
曜日/時限 学期 単位数登録番号 授業科目名 担当者名 教室

オンライン

月 春学期 2M2930 広告論[特例・遠隔授業][月6] 君塚　洋一 オンライン

月 春学期 2M3020 国際ニュース研究/映像ジャーナリズム論[特例・遠隔授業][月6] 藤谷　健 オンライン

月 春学期 2M2990 社会心理学/ライフスタイルの心理学/社会心理学[特例・遠隔授業][月6] 針原　素子 オンライン

月 春学期 2M2960 電子コミュニケーション論[メディア授業][月6] 粉川　一郎 オンライン

月 秋学期 2M2870 サブカルチャーの社会学/マンガの社会学[特例・遠隔授業][月6] 池上　賢 オンライン

月 秋学期 2M2840 情報とネットワークの社会心理/情報の社会心理学[特例・遠隔授業][月6] 針原　素子 オンライン

火 春学期 2M1350 ジェンダーの社会学[特例・遠隔授業][火6] 千田　有紀 オンライン

火 春学期 2M2830 マスコミュニケーション論[特例・遠隔授業][火6] 橋元　良明 オンライン

火 春学期 2M1360 仕事の社会学[特例・遠隔授業][火6] 高見　具広 オンライン

火 春学期 2M0140 社会調査方法論基礎1[S][メディア授業][火6] 曹　慶鎬 オンライン

火 春学期 2M1400 不平等の社会学[特例・遠隔授業][火6] 林　雄亮 オンライン

火 秋学期 2M1320 家族社会学[特例・遠隔授業][火6] 千田　有紀 オンライン

火 秋学期 2M0150 社会調査方法論基礎2[S][特例・遠隔授業][火6] 林　雄亮 オンライン

水 春学期 2M3000 映像アーカイブ論[特例・遠隔授業][水6] 永田　浩三 オンライン

水 秋学期 2M3090 ドキュメンタリー研究[特例・遠隔授業][水6] 永田　浩三 オンライン

水 秋学期 2B0370 メディアと社会/知識社会の情報学[特例・遠隔授業][水6] 宇治橋　祐之 オンライン

水 秋学期 2M1510 若者の社会学/若者文化の社会学[特例・遠隔授業][水6] 中西　祐子 オンライン

木 春学期 2M2980 ファッションと流行の社会心理/流行・普及コミュニケーション[特例・遠隔授業][木6] 工藤　雅人 オンライン

金 春学期 2B0410 現代社会とジェンダー[特例・遠隔授業][金6] 笹野　悦子 オンライン



曜日/時限 学期 単位数登録番号 授業科目名 担当者名 教室

月曜日

2 春学期 2M1440 アイデンティティの社会学 矢田部　圭介 1001教室

2 春学期 2M0200 ビッグデータ解析方法論/定性データ分析法 小谷　祐一朗 6103教室

2 春学期 2M2860 活字メディアの社会学/出版研究 小田桐　誠 8604教室

2 春学期 2B0390 多文化共生の現在 小川　絵美子 1101教室

2 春学期 2M3060 知とデータ 庄司　昌彦 3102教室

2 秋学期 2M0040 社会学史/社会学史1 矢田部　圭介 1001教室

3 春学期 2M3140 グローバル社会の諸相/社会学部特講C 小栗　宏太 3215教室

3 春学期 2M2780 映画研究/映画論 佐藤　博昭 1002教室

3 秋学期 2M1490 セクシュアリティの社会学 志田　哲之 1002教室

4 秋学期 2M1650 メディア学説史 池上　賢 3212教室

4 秋学期 2S0540 人文地理学概説[1] 冨岡　政治 3222教室



曜日/時限 学期 単位数登録番号 授業科目名 担当者名 教室

火曜日

1 春学期 2M1380 人口問題の社会学/エイジングの社会学 菊地　英明 8503教室

1 秋学期 2M1390 福祉社会学 菊地　英明 8503教室

2 春学期 2M1620 歴史社会学/記憶と歴史の社会学 井上　直子 8603教室

2 秋学期 2M1660 コミュニケーション理論/コミュニケーション論 橋元　良明 8603教室

3 春学期 2M0260 社会統計学2[2] 林　雄亮 1002教室

3 秋学期 2M0170 量的社会調査方法論/社会調査方法論A[2] 林　雄亮 8702教室

4 春学期 2M2970 メディアリテラシー論 中橋　雄 1101教室

4 秋学期 2B0380 現代の世界と人々/現代世界の人と生活 段　躍中 8702教室

4 秋学期 2M0180 質的社会調査方法論/社会調査方法論B 玉置　佑介 1101教室

5 秋学期 2M2900 エスニシティとメディア/エスニックメディア論/エスニシティのメディア社会学 段　躍中 8702教室

5 秋学期 2M1340 ケアの社会学 玉置　佑介 1101教室

5 秋学期 2B0460 社会学概論/他者理解とコミュニケーション 石井　幸夫 8503教室



曜日/時限 学期 単位数登録番号 授業科目名 担当者名 教室

水曜日

1 春学期 2M2920 ゲーミフィケーション論 宇田川　敦史 6103教室

1 春学期 2M1430 文化人類学 内藤　暁子 1101教室

1 秋学期 2B0430 現代社会とグローバリゼーション/グローバリズムと21世紀 八尾　祥平 8603教室

1 秋学期 2M1310 多文化共生の人類学/グローバリゼーションの人類学 内藤　暁子 1101教室

2 春学期 2M2790 エレクトリックメディア論/マルチメディア論 小田原　敏 8603教室

2 春学期 2M1450 カルチュラルスタディーズ 安藤　丈将 1201教室

2 春学期 2M1630 社会学原論A/社会学原論1[D] 清原　悠 1101教室

2 秋学期 2M2810 デジタル社会論 小田原　敏 8603教室

2 秋学期 2M1640 メディア社会学[メディア授業] 宇田川　敦史 1101教室

2 秋学期 2B0440 現代日本の課題[1] 入江　公康 1002教室

2 秋学期 2M1580 地域とコミュニティの社会学/地域社会学 安藤　丈将 1201教室

3 春学期 2M0050 社会学理論/社会学理論A 徳久　美生子 6101教室

3 秋学期 2M1600 ナショナリズムの社会学/国際社会学 八尾　祥平 8603教室

3 秋学期 2M0210 定量データ分析方法論/定量データ分析法A 三輪　哲 3323教室

4 春学期 2M1330 教育社会学 中西　祐子 1001教室

5 春学期 2M2940 広報論 薗部　靖史 1002教室



曜日/時限 学期 単位数登録番号 授業科目名 担当者名 教室

木曜日

1 春学期 2M1460 コミュニケーションの社会学 大屋　幸恵 1002教室

1 秋学期 2M1500 文化社会学/文化の社会学/芸術と文化の社会学 大屋　幸恵 1002教室

1 秋学期 2M1480 恋愛の社会学 山嵜　哲哉 1101教室

2 秋学期 2S0530 社会学概説 笹野　悦子 8604教室

3 春学期 2M3050 ジャーナリズム論 奥村　信幸 1101教室

3 秋学期 2M3100 メディア倫理と法制/メディア法制と倫理 奥村　信幸 1101教室

4 春学期 2M1540 現代社会と科学/環境社会学 梶原　健嗣 1001教室

4 春学期 2M1420 宗教と社会/宗教人類学 森　雅文 1101教室

4 秋学期 2M1790 コンピューティング応用B[1] 髙橋　茂 1203教室

4 秋学期 2G2640 メディア情報処理応用[2] 髙橋　茂 1203教室



曜日/時限 学期 単位数登録番号 授業科目名 担当者名 教室

金曜日

1 春学期 2M1870 メディア分析方法論/メディア分析法A 佐渡　眞紀子 1002教室

1 春学期 2M1370 社会問題の社会学 木村　祐子 1101教室

1 秋学期 2M1520 観光と社会/観光人類学 鈴木　涼太郎 1101教室

2 春学期 2M1560 社会運動論 松井　隆志 1203教室

2 春学期 2M0010 社会学原論A/社会学原論1[S] 大屋　幸恵 1101教室

2 春学期 2M0160 量的社会調査方法論/社会調査方法論A[1] 脇田　彩 8702教室

2 秋学期 2M0030 社会学原論B/社会学原論2 大屋　幸恵 1101教室

2 秋学期 2M1590 都市社会学 人見　泰弘 1201教室

4 春学期 2M1550 グローバリゼーションの社会学/グローバリゼーションと現代社会 人見　泰弘 1001教室

5 春学期 2M1530 エスニシティの社会学 橋本　みゆき 8603教室


