 501 映像・映画学 メ 酒井　健宏 メ127 宮里・宮下

教養 コンピュータと情報Ⅱ（6） 情・メ 福井　真二 メ240

教養 外国語（ハングルⅠ）（1） 情・メ 韓　銀暎 108

中国語基礎会話（4） 情・メ 徐　春陽 502

教養 外国語(中国語Ⅱ)（5） 情・メ 藤森　猛 502 職 生徒指導と進路指導 羽根田　秀夫 国416

メディア文化分析入門　※メディア選択必修 メ 酒井　健宏 メ127

教養 外国語（英語B）（1） 情・メ WG 講師 106 ビジネスと情報（2） 情・メ 手嶋　慎介 メ001 ハードウェア論 情・メ 中條　直也 402 卒業研究 情 小田切　和也 メ124

教養 外国語（英語B）（3） 情・メ WG 講師 メ422 グラフィックデザイン（2） 情・メ 福原　浩 メ125 画像情報論 情 岩堀　祐之 501

デジタルメディア基礎（3） 情・メ 舟橋　健司 メ240 アジア地域論 情 季　増民 メ127 司・諭 学習指導と学校図書館 福永　智子 メ324・メ325

スタジオ制作（3）　[テレビ制作基礎（3）] メ 栃窪　優二 ｽﾀｼﾞｵ

学 博物館資料論(1) 見田　隆鑑 505
日 【国コミ学部開講科目】社会言語学 芝垣　亮介 国206

教養 外国語（英語B）（2） 情・メ WG 講師 106 展開演習１ (1) 情 山本・田中 初回406 卒業研究指導１ メ 亀井　美穂子 メ234 卒業研究 メ Petruschak William 111

教養 外国語（英語B）（6） 情・メ WG 講師 216 展開演習１ (2) 情 飯塚・小田切 初回メ125 東アジアの社会と経済 情 季　増民 メ127

教養 外国語（英語B）（7） 情・メ WG 講師 403 展開演習１ (3) 情 福永・飯塚 初回505 職業と雇用 情 手嶋　慎介 メ001

教養 外国語（英語B）（8） 情・メ WG 講師 メ422 展開演習１ (4) 情 小田切・向 初回メ238 データベース演習 情 早瀬　光浩 メ325

教養 コンピュータと情報Ⅱ（2） 情・メ 松山　智恵子 メ240 展開演習１ (5) 情 向・福永 初回メ324 実務応用演習D 情 宮内　元 メ124

展開演習１ (6) 情 田中・山本 初回503 ファッション心理学 メ 羽成　隆司 501

仕事学概論 情 山崎　直美 メ128

マスメディア論 メ 脇田　泰子 319

スタジオ制作（4）　[テレビ制作基礎（4）] メ 栃窪　優二 ｽﾀｼﾞｵ

情報処理論 情・メ 小田切・鳥居
メ128、

メ324・メ.325
東海・名古屋研究 情 飯塚　恵理人 402・スタジオ 卒業研究指導１ 情 田中　一輝 502 卒業研究 メ 亀井　美穂子 メ234

メディア心理学 メ 笠原　伊織 319 司 図書・図書館史特論（双方向システム） 情 山本　昭和
星が丘：メ001
日進：人5-205

司 卒業研究指導１ 情 福永　智子 メ321

日 アジアのことば 情 樋口　謙一郎 102 卒業研究指導１ メ 木田　勇輔 メ238

都市計画論 情 今村　洋一 メ127 卒業研究指導１ メ Petruschak William 505

webデザイン（3） 情・メ 福安　真奈 メ125 知能情報システム 情 向　直人 メ240

広告論 メ 栗林　芳彦 501

基礎演習（文化情報学科）　 情 小田切・鳥居・早瀬 メ325・メ324・メ125 マーケティング論（2） 情・メ 栗林　芳彦 メ128 卒業研究指導１ 情 飯塚　恵理人 メ231

松山・向 402・メ240 社会心理学 メ 笠原　伊織 501 卒業研究指導１ 情 今村　洋一 メ124

基礎演習（メディア情報学科） メ 宮下・楊 502・111 観光産業論 情 阿部　純一郎 505

※合同授業日の教室は319 亀井・木田 108・102

映像・音響情報論 メ 宮下　十有 メ125 司 情報サービス演習B（1） 山本　昭和 メ324･メ325

職 教職論 西口　正文 国508

教養 外国語（英語B）（4） 情・メ WG 講師 106 学 博物館資料論(2) 見田　隆鑑 505 卒業研究指導１ メ 鄭　麗芸 406 職 教職実践演習（中・高） 羽成　隆司 503

教養 外国語（英語B）（5） 情・メ WG 講師 216 ソーシャル・スキル・トレーニング （2） 情・メ 杉山　郁子 207

教養 哲学 情・メ 三浦　隆宏 319 日 メディア文化研究 メ 溝渕　久美子 メ128

教養 コンピュータと情報Ⅱ（3） 情・メ 向　直人 メ240

文化と地域 情 季　増民 メ127

映像制作概論　[テレビ制作概論] メ 栃窪　優二 メ001

職 特別支援教育 松村　齋 情102

教養 生命の科学 情・メ 郷　もえ メ128 ワークショップ技法 情・メ 宮田　義郎 メ325 司 卒業研究指導１ 情 山本　昭和 402 卒業研究 メ 谷口　俊治 メ238

教養 コンピュータと情報Ⅱ（5） 情・メ 内藤　克浩 406 アジアの都市 情 季・樋口 メ127 ビジネス英語 情 Petruschak William 225 卒業研究 メ 鄭　麗芸 メ321

教養 外国語（ハングルⅠ）（4） 情・メ 韓　銀暎 111 グラフィックデザイン（3） 情・メ 福安　真奈 メ125 【国コミ学部開講科目】日本語教育方法論B

日 日本語表現法（5） 情・メ 冨田　和子 108 プログラミング１ 情・メ 向　直人 メ324

都市とメディア メ 米田　公則 501

学習環境デザイン論 メ 亀井　美穂子 メ240

教養 外国語（英語B）（2） 情・メ WG 講師 106 実践中国語B(1) 情・メ 程　群 502 卒業研究指導１ 情 早瀬　光浩 メ321 卒業研究 情 飯塚　恵理人 メ231

教養 外国語（英語B）（6） 情・メ WG 講師 216 プログラミング２ 情・メ 鳥居　隆司 メ324・メ325 卒業研究指導１ メ 栃窪　優二 ｽﾀｼﾞｵ 卒業研究 メ 宮下　十有 メ238

教養 外国語（英語B）（8） 情・メ WG 講師 メ422 メディアと若者　[インターネット社会論] メ 木田　勇輔 メ001 卒業研究指導１ メ 楊　寧 メ125

教養 外国語（英語B）（9） 情・メ WG 講師 403 デジタルメディア論 メ 松山　智恵子 メ240 文化遺産論 情 佐藤　純子 メ127

教養 外国語（ハングルⅠ）（5） 情・メ 韓　銀暎 111 グローバル社会論 情 樋口　謙一郎 メ128

日 日本語表現法（3） 情・メ 冨田　和子 108 学・司 生涯学習各論（1） 情 河野　明日香 501

応用フィールドワーク［マーケティングリサーチ］ メ 米田　公則 505（402）

日 【国コミ学部開講科目】日本語教材・教具研究B 小原　亜紀子 国416

教養 外国語（英語B）（1） 情・メ WG 講師 106 司 デジタルアーカイブ論 情 飯塚・見田 メ127・メ128 学・司 生涯学習各論（2） 情 河野　明日香 501 卒業研究 情 早瀬　光浩 メ321

教養 外国語（英語B）（7） 情・メ WG 講師 403 展開演習１ メ 亀井・木田 メ324・メ240 卒業研究 情 山本　昭和 112

教養 外国語（英語B）（10） 情・メ WG 講師 216 ※合同授業日の教室はメ001 栃窪・Petruschak スタジオ・225

教養 数理の世界 情・メ 伊藤　宏隆 319 宮下・脇田 メ238・502

教養・日 日本語表現法基礎（3） 情・メ 冨田　和子 102 米田 111

鄭・羽成 108・503

福安・楊 406・メ125

学 博物館資料論（日進） 赤見　理恵 人2-402

中国語基礎会話（5） 情・メ 程　群 502 職 情報科の指導法Ⅱ 鳥居　隆司 メ238（メ321）

学 博物館資料保存論 朝日　美砂子 メ127

司 図書館情報技術論 伊藤　宏隆 メ324・メ325

女性とライフコース 情 新城　優子 Spirit ファッション文化論 メ 小田　久美子 メ128 情報システム論 情・メ 中村　泰之 メ127

教養 職 教育の方法と技術（情報通信技術の活用を含む。） 亀井　美穂子 メ238 社会教育演習 情 吉田　弥生 225

情報資源組織演習Ａ 

教養・日 日本語表現法基礎（4） 情・メ 冨田　和子 108

中国語基礎会話（2） 情・メ 程　群 503

データ解析入門　※メディア選択必修 メ 木田　勇輔 メ324・メ325 情報社会と情報技術 情 藤井　隆司 402 卒業研究指導１ 情 阿部　純一郎 メ321

教養 スポーツ実習B 情・メ 頼住　一昭 第1競技場 情報処理演習 情・メ 中村　泰之 406 職 教育社会学 情・メ 吉田　弥生 メ127

司 情報資源組織演習Ｂ 福永　智子 情501

教養 外国語（英語B）（4） 情・メ WG 講師 106 卒業研究指導１ 情 見田　隆鑑 225 卒業研究 メ 木田　勇輔 メ238

教養 外国語（英語B）（5） 情・メ WG 講師 216 シミュレーション 情 鳥居　隆司 メ324

教養 外国語（英語B）（9） 情・メ WG 講師 403 芸能・スポーツジャーナリズム メ 脇田　泰子 メ127

日 日本語表現法（2） 情・メ 冨田　和子 108
メディアデザイン研究　※2020年度以降入学生
のみ履修可

メ 楊　寧 メ128

メディアデザイン論（1） メ 片山・楊 メ324・メ325 リスクマネジメント 情 今村　洋一 501 卒業研究指導１ 情 鳥居　隆司 メ231・メ238 卒業研究 情 見田　隆鑑 406

メディアデザイン論（2） メ 片山・楊 メ125 日本事情英語 情 Petruschak William 505 情報と法 情・メ 中村　泰之 メ240 卒業研究 メ 脇田　泰子 207

観光学 情 阿部　純一郎 319 データ解析技法 メ 木田　勇輔 402

教養 地球の科学 情・メ 中野　健秀 319

2020年度以降入学生用カリキュラムの科目名称で掲載されています。科目名称の後の[　]内は、2019年度以前入学生用カリキュラムの科目名称です。

情：文化情報学科　　メ：メディア情報学科

年   ４年   ３２   年

情 矢部　達也 メ125

１   年

火

1

2

3

4

5

月

3

4

5

2

1

水

1

4

5

2

3

4

5

1

小原　亜紀子 国108

3

日

木

2

金

1 子智　永福司 情501

2

4

5

3

健康とスポーツの理論 ※2021年度以前入学
生は2年次開講

情・メ 頼住　一昭 319

【区分欄】 
教養…教養教育科目 
職…教職課程に関する科目 
学…学芸員資格専門科目 
日…日本語教員資格専門科目 
司…司書資格専門科目 
諭…司書教諭資格専門科目 
 
【授業科目欄】 
紫色の網掛けがある科目は必修科目です。 
 
【教室欄】 
無印…文化情報学部棟 
メ…文化情報学部メディア棟 
国…国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学部棟 
人…人間関係学部棟 

 
 
 

 【後期集中講義】  

区分 授業科目 開講年次 担当 教室  期日等 

 外国語（英語 D） 2 WG 講師 メ 235、404 別途案内する 

 海外言語文化事情Ｃ 1 樋口 謙一郎 207 ジャーナルで通知 

 海外言語文化演習Ｃ 1 亀井・樋口 ― ジャーナルで通知 

 【時間外日本語教員】  

区分 授業科目 開講年次 担当 教室 期日等 

日 【国コミ学部開講科目】日本語教授法演習 
3［4］ 

※ 
小原 亜紀子 国 417 

A 日程：9/30、10/7、10/28、11/18 1～4 限（10/28 のみ 1～3 限） 

B 日程：9/30、10/14、11/4、11/25 1～4 限（11/4 のみ 1～3 限） 

 
※2020 年度以降入学生は 3 年次開講、2019 年度以前入学生は 4 年次開講となります。 

 
  


