
 ２０１７‐
　２０２０年度以降入学者用

情報コミュニケーション学部 2023年度授業時間割（駿河台キャンパス）【春学期】
2023.3

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

問題解決ゼミナールⅠ 牛尾奈緒美 情報社会と出版 植村八潮 問題分析ゼミナールⅠ 島田剛 問題解決ゼミナールⅠ 島田剛 問題分析ゼミナールⅠ 塚原康博

問題分析ゼミナールⅠ 阿部力也 自然地理学 鳴橋竜太郎 問題分析ゼミナールⅠ 牛尾奈緒美 ジェンダー・マネジメントⅠ 牛尾奈緒美 事前申込 デジタルプレゼンテーション 久保田達之助

問題解決ゼミナールⅠ 竹崎一真 事前申込 映像表現論（映像制作） 日置貴之 問題分析ゼミナールⅠ 宮田泰 問題解決ゼミナールⅠ 宮田泰

ソーシャルビジネス論 金子勝一 地域文化論C（中国） 呉燕 不思議現象の心理学 蛭川立 公共政策A 塚原康博

国際開発協力論 高橋華生子 問題解決ゼミナールⅠ 横山陸

問題解決ゼミナールⅠ 山口達男

問題分析ゼミナールⅠ 竹崎一真

問題解決ゼミナールⅠ 鈴木健人 問題分析ゼミナールⅠ 鈴木健人 問題分析ゼミナールⅠ 山内勇 問題解決ゼミナールⅠ 山内勇 地域文化論（英語圏）Ａ 奥田博子

問題解決ゼミナールⅠ 小林秀行 問題分析ゼミナールⅠ 小林秀行 問題分析ゼミナールⅠ 中里裕美 問題解決ゼミナールⅠ 中里裕美

英語コミュニケーションⅠ（SPICE） ドウ 事前申込 英語音声学 ドウ 問題分析ゼミナールⅠ 清水晶紀 事前申込 社会調査実習 田中慶子

問題解決ゼミナールⅠ 川島高峰 事前申込 メディア教育論 大橋崇行 問題分析ゼミナールⅠ 高馬京子 事前申込 English Skills AⅠ/AⅡ/BⅠ/BⅡ ガードナー

情報産業論 山内勇 問題分析ゼミナールⅠ 須田努 問題分析ゼミナールⅠ 日置貴之 問題解決ゼミナールⅠ 清水晶紀

問題解決ゼミナールⅠ 須田努 現代型犯罪と刑法Ⅰ 阿部力也 問題分析ゼミナールⅠ 施利平 問題解決ゼミナールⅠ 高馬京子

問題解決ゼミナールⅠ 坂本祐太 問題分析ゼミナールⅠ 横田貴之 科学技術と人間 愼蒼健 問題分析ゼミナールⅠ 江下雅之

問題解決ゼミナールⅠ 江下雅之 談話コミュニケーションⅠ 坂本祐太 問題解決ゼミナールⅠ 横田貴之 問題解決ゼミナールⅠ 日置貴之

地域文化論D（イスラーム） 横田貴之 倫理学 藤野寛 コーポレート・ガバナンスⅠ 水村典弘

アート・マネジメント 李知映 国際関係論Ⅰ 鈴木健人

問題分析ゼミナールⅠ 坂本祐太

問題解決ゼミナールⅠ 施利平

問題分析ゼミナールⅠ 川島高峰

S１ 行政法と行政過程Ⅰ 清水晶紀 S１ 情報社会論Ａ 江下雅之 S１ 異文化コミュニケーション史 須田努

S２ 行政法と行政過程Ⅱ 清水晶紀 S１ 現代政治学Ⅰ 川島高峰 S１ 情報コミュニケーション学 小林秀行

S２ 情報社会論Ｂ 江下雅之 S２ リスク社会論 小林秀行
事前申込 デジタルアートⅠ 宮川渉 ネットワーク技術Ⅳ 山崎浩二 事前申込 アルゴリズム実習Ⅰ 山崎浩二 問題分析ゼミナールⅠ 山崎浩二 問題解決ゼミナールⅠ 山崎浩二

情報社会と安全Ａ 山崎浩二 問題分析ゼミナールⅠ 宮川渉 問題解決ゼミナールⅠ 宮川渉 問題分析ゼミナールⅠ 後藤晶 地域文化論A（ドイツ） 山口真人

日本文化論Ａ 日置貴之 ＮＰＯ論 塚本一郎 問題解決ゼミナールⅠ 阿部力也 問題分析ゼミナールⅠ 波照間永子 問題解決ゼミナールⅠ 後藤晶

質的調査分析法 大島岳 問題分析ゼミナールⅠ 石川幹人 問題解決ゼミナールⅠ 鈴木健 マスコミュニケーション論Ａ 永井健太郎 問題解決ゼミナールⅠ 波照間永子

問題分析ゼミナールⅠ 脇本竜太郎 問題解決ゼミナールⅠ 脇本竜太郎 ジェンダーと社会Ⅰ 津田好子 問題分析ゼミナールⅠ 清原聖子 問題解決ゼミナールⅠ 清原聖子

身体表現論 波照間永子 家族と法Ⅰ 大杉麻美 不確実性下の人間行動 後藤晶 事前申込 非言語コミュニケーション 小山慎治 ジャーナリズム論Ⅰ 川島高峰

認知科学Ⅰ 石川幹人 環境政策Ⅰ 江原菜美子 問題分析ゼミナールⅠ 南後由和 問題解決ゼミナールⅠ 南後由和

S１ 事前申込 データ解析論Ⅰ 後藤晶 S１ 政治とメディア 川島高峰

S２ 事前申込 データ解析論Ⅱ 後藤晶

問題解決ゼミナールⅠ 熊田聖 比較文学・比較文化ＢⅠ 関口裕昭 問題分析ゼミナールⅠ 熊田聖 事前申込 情報デザイン論 栗山健 問題分析ゼミナールⅠ 堀口悦子

問題解決ゼミナールⅠ 塚原康博 言語態研究 内藤まりこ ジェンダーと法Ⅰ 堀口悦子 問題解決ゼミナールⅠ 堀口悦子 問題解決ゼミナールⅠ 和田悟

組織と情報 竹中克久 問題分析ゼミナールⅠ ドウ 問題分析ゼミナールⅠ 根橋玲子 問題分析ゼミナールⅠ 和田悟 情報と職業 栗山健

金融システム論Ⅰ 小早川周司 社会福祉学Ａ 近藤佐保子 問題分析ゼミナールⅠ 鈴木雅博 問題解決ゼミナールⅠ 根橋玲子 問題解決ゼミナールⅠ 関口裕昭

パーソナリティ心理学 吉野伸哉 問題分析ゼミナールⅠ 今村哲也 問題解決ゼミナールⅠ 鈴木雅博 問題分析ゼミナールⅠ 宮本真也

比較文学・比較文化ＡⅠ ドウ 事前申込 言語表現論 伊藤豊 問題解決ゼミナールⅠ 内藤まりこ

問題分析ゼミナールⅠ 関口裕昭 問題解決ゼミナールⅠ 竹中克久

問題分析ゼミナールⅠ 内藤まりこ 近・現代史Ⅰ 高江洲昌哉

問題解決ゼミナールⅠ 宮本真也
事前申込 社会調査実習 大島岳

問題解決ゼミナールⅠ 今村哲也

問題分析ゼミナールⅠ 竹中克久

情報法Ａ 湯淺墾道

S１ 意思決定論Ⅰ 熊田聖 S１ 地域文化論A（フランス） 高馬京子

S１ 異文化間コミュニケーション 根橋玲子

問題解決ゼミナールⅠ 小田光康 問題分析ゼミナールⅠ 小田光康 問題解決ゼミナールⅠ 山口生史 事前申込 社会調査実習 小山慎治
事前申込 ウェルネス・スポーツC 奈良岡佑南 ウェルネスＡ 奈良岡佑南 問題分析ゼミナールⅠ 斎藤航

English Seminar Ⅰ アイルランド 問題分析ゼミナールⅠ 山口生史 事前申込 メディア教育論 小田光康

情報社会と教育Ａ 鈴木雅博 事前申込 英語コミュニケーションⅠ アイルランド ユニバーサルデザイン 中和正彦

紛争解決システム論Ⅰ 宮田泰 人間性心理学 田中彰吾 人権と憲法Ⅰ 小出幸祐 財産と法Ⅰ〔Ｍ〕 今村哲也 都市情報論〔Ｍ〕 南後由和

知的財産法Ⅰ〔Ｍ〕 今村哲也 情報コミュニケーション学〔Ｍ〕 清原聖子

S１ 組織コミュニケーションＡ 山口生史 S１ 国際経済論Ⅰ 島田剛 S１ 国際経済論Ⅰ 島田剛 ビジネスと法Ａ〔Ｍ〕 今村哲也 事前申込 デジタルアートⅠ〔Ｍ〕 佐野典秀

情報政策論Ⅰ〔Ｍ〕 清原聖子

※ クォーター科目（春学期前半集中開講）　　４月８日（土） ～ ６月２日（金） 

※ クォーター科目（春学期後半集中開講）　　６月３日（土） ～ ７月２１日（金） 

※ メディア授業科目（卒業要件として６０単位まで算入可能）

　・原則、半期を通じてオンデマンド型により実施する。曜日・時限が設定されていない科目については、他のどの科目とも重複せず複数履修が可能。

※ 2013～2016年度入学者カリキュラムにおいて科目名が異なる科目は、「情報コミュニケーション学部シラバス（履修の手引き）」の「カリキュラム別の科目読み替え表」を参照すること。

※ 教室情報はOh-o!Meijiシステムにて確認すること。

Ｓ１

Ｓ２

〔Ｍ〕

月

火

水

木

金

メディア授業科目
（曜日・時限の設定なし）

※「国際経済論Ⅰ」は２限・３限連続で対面により実施する※

曜
日

1限(9:00-10:40) 2限(10:50-12:30) 3限(13:30-15:10) 4限(15:20-17:00) 5限(17:10-18:50)

「国際経済論Ⅰ」（金曜２・３限）は全授業回を対面で実施し、その他のクォーター科目は１週間に対面授業とオンデマンド型授業を各１コマずつ実施する。

詳細はシラバスを確認すること。



 ２０１７‐
　２０２０年度入学者用

情報コミュニケーション学部 2023年度授業時間割（駿河台キャンパス）【秋学期】
2023.3

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

問題解決ゼミナールⅡ 牛尾奈緒美 事前申込 映像表現論（編集スキル） 日置貴之 問題分析ゼミナールⅡ 島田剛 問題解決ゼミナールⅡ 島田剛 問題分析ゼミナールⅡ 塚原康博

問題分析ゼミナールⅡ 阿部力也 情報法Ｂ 湯淺墾道 問題分析ゼミナールⅡ 牛尾奈緒美 ジェンダー・マネジメントⅡ 牛尾奈緒美 事前申込 デジタルプレゼンテーション 久保田達之助

問題解決ゼミナールⅡ 竹崎一真 問題解決ゼミナールⅡ 中臺希実 問題分析ゼミナールⅡ 宮田泰 問題解決ゼミナールⅡ 宮田泰

広告論 松本健太郎 問題分析ゼミナールⅡ 竹崎一真 地域文化論Ｃ（朝鮮） 趙景達 公共政策B 塚原康博

音楽表現論 宮川渉 情報コミュニケーション学 高馬京子

社会思想史 時安邦治

身体と意識 蛭川立

問題解決ゼミナールⅡ 横山陸

問題解決ゼミナールⅡ 小林秀行 問題分析ゼミナールⅡ 小林秀行 問題分析ゼミナールⅡ 山内勇 問題解決ゼミナールⅡ 山内勇 国際交流（世界のキャンパスから）〔Ｍ〕 高馬京子

問題解決ゼミナールⅡ 鈴木健人 事前申込 メディア教育論 大橋崇行 問題分析ゼミナールⅡ 中里裕美 問題解決ゼミナールⅡ 中里裕美

問題解決ゼミナールⅡ 須田努 問題分析ゼミナールⅡ 鈴木健人 問題分析ゼミナールⅡ 清水晶紀 事前申込 社会調査実習 田中慶子

問題解決ゼミナールⅡ 川島高峰 問題分析ゼミナールⅡ 須田努 問題分析ゼミナールⅡ 高馬京子 事前申込 Critical Reading/Critical Discussion ガードナー

法と社会科学Ⅰ 山内勇 情報文化論 古屋俊彦 問題分析ゼミナールⅡ 日置貴之 問題解決ゼミナールⅡ 清水晶紀

問題解決ゼミナールⅡ 坂本祐太 英語の文化と歴史 ドウ 問題分析ゼミナールⅡ 施利平 問題解決ゼミナールⅡ 高馬京子

英語コミュニケーションⅡ（SPICE） ドウ 現代型犯罪と刑法Ⅱ 阿部力也 情報社会と芸術 古屋俊彦 問題分析ゼミナールⅡ 江下雅之

家族社会学Ⅰ 施利平 問題分析ゼミナールⅡ 横田貴之 地域文化論（英語圏）Ｂ 奥田博子 問題解決ゼミナールⅡ 日置貴之

問題解決ゼミナールⅡ 江下雅之 談話コミュニケーションⅡ 坂本祐太 問題解決ゼミナールⅡ 横田貴之 コーポレート・ガバナンスⅡ 水村典弘

人口論 金子隆一 国際関係論Ⅱ 鈴木健人

身体コミュニケーションＡ 平山満紀 問題分析ゼミナールⅡ 坂本祐太

問題解決ゼミナールⅡ 施利平

問題分析ゼミナールⅡ 川島高峰

Ｆ２ ネットワーク社会論 中里裕美 Ｆ１ 現代政治学Ⅱ 川島高峰 Ｆ１ 社会文化史A 須田努

Ｆ１ メディアの歴史 江下雅之
事前申込 デジタルアートⅡ 宮川渉 問題分析ゼミナールⅡ 宮川渉 事前申込 アルゴリズム実習Ⅱ 山崎浩二 問題分析ゼミナールⅡ 山崎浩二 問題解決ゼミナールⅡ 山崎浩二

認知科学Ⅱ 石川幹人 事前申込 情報システム論 野口喜洋 問題解決ゼミナールⅡ 宮川渉 問題分析ゼミナールⅡ 後藤晶 問題解決ゼミナールⅡ 後藤晶

日本文化論Ｂ 日置貴之 コミュニケーション思想史 宮本真也 問題解決ゼミナールⅡ 阿部力也 問題分析ゼミナールⅡ 波照間永子 問題解決ゼミナールⅡ 清原聖子

質的調査分析法 大島岳 問題分析ゼミナールⅡ 石川幹人 問題解決ゼミナールⅡ 鈴木健 マスコミュニケーション論Ｂ 永井健太郎 問題解決ゼミナールⅡ 波照間永子

地域文化論D（スペイン） 結城健太郎 問題解決ゼミナールⅡ 脇本竜太郎 情報政策論Ⅱ 清原聖子 問題分析ゼミナールⅡ 清原聖子 ジャーナリズム論Ⅱ 川島高峰

問題分析ゼミナールⅡ 脇本竜太郎 家族と法Ⅱ 大杉麻美 ジェンダーと社会Ⅱ 津田好子 問題解決ゼミナールⅡ 南後由和

環境政策Ⅱ 江原菜美子 消費行動の心理学 脇本竜太郎

問題分析ゼミナールⅡ 南後由和

Ｆ１ 事前申込 インターンシップ 横田貴之 Ｆ１ 事前申込 インターンシップ 横田貴之

問題解決ゼミナールⅡ 熊田聖 比較文学・比較文化ＢⅡ 関口裕昭 問題分析ゼミナールⅡ 熊田聖 問題解決ゼミナールⅡ 堀口悦子 問題分析ゼミナールⅡ 堀口悦子

問題解決ゼミナールⅡ 塚原康博 問題分析ゼミナールⅡ ドウ ジェンダーと法Ⅱ 堀口悦子 問題分析ゼミナールⅡ 和田悟 問題解決ゼミナールⅡ 和田悟

情報社会と安全Ｂ 和田悟 社会福祉学Ｂ 近藤佐保子 事前申込 造形表現論 木村博之 問題解決ゼミナールⅡ 根橋玲子 問題解決ゼミナールⅡ 関口裕昭

法コミュニケーション 堀田秀吾 問題分析ゼミナールⅡ 根橋玲子 問題解決ゼミナールⅡ 鈴木雅博 問題分析ゼミナールⅡ 宮本真也

金融システム論Ⅱ 小早川周司 問題分析ゼミナールⅡ 鈴木雅博 問題分析ゼミナールⅡ 関口裕昭 問題解決ゼミナールⅡ 内藤まりこ

問題分析ゼミナールⅡ 今村哲也 問題分析ゼミナールⅡ 内藤まりこ 問題解決ゼミナールⅡ 竹中克久

比較文学・比較文化ＡⅡ ドウ 問題解決ゼミナールⅡ 宮本真也 近・現代史Ⅱ 高江洲昌哉
事前申込 社会調査実習 大島岳

問題解決ゼミナールⅡ 今村哲也

問題分析ゼミナールⅡ 竹中克久

Ｆ１ 意思決定論Ⅱ 熊田聖 Ｆ１ 超域文化論 高馬京子

Ｆ１ 多文化と相互理解Ⅰ 横田貴之

Ｆ２ 多文化と相互理解Ⅱ 横田貴之

問題解決ゼミナールⅡ 小田光康 問題分析ゼミナールⅡ 小田光康 問題解決ゼミナールⅡ 山口生史 事前申込 社会調査実習 小山慎治 情報と経済行動〔Ｍ〕 後藤晶
事前申込 ウェルネス・スポーツD 奈良岡佑南 問題分析ゼミナールⅡ 山口生史 問題分析ゼミナールⅡ 斎藤航

English Seminar Ⅱ アイルランド 事前申込 英語コミュニケーションⅡ アイルランド 経済思想史 高橋信勝

情報社会と教育Ｂ 鈴木雅博 スポーツ・ジャーナリズム論 小田光康

紛争解決システム論Ⅱ 宮田泰 人権政策 小出幸祐 財産と法Ⅱ〔Ｍ〕 今村哲也 人文地理学〔Ｍ〕 南後由和

知的財産法Ⅱ〔Ｍ〕 今村哲也 事前申込 デジタルアートⅡ〔Ｍ〕 佐野典秀

Ｆ１ 組織コミュニケーションＢ 山口生史 Ｆ１ 国際経済論Ⅱ 島田剛 Ｆ１ 国際経済論Ⅱ 島田剛 ビジネスと法Ｂ〔Ｍ〕 今村哲也 政策過程論〔Ｍ〕 清原聖子

※ クォーター科目（秋学期前半集中開講）　　９月２０日（水） ～ １１月１４日（火） 

※ クォーター科目（秋学期後半集中開講）　　１１月１５日（水） ～ １月２３日（火） 

※ メディア授業科目（卒業要件として６０単位まで算入可能）

　・原則、半期を通じてオンデマンド型により実施する。曜日・時限が設定されていない科目については、他のどの科目とも重複せず履修が可能。

　・「国際交流（世界のキャンパスから）」（火曜５限）･･･駿河台キャンパス所属学生は、オンデマンド型もしくはリアルタイム型により実施する（数回和泉で対面授業を実施するが、リアルタイム配信を行う）

※ 2013～2016年度入学者カリキュラムにおいて科目名が異なる科目は、「情報コミュニケーション学部シラバス（履修の手引き）」の「カリキュラム別の科目読み替え表」を参照すること。

※ 教室情報は、Oh-o!Meijiシステムにて確認すること。

メディア授業科目
（曜日・時限の設定なし）

※「国際経済論Ⅱ」は２限・３限限連続で対面により実施する※

Ｆ１

Ｆ２

〔Ｍ〕

月

火

水

※「インターンシップ」は１限・２限連続で対面により実施する※

木

金

曜
日

1限(9:00-10:40) 2限(10:50-12:30) 3限(13:30-15:10) 4限(15:20-17:00) 5限(17:10-18:50)

「インターシップ」（水曜１・２限）および「国際経済論Ⅱ」（金曜２・３限）は全授業回を対面で実施し，その他のクォーター科目は１週間に対面授業とオンデマンド型授業を各１コマずつ実施する。

詳細は各科目のシラバスを確認すること。


