
大学院情報コミュニケーション研究科 2023年度授業時間割　【春学期】

科　目 教室 担当者 科　目 教室 担当者 科　目 教室 担当者 科　目 教室 担当者 科　目 教室 担当者 科　目 教室 担当者

専門演習（社会文化史）Ⅰ ４０３Ｂ 須田努 専門研究（開発経済学）Ⅰ ４０４Ｍ 島田剛
【研究科間共通科目】
学際系総合研究A〔M〕
「学際的なアメリカ研究」

４０４A
清原聖子、
鈴木健、
鈴木健人、他

研究論文指導Ⅰ ４０４Ａ 宮本真也 専門研究（現代政治学）Ⅰ〔M〕 ４０４Ｓ 清原聖子

専門研究（社会システム論）Ⅰ ４０３Ｈ 赤堀三郎 専門研究（科学と社会）Ⅰ ４０４Ｆ 坂野徹

専門研究（マルチ・カルチャリズム）Ⅰ ４０４Ｇ 時安邦治

専門研究（社会文化史）Ⅰ ４０３Ｂ 須田努

専門研究（公共圏・親密圏コミュニケーション）Ⅰ ４０４Ｓ 横山陸

専門研究（情報科学）Ⅰ ４０４Ｃ 山崎浩二 専門研究（経済社会学）Ⅰ ４０４Ｂ 中里裕美 専門研究（知的財産法）Ⅰ〔M〕 ４０３A 今村哲也 専門研究（人類学と意識科学）Ⅰ ４０４Ｒ 蛭川立 専門演習（国際関係論）Ⅰ ４０３Ｌ 鈴木健人

専門研究（演劇学）Ⅰ ４０４Ｅ 日置貴之 専門研究（災害社会論）Ⅰ ４０３Ｊ 小林秀行

専門研究（科学史・科学哲学）Ⅰ ４０３Ｇ 愼蒼健 専門演習（人類学と意識科学）Ⅰ 研２２１ 蛭川立

フィールド・アプローチⅠ ４０３Ｅ 佐藤壮広

アカデミック・ライティングⅠ ４０３Ｃ 清水瑞久

特論演習（メディア社会史）Ⅰ 研５０７ 江下雅之 専門研究（ジャーナリズム論）Ⅰ ４０４Ｃ 大石裕 専門研究（国際関係論）Ⅰ ４０４Ｒ 鈴木健人 研究論文指導Ⅰ ４０４Ｓ 鈴木健 フィールド・アプローチⅠ ４０３Ｄ 永井健太郎

専門研究（現代型犯罪と刑法）Ⅰ ４０４Ａ 阿部力也 専門研究（比較文学・比較文化）Ⅰ ４０３Ｂ 関口裕昭

専門研究（表象文化論）Ⅰ ４０４Ｐ 波照間永子 専門研究（社会心理学）Ⅰ ４０３Ｈ 脇本竜太郎

専門研究（言語学）Ⅰ ４０４Ｑ 坂本祐太 専門研究（現代思想論）Ⅰ ４０３１ 宮本真也

専門研究（社会的人間論）Ⅰ ４０４Ｄ 出口剛司

集約型外国文献購読フランス語Ⅰ ４０３Ｂ 高馬京子 特論演習（組織社会学）Ⅰ ４０４Ｌ 竹中克久 専門研究（組織社会学）Ⅰ ４０４Ｌ 竹中克久 専門演習（現代政治学）Ⅰ ４０４Ｓ 清原聖子 専門演習（公共政策）Ⅰ ４０４Ｊ 塚原康博

専門研究（都市・空間論）Ⅰ ４１５Ｃ共同演習室 南後由和 専門研究（公共政策）Ⅰ ４０４Ｊ 塚原康博 専門研究（宗教と政治）Ⅰ ４０４Ｑ 横田貴之

専門研究（超域文化論）Ⅰ ４０３Ｂ 高馬京子 専門演習（超域文化論）Ⅰ ４０３Ｂ 高馬京子 専門研究（組織ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ論）Ⅰ ４０４Ｃ 山口生史

専門研究（イノベーションの実証分析）Ⅰ ４０４Ｋ 山内勇 専門研究（学校社会学）Ⅰ ４０３Ａ 鈴木雅博 専門演習（メディア社会史）Ⅰ ４０４Ｂ 江下雅之 専門研究（行動経済学）Ⅰ ４０３Ｃ 友野典男 専門社会調査Ａ ２１２３メディア 小山慎治 情報コミュニケーション学学際研究Ⅰ〔M〕 ４０３１ 清原聖子

特論演習（家族社会学）Ⅰ ４０４Ｓ 施利平 専門研究（メディア社会史）Ⅰ ４０４Ｋ 江下雅之 専門研究（家族社会学）Ⅰ ４０４Ｓ 施利平 集約型外国文献購読（英語）Ⅰ ４０３Ｃ 友野典男

特論演習（異文化間コミュニケーション）Ⅰ ４０４Ｒ 根橋玲子 特論演習（表象文化論）Ⅰ ４０４Ｄ 波照間永子 専門研究（異文化間コミュニケーション）Ⅰ ４０４Ｒ 根橋玲子 情報コミュニケーション学学際研究Ⅰ〔M〕 ４０３１ 清原聖子

研究論文指導Ⅰ ４０４Ｄ 波照間永子 専門演習（家族社会学）Ⅰ ４０４Ｓ 施利平 専門研究（認知情報論）Ⅰ ４０３Ｊ 石川幹人

研究論文指導Ⅰ ４０３Ｃ 高馬京子 専門演習（異文化間コミュニケーション）Ⅰ ４０４Ｒ 根橋玲子 専門研究（心理学の哲学）Ⅰ ４０３Ｆ 田中彰吾

研究論文指導Ⅰ ４０３Ｊ 石川幹人

情報・社会系科目 メディア・文化系科目 人間・コミュニケーション系科目 研究サポート演習

金

曜
日

1限（9:00～10:40） 2限（10:50～12:30） 3限（13:30～15:10） 6限(19:00-20:40)

月

火

水

木

4限(15:20-17:00) 5限(17:10-18:50)

＜教室場所について＞

※ ４から始まる教室はグローバルフロントの教室。 （例）４０３Ａは３階のＡという教室。４０４Ｇは４階のＧという教室。

※ ２から始まる教室は１２号館。 （例）２０９３教室は１２号館の９階にある教室。

※ 「研究室」とつく教室は研究棟の教員の研究室。 （例）研究室５３７は研究棟５階３７番の研究室

＜注意事項＞

※ 科目名に、〔M〕がついている科目は、メディア授業科目になり、Zoomによるリアルタイム配信での実施になります。

※ 新型コロナウイルスの影響により、対面授業科目において、一部の授業をメディア授業（Zoomによるリアルタイム配信）で実施することがあります。



大学院情報コミュニケーション研究科 2023年度授業時間割　【秋学期】

科　目 教室 担当者 科　目 教室 担当者 科　目 教室 担当者 科　目 教室 担当者 科　目 教室 担当者 科　目 教室 担当者

専門演習（社会文化史）Ⅱ ４０３Ｂ 須田努 専門研究（経済社会学）Ⅱ ４０４Ｒ 中里裕美 専門社会調査Ｃ ４０４Ｊ 鶴若麻理 研究論文指導Ⅱ ４０４Ａ 宮本真也 専門研究（現代政治学）Ⅱ〔M〕 ４０４Ｓ 清原聖子

専門研究（開発経済学）Ⅱ ４０４Ｋ 島田剛 専門研究（科学と社会）Ⅱ ４０４Ｆ 坂野徹

専門研究（社会システム論）Ⅱ ４０３Ｈ 赤堀三郎

専門研究（マルチ・カルチャリズム）Ⅱ ４０４Ｇ 時安邦治

専門研究（社会文化史）Ⅱ ４０３Ｂ 須田努

専門研究（公共圏・親密圏コミュニケーション）Ⅱ ４０４Ｓ 横山陸

専門研究（情報科学）Ⅱ ４０４Ｃ 山崎浩二 専門研究（演劇学）Ⅱ ４０４Ｅ 日置貴之 専門研究（知的財産法）Ⅱ〔M〕 ４０４Ｅ 今村哲也 専門研究（人類学と意識科学）Ⅱ ４０４Ｒ 蛭川立 専門演習（人類学と意識科学）Ⅱ 研２２１ 蛭川立

アカデミック・ライティングⅡ ４０３Ｃ 清水瑞久 専門研究（災害社会論）Ⅱ ４０４Ｑ 小林秀行 専門演習（国際関係論）Ⅱ ４０３Ｌ 鈴木健人

専門研究（科学史・科学哲学）Ⅱ ４１４Ｂ共同演習室 愼蒼健

フィールド・アプローチⅡ ４０４Ｒ 蛭川立

特論演習（メディア社会史）Ⅱ 研５０７ 江下雅之 専門研究（ジャーナリズム論）Ⅱ ４０４Ｃ 大石裕 専門研究（国際関係論）Ⅱ ４０４Ｒ 鈴木健人 研究論文指導Ⅱ ４０４Ｓ 鈴木健

特論演習（現代型犯罪と刑法）Ⅱ ４０４Ａ 阿部力也 専門研究（比較文学・比較文化）Ⅱ ４０３Ｂ 関口裕昭 専門研究（社会心理学）Ⅱ ４０４Ｒ 脇本竜太郎

専門研究（表象文化論）Ⅱ ４０４Ｐ 波照間永子 専門研究（現代思想論）Ⅱ ４０３Ｄ 宮本真也

専門研究（言語学）Ⅱ ４０４Ｑ 坂本祐太

専門研究（社会的人間論）Ⅱ ４０４Ｄ 出口剛司

集約型外国文献購読フランス語Ⅱ ４０３Ｂ 高馬京子 特論演習（組織社会学）Ⅱ ４０４Ｌ 竹中克久 専門研究（組織社会学）Ⅱ ４０４Ｌ 竹中克久 専門演習（現代政治学）Ⅱ ４０４Ｓ 清原聖子 専門演習（公共政策）Ⅱ ４０４Ｊ 塚原康博

専門研究（都市・空間論）Ⅱ ４１５Ｃ共同演習室 南後由和 専門研究（公共政策）Ⅱ ４０４Ｊ 塚原康博 専門研究（宗教と政治）Ⅱ ４０４Ｑ 横田貴之

専門研究（超域文化論）Ⅱ ４０３Ｂ 高馬京子 専門演習（超域文化論）Ⅱ ４０３Ｂ 高馬京子 専門研究（組織ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ論）Ⅱ ４０４Ｃ 山口生史

専門研究（イノベーションの実証分析）Ⅱ ４０４Ｋ 山内勇 専門研究（学校社会学）Ⅱ ４０３Ａ 鈴木雅博 専門演習（メディア社会史）Ⅱ ４０４Ｂ 江下雅之 専門研究（行動経済学）Ⅱ ４０３Ｃ 友野典男 専門社会調査Ｂ ２１２３メディア 小山慎治 情報コミュニケーション学学際研究Ⅱ〔M〕 ４０３１ 清原聖子

特論演習（家族社会学）Ⅱ ４０４Ｓ 施利平 専門研究（メディア社会史）Ⅱ ４０４Ｋ 江下雅之 専門研究（家族社会学）Ⅱ ４０４Ｓ 施利平 集約型外国文献購読（英語）Ⅱ ４０３Ｃ 友野典男

特論演習（異文化間コミュニケーション）Ⅱ ４０４Ｒ 根橋玲子 特論演習（表象文化論）Ⅱ ４０４Ｄ 波照間永子 専門研究（異文化間コミュニケーション）Ⅱ ４０４Ｒ 根橋玲子 情報コミュニケーション学学際研究Ⅱ〔M〕 ４０３１ 清原聖子

研究論文指導Ⅱ ４０４Ｄ 波照間永子 専門演習（家族社会学）Ⅱ ４０４Ｓ 施利平 専門研究（認知情報論）Ⅱ ４０３Ｊ 石川幹人

研究論文指導Ⅱ ４０３Ｃ 高馬京子 専門演習（異文化間コミュニケーション）Ⅱ ４０４Ｒ 根橋玲子 専門研究（心理学の哲学）Ⅱ ４０３Ｆ 田中彰吾

研究論文指導Ⅱ ４０３Ｊ 石川幹人

情報・社会系科目 メディア・文化系科目 人間・コミュニケーション系科目 研究サポート演習

6限(19:00-20:40)5限(17:10-18:50)4限(15:20-17:00)

月

火

2限（10:50～12:30） 3限（13:30～15:10）

水

木

金

曜
日

1限（9:00～10:40）

＜教室場所について＞

※ ４から始まる教室はグローバルフロントの教室。 （例）４０３Ａは３階のＡという教室。４０４Ｇは４階のＧという教室。

※ ２から始まる教室は１２号館。 （例）２０９３教室は１２号館の９階にある教室。

※ 「研究室」とつく教室は研究棟の教員の研究室。 （例）研究室５３７は研究棟５階３７番の研究室

＜注意事項＞

※ 科目名に、〔M〕がついている科目は、メディア授業科目になり、Zoomによるリアルタイム配信での実施になります。

※ 新型コロナウイルスの影響により、対面授業科目において、一部の授業をメディア授業（Zoomによるリアルタイム配信）で実施することがあります。


