
9 月 23 日修正 

【学部生】 

2020 年度 紀尾井町キャンパス：メディア学部 
対面授業を実施する科目の教室変更について 

 

 

秋学期から紀尾井町キャンパスで対面授業を実施する科目について、教室を変更しまし

たので確認の上で受講してください。 

 

 

 

 



2020.9.18

コマコード 科目名 教員名 開講時期 開講時限 教室

00123791 サウンドデザインII　〈東京キャンパス〉 大浦　克寿 秋学期 水３限／他 3401

00125391 インターンシップ　<東京キャンパス> 中尾　玲一／小渕　究／星野　卓也 通年 金４限／他 3201／3208／3301

00194591 ビジネスアプリケーションII　<東京キャンパス> 林　達也 秋学期 火４限／火５限 3203

00194592 ビジネスアプリケーションII　<東京キャンパス> 添野　勉 秋学期 水３限／水４限 3203

00199291 デジタルレコーディングII　〈東京キャンパス〉 大野　映彦 秋学期 火４限／火５限 MAｽﾀｼﾞｵ

00199292 デジタルレコーディングII　〈東京キャンパス〉 大浦　克寿 秋学期 水１限／水２限 3403／MAｽﾀｼﾞｵ

00201481 プロジェクト研究I <東京キャンパス> 及川　善弘 通年 火１限／火２限 5303

00201482 プロジェクト研究I <東京キャンパス> 佐藤　克則 通年 水３限／水４限 5202

00201483 プロジェクト研究I <東京キャンパス> 金田　克美 通年 水３限／水４限 多目的ｽﾀｼﾞｵ1/美術ｽﾀｼﾞｵ/5301

00201484 プロジェクト研究I <東京キャンパス> 竹藤　佳世 通年 木５限 3413

00201485 プロジェクト研究I <東京キャンパス> 高桑　真恵 通年 金３限 3202

00201486 プロジェクト研究I <東京キャンパス> 望月　純吉／伊勢　直弘 通年 水１限／水２限 4301／4302

00201487 プロジェクト研究I <東京キャンパス> 望月　純吉／avex5 通年 火３限／火４限 4301／4302

00201488 プロジェクト研究I <東京キャンパス> 宮田　佳代子 通年 水２限／金３限 3202／3413

00201489 プロジェクト研究I <東京キャンパス> 滝口　幸子 通年 木４限／木５限 3301／3403／MAｽﾀｼﾞｵ

00201490 プロジェクト研究I <東京キャンパス> 中川　晃 通年 金２限／金３限 多目的ｽﾀｼﾞｵ2

00201493 プロジェクト研究I <東京キャンパス> 北川　篤也 通年 火４限／火５限 3208

00201494 プロジェクト研究I <東京キャンパス> 寺本　卓史 通年 月４限／月５限 3202

00201495 プロジェクト研究I <東京キャンパス> 小渕　究 通年 月２限／他 3302

00201497 プロジェクト研究I <東京キャンパス> 中村　陽介 通年 金３限 3402

00218891 映像録音　〈東京キャンパス〉 佐藤　克則 秋学期 土１限/土２限 3301

00222891 演劇制作I　<東京キャンパス> 望月　純吉 通年 火２限 4202／4301／4302

00222991 演劇制作II　〈東京キャンパス〉 伊勢　直弘 通年 木１限 1号棟地下ホール

00223181 プロジェクト研究II　<東京キャンパス> 小渕　究 通年 月３限／月４限 3302

00223182 プロジェクト研究II　<東京キャンパス> 寺本　卓史 通年 水２限／水３限 3414

00223183 プロジェクト研究II　<東京キャンパス> 高桑　真恵 通年 水２限／水３限 3405

00223184 プロジェクト研究II　<東京キャンパス> 望月　純吉／渡辺　徹 通年 火３限／火４限 1号棟地下ホール

00223185 プロジェクト研究II　<東京キャンパス> 望月　純吉／avex5 通年 火３限／火４限 4301／4302

00223186 プロジェクト研究II　<東京キャンパス> 滝口　幸子／Clyde W. Williams 通年 金３限／金４限 多目的ｽﾀｼﾞｵ2（4限のみ）／3403／MAｽﾀｼﾞｵ／4201

00223187 プロジェクト研究II　<東京キャンパス> 中村　陽介 通年 水２限／水３限 3402

00223189 プロジェクト研究II　<東京キャンパス> 中尾　玲一 通年 木２限／木３限 5301

00223191 プロジェクト研究II　<東京キャンパス> 佐藤　克則 通年 水５限 5302

00223192 プロジェクト研究II　<東京キャンパス> 及川　善弘 通年 水１限／水２限 3205

00223193 プロジェクト研究II　<東京キャンパス> 竹藤　佳世／関根　義一 通年 金３限／金４限 3404

00223194 プロジェクト研究II　<東京キャンパス> 金田　克美 通年 木２限／木３限 多目的ｽﾀｼﾞｵ1/美術ｽﾀｼﾞｵ/3302

00223195 プロジェクト研究II　<東京キャンパス> 宮田　佳代子 通年 水２限／水３限 3202／3413

00223196 プロジェクト研究II　<東京キャンパス> 宮田　佳代子／松野　達也 通年 水２限／水３限 3202／3302

00223197 プロジェクト研究II　<東京キャンパス> 滝浪　佑紀 通年 木４限／木５限 3207

00223198 プロジェクト研究II　<東京キャンパス> 中川　晃 通年 木４限／木５限 多目的ｽﾀｼﾞｵ2

00223991 音響効果　〈東京キャンパス〉 大野　映彦 秋学期 火３限 MAｽﾀｼﾞｵ／4202

00223992 音響効果　〈東京キャンパス〉 大野　映彦 秋学期 木３限 MAｽﾀｼﾞｵ／5202

00245491 CG映像II　<東京キャンパス> 五島　一浩 秋学期 金２限／金３限 3401

00245691 アニメーションII　<東京キャンパス> 高桑　真恵／今西　隆志 秋学期 火３限／火４限 3401／3405／3413

00245991 音声表現ＡI　<東京キャンパス> 内之倉　勝哉 秋学期 月４限 4202

00245992 音声表現ＡI　<東京キャンパス> 内之倉　勝哉 秋学期 月５限 4202

00245993 音声表現ＡI　<東京キャンパス> 吉永　綾子 秋学期 木３限 4301

00245994 音声表現ＡI　<東京キャンパス> 吉永　綾子 秋学期 金３限 4202

00245995 音声表現ＡI　<東京キャンパス> 吉永　綾子 秋学期 金４限 4201

00246091 音声表現AII　<東京キャンパス> Clyde W. Williams 通年 木３限 4302

00246092 音声表現AII　<東京キャンパス> 吉永　綾子 通年 木５限 4202

00246093 音声表現AII　<東京キャンパス> 内之倉　勝哉 通年 水４限 1号棟地下ホール

2020年度秋学期　メディア学部　対面授業開講一覧



00246191 音声表現ＢI　<東京キャンパス> 松野　達也 秋学期 火４限 3301

00246192 音声表現ＢI　<東京キャンパス> 松野　達也 秋学期 火５限 4302

00246193 音声表現ＢI　<東京キャンパス> 松野　達也 秋学期 水５限 4301

00246195 音声表現ＢI　<東京キャンパス> 松野　達也 秋学期 水４限 4301

00246291 音声表現BII　<東京キャンパス> 松野　達也 通年 金４限 4302

00246292 音声表現BII　<東京キャンパス> 松野　達也 通年 金５限 4302

00246293 音声表現BII　<東京キャンパス> 松野　達也 通年 金２限 4202

00246391 音声表現ＣI　<東京キャンパス> 木内　希 秋学期 月１限 3301

00246392 音声表現ＣI　<東京キャンパス> 木内　希 秋学期 火２限 3301

00246394 音声表現ＣI　<東京キャンパス> 木内　希 秋学期 火１限 3301

00246396 音声表現ＣI　<東京キャンパス> 木内　希 秋学期 木１限 3301

00246491 音声表現CII　<東京キャンパス> 木内　希／宮田　佳代子 通年 月１限 3203

00246492 音声表現CII　<東京キャンパス> 木内　希／宮田　佳代子 通年 月２限 3203

00246493 音声表現CII　<東京キャンパス> 木内　希／宮田　佳代子 通年 月３限 3203

00246591 サウンド表現I　<東京キャンパス> 内之倉　勝哉 秋学期 金１限 3403

00246592 サウンド表現I　<東京キャンパス> 酒井　仁 秋学期 金５限 多目的ｽﾀｼﾞｵ2

00246593 サウンド表現I　<東京キャンパス> 吉永　綾子 秋学期 金１限 4202

00246594 サウンド表現I　<東京キャンパス> 酒井　仁 秋学期 水３限 多目的ｽﾀｼﾞｵ2

00246691 サウンド表現II　<東京キャンパス> 酒井　仁／都留　教博 通年 金４限 4202／多目的ｽﾀｼﾞｵ2

00246791 身体表現ＡI　<東京キャンパス> avex2 秋学期 月３限 4301／4302

00246792 身体表現ＡI　<東京キャンパス> avex3／avex4 秋学期 水３限 4201／4202

00246793 身体表現ＡI　<東京キャンパス> 別府　千嘉子 秋学期 火１限 4301／4302

00246794 身体表現ＡI　<東京キャンパス> 別府　千嘉子 秋学期 火５限 4301

00246892 身体表現AII　<東京キャンパス> avex5／別府　千嘉子 通年 木４限 4301／4302

00246893 身体表現AII　<東京キャンパス> avex5／別府　千嘉子 通年 金２限 4301／4302

00246991 身体表現ＢI　<東京キャンパス> 加藤　一浩 秋学期 木３限 1号棟地下ホール

00246992 身体表現ＢI　<東京キャンパス> 加藤　一浩 秋学期 木４限 1号棟地下ホール

00246993 身体表現ＢI　<東京キャンパス> 加藤　一浩 秋学期 木５限 1号棟地下ホール

00247092 身体表現BII　<東京キャンパス> 落石　明憲 通年 水２限 1号棟地下ホール

00247093 身体表現BII　<東京キャンパス> 下総　源太朗 通年 木１限 4301／4302

00247094 身体表現BII　<東京キャンパス> 下総　源太朗 通年 木２限 4301／4302

00247095 身体表現BII　<東京キャンパス> 落石　明憲 通年 火１限 1号棟地下ホール

00248091 基礎ゼミII　<東京キャンパス> 望月　純吉／小渕　究 通年 金１限 3201／3203

00248092 基礎ゼミII　<東京キャンパス> 北川　篤也／中村　陽介 通年 金１限 3204／3301

00249291 キャリアデザインA　<東京キャンパス> 中尾　玲一／小渕　究／星野　卓也 通年 金３限／他 3201／3208／3301

00249391 キャリアデザインＢ <東京キャンパス> 中尾　玲一／小渕　究／星野　卓也 通年 金５限／他 3201／3208／3301

00249491 キャリアデザインＣ <東京キャンパス> 中尾　玲一／星野　卓也 通年 金１限／他 3302

00268292 メディア基礎実習b <東京キャンパス> 八木　清市／島田　雄峰／大浦　克寿 秋学期 木１限／木２限 3203／3204／多目的ｽﾀｼﾞｵ2／4202

00268293 メディア基礎実習b <東京キャンパス> 中川　晃／島田　雄峰／大浦　克寿 秋学期 木１限／木２限 3203／3204／多目的ｽﾀｼﾞｵ2／4202

00268391 メディア基礎実習c <東京キャンパス> 大野　映彦 秋学期 水４限／水５限 3401

00268392 メディア基礎実習c <東京キャンパス> 都留　教博 秋学期 火４限／火５限 3401

00268393 メディア基礎実習c <東京キャンパス> 都留　教博 秋学期 木３限／木４限 3401

00268491 メディア基礎実習d <東京キャンパス> 佐藤　克則／伊藤　正治／ﾒﾃﾞｨｱ学部教員 秋学期 月４限／月５限 多目的ｽﾀｼﾞｵ1／3203／3204／3301

00275191 映像制作b <東京キャンパス> 北川　篤也／ﾒﾃﾞｨｱ学部教員 秋学期 土１限／土２限／土３限／土４限 3203／多目的ｽﾀｼﾞｵ1／多目的ｽﾀｼﾞｵ2

00275192 映像制作b <東京キャンパス> 竹藤　佳世／関根　義一／ﾒﾃﾞｨｱ学部教員 秋学期 火１限／火２限／火３限／火４限 3204／3404

00275291 映像制作c <東京キャンパス> 北川　篤也／ﾒﾃﾞｨｱ学部教員 秋学期 土１限／土２限／土３限／土４限 3203

00275391 映像制作d <東京キャンパス> 及川　善弘／ﾒﾃﾞｨｱ学部教員 秋学期 土１限／土２限／土３限／土４限／他 多目的ｽﾀｼﾞｵ1／3204

00275392 映像制作d <東京キャンパス> 竹藤　佳世／関根　義一／ﾒﾃﾞｨｱ学部教員 秋学期 木１限／木２限／木３限／木４限 3404

00275393 映像制作d <東京キャンパス> 高桑　真恵／今西　隆志 秋学期 月４限／月５限／火１限／火２限 3402／3405

00299391 メディア海外研修a　<東京キャンパス> 佐藤　克則／中村　陽介／ﾒﾃﾞｨｱ学部教員 秋学期集中 他 別途告知

00299491 メディア海外研修b　<東京キャンパス> 滝口　幸子／Romain Duchesnes 通年集中 他 別途告知

00307391 メディア基礎実習e<東京キャンパス> 八木　清市／島田　雄峰／大浦　克寿 秋学期 木１限／木２限 多目的ｽﾀｼﾞｵ2／3203／3204／4202

00307392 メディア基礎実習e<東京キャンパス> 中川　晃／島田　雄峰／大浦　克寿 秋学期 木１限／木２限 多目的ｽﾀｼﾞｵ2／3203／3204／4202

00307891 舞台音響　<東京ｷｬﾝﾊﾟｽ> 小瀬　高夫 秋学期 月１限／月２限 3201／3204／多目的ｽﾀｼﾞｵ2

00328291 デジタルアプリケーションII〈東京ｷｬﾝﾊﾟｽ〉 林　達也 秋学期 火４限／火５限 3203

00328292 デジタルアプリケーションII〈東京ｷｬﾝﾊﾟｽ〉 添野　勉 秋学期 水３限／水４限 3203



＜メディアプロジェクト＞ 2020.9.18

コマコード 科目名 教員名 開講時期 開講時限 教室

2020MP1 フィルム技法 佐藤　克則／上野彰吾／川島 章正 秋学期集中 他 別途告知

2020MP2 特殊メイク・特殊造形 ﾒｲｸｱｯﾌﾟﾃﾞｨﾒﾝｼｮﾝｽﾞ 通年集中 他 別途告知

2020MP3 ドキュメンタリープロジェクト 竹藤　佳世 通年集中 他 3404

2020MP5 エイベックスストリートダンス検定対策講座（HIPHOP) MANABU 通年 月2限 4301/4302

2020MP6 K-POPダンス MEG 通年 水3限 4301/4302

2020MP7 日本舞踊 飛鳥　左近 秋学期 水4限／水5限 4302

2020MP9 舞台空間造形 桜井　久美子 秋学期 水１限／水２限 多目的ｽﾀｼﾞｵ2/3201

2020MP10 ヴォーカルステージング Clyde W. Williams 通年 金４限 4301

2020MP12 ストリーミングコンテンツ制作 寺本　卓史／原田　輝俊 秋学期 金5限 4201

2020MP14 現代演芸B（身体表現基礎演習） サンミュージック 秋学期 火3限／火4限 4201

2020MP15 映画クリエイター育成プロジェクト 掛尾　良夫／北川　篤也／金田　克美 通年集中 水5限／他 3204

2020MP21 『魅力のまち映像制作-東金CM制作』 佐藤　克則 通年集中 他 別途告知

2020MP22 『魅力のまち映像制作-調布CM制作』 佐藤　克則／及川　善弘 通年集中 他 別途告知

＜制作演習＞

コマコード 科目名 教員名 開講時期 開講時限 教室

2020SE3 制作演習C（PV・CM） 金田　克美／佐藤　克則 秋学期 水1限／水2限 3203

2020SE4 制作演習d（モーショングラフィック） 五島　一浩 秋学期 金4限／金5限 3401

2020SE8 制作演習b（舞台演技） 伊勢　直弘 秋学期 月1限／月2限 1号棟地下ホール

2020SE10 制作演習ｄ　(演劇制作） 望月　純吉／渡辺　徹 秋学期 月3限／月4限 1号棟地下ホール

2020SE13 制作演習ｃ（HIPHOPコレオグラフィー） TOMOMI 秋学期 月4限／月5限 4302

2020SE17 制作演習b（アフレコ） 長崎行男 秋学期 水４限／水5限 3202/MA室

2020SE19 制作演習b(ステージデザインⅡ) 中川　晃／島田　雄峰／小瀬　高夫 秋学期 月４限／月５限 多目的ｽﾀｼﾞｵ2/3202/4202

2020SE22 制作演習d（音楽ﾗｲﾌﾞ制作Ⅱ） 滝口　幸子 他 秋学期 火４限／火５限 多目的ｽﾀｼﾞｵ2/3201/4202

2020SE24 制作演習b（ﾚｺｰﾃﾞｨﾝｸﾞ技術） 都留　教博 通年 金５限 MA室

2020SE26 制作演習d（ｻｳﾝﾄﾞ技術Ⅱ） 大野　映彦 秋学期 月４限／月５限 MA室/3403

2020SE28 制作演習b（企画・ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ） 白川　洋次郎 秋学期 金２限／金３限 5202

2020SE31 制作演習d1（ビｼﾞﾈｽ演習2） 星野　卓也／中尾　玲一 秋学期 木４限／木５限／他 5301/5302/5303

2020SE32 制作演習d2（ﾈｯﾄﾒﾃﾞｨｱｺﾝﾃﾝﾂ） 寺本　卓史 秋学期 水４限／水５限 4201

2020SE33 制作演習a（ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ﾒﾃﾞｨｱ） 滝浪　佑紀 秋学期 火３限／火４限 5301

2020年度秋学期　メディアプロジェクト・制作演習

対面授業開講一覧


