
講義コード 講義名称 担当教員 講義期間 曜日時限 対象学科

00041202 中国語IB 李　頴清 秋学期 月１限／月２限 HK/HL

00041203 中国語IB 姜　寅星 秋学期 月１限／月２限 BG/CE/FF/FR/PC/XA

00070991 韓国語IＢ <東京キャンパス> 兪　仁淑 秋学期 水４限／水５限 BG/XA

00110501 地域ボランティア研修 大内　善広／茆　海燕／竹内　秀一 通年 木２限 FF

00111191 統計学の基礎知識　<東京キャンパス> 鈴木　広人 秋学期 水２限 BG

00113491 流通情報システム論　<東京キャンパス> 久保田　正道 秋学期 火４限 BG

00113891 デジタルメディア論　<東京キャンパス> 桃塚　薫 秋学期 木２限 BG

00115001 プログラミング応用 高木　治 秋学期 月４限 BG

00115091 プログラミング応用　<東京キャンパス> 戸田　容平 秋学期 月１限 BG

00115491 情報学応用演習　<東京キャンパス> 高木　治 秋学期 木２限 BG

00119001 日本文化論 長尾　宗典 秋学期 水２限 HK/HL

00122601 デジタルデザインI 後岡　喜信 通年 木３限 XA

00122801 デジタルデザインII 後岡　喜信 秋学期 火２限／火３限 XA

00123001 パブリッシングデザインI 斉藤　好和 秋学期 水４限／水５限 XA

00123701 サウンドデザインII Jiro N.Plutschow 秋学期 火３限／火４限 XA

00134301 コンピュータ技能II 中村　あすか 秋学期 金２限 HK/HL

00134302 コンピュータ技能II 中村　あすか 秋学期 金３限 HK/HL

00136001 日本語学概論b 野々口　ちとせ 秋学期 水５限 HK/HL

00137402 日本の歴史b 池田　順 秋学期 火１限 BG/FF/HK/HL/XA

00164391 経営戦略論　＜東京キャンパス＞ 松田　世治 秋学期 月２限 BG

00170101 スポーツ科学 柿木　亮／石原　啓次／高橋　光平 通年 月１限 HK/HL

00170102 スポーツ科学 石原　啓次 通年 水２限 FF

00175701 救急処置(実習を含む) 深山　元良 秋学期 木２限 BG

00177001 陸上競技 大塚　正美／岡原　友紀 秋学期 木１限 BG

00181601 リーダーシップ論 富田　真奈美 秋学期 月４限 FF

00183401 発達と老化の理解 篠崎　良勝／幡野　明美 通年 月１限／水３限 FF

00192301 スポーツ科学Ib 岡原　友紀 秋学期 火２限 BG

00192304 スポーツ科学Ib 高橋　光平 秋学期 木２限 BG

00192307 スポーツ科学Ib 岡原　友紀 秋学期 水１限 BG/HK/HL

00192308 スポーツ科学Ib 石原　啓次／高橋　光平 秋学期 月１限 BG/HK/HL

00192501 スポーツ科学IIb 柿木　亮 秋学期 月４限 BG

00192503 スポーツ科学IIb 高橋　光平 秋学期 金２限 BG

00196401 スタジオ番組II 島野　義孝／寺本　卓史 秋学期 火１限／他　 XA

00199201 デジタルレコーディングII Jiro N.Plutschow 秋学期 火１限／火２限 XA

00207101 アロマテラピー 中村　智香 秋学期 木１限／木２限 BG/CE

00214801 教育社会学 井上　敏博 秋学期 火４限 FF

00220401 デジタルデザインIII 後岡　喜信 秋学期 木３限 XA

00244401 デジタル音楽表現 Jiro N.Plutschow 通年 火１限／水３限 XA

00244901 デジタル映像編集 島野　義孝／小波津　美香 通年 水３限 XA

00245501 アニメーションI 後岡　喜信／劉　茜懿 秋学期 月２限／他　 XA

00253301 自然科学概論 亀山　浩文 秋学期 水３限 BG

00253391 自然科学概論 <東京キャンパス> 亀山　浩文 秋学期 金３限 BG

00253492 マーケティング論 <東京キャンパス> 山﨑　督／鈴木　広人 通年 月２限／金３限 BG

00253602 経済原論b 渡邊　修朗 秋学期 月３限 BG/FF/HK/HL/XA

00253691 経済原論b <東京キャンパス> 神余　崇子 秋学期 火２限 BG

00268101 メディア基礎実習a 有限会社ジャム 秋学期 木１限／木２限 XA

00268301 メディア基礎実習c 大浦　克寿 秋学期 月４限／月５限 XA

00268401 メディア基礎実習d Jiro N.Plutschow／島野　義孝 秋学期 水１限／水２限 XA

00268901 イラストレーション 斉藤　好和 秋学期 火４限／火５限 XA

00272801 環境と食文化 新田　美砂子 秋学期 木３限／木４限 BG/CE

00277902 Basic Japanese ａ(2018年度生以降) 尾本　康裕 秋学期 月２限／月３限／水１限／水２限 BG/CE/FF/HK/HL

00289701 プロジェクト教育 国際人文学部教員 通年集中 他　 HL

00306301 Mentor Program I 国際人文学部教員 通年集中 他　 HK

00307401 パブリッシングデザイン 斉藤　好和 秋学期 水４限／水５限 XA

00325491 マーケティングリサーチ〈東京ｷｬﾝﾊﾟｽ〉 鈴木　広人 秋学期 月２限 BG

16002291 グローバル実地研修　<東京キャンパス> 人文科学研究科教員 通年集中 他　 MG/ML/MW

履修制限科目について

　履修訂正期間が9月29日（火）～10月6日（火）で予定されています。現在までの履修状況から「授業の運営に支障がある履修者数
に達している科目」は、履修を制限することとなりました。そのため以下の科目は履修訂正期間で履修登録ができませんので注意く
ださい。
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