
4月1日以降の変更点 2023.4.25 現在

　 2023年度　美術学部共通教育時間割表（八王子キャンパス） 

時限 学年
指定

開講 時間割コード 授　業　科　目 担当教員 教室 定員 備考 時限 学年
指定

開講 時間割コード 授　業　科　目 担当教員 教室 定員 備考 時限 学年
指定

開講 時間割コード 授　業　科　目 担当教員 教室 定員 備考

2～ 後期 B4212 エコロジカルプランニング 井戸　理恵子 デザイン棟 07-211 70 オ    2～ 後期 B4210 建築史Ⅲ（日本） 岸本　章 レクチャーBホール 160 オ    2～ 後期 B4217 都市・景観デザイン論Ⅱ 佐藤　賢一 デザイン棟 07-210 45 オ    

2～ 後期 B4614 情報システム論 市川　裕介 レクチャー301 60 オ    2～ 前期 B4622 情報と職業 楠　房子 レクチャーBホール 100 オ    2～ 前期 B4218 都市・景観デザイン論Ⅰ 佐藤　賢一 デザイン棟 07-210 45 オ    

2～ 前期 B4616 情報デザイン史 高橋　裕行 レクチャーBホール 120 オ    2～ 通年 B5104 制作と理論Ⅰ 前野・三田 情・芸棟 25-407 48 オ・2限続き 2～ 後期 B4671 著作権法 塩澤　一洋 情・芸棟 25-316 50 オ   2限続き

前期 CAD03D スポーツ-1D 折茂　紗英 TAUホール等 30     前期 CBC16A 造形演習A (教職履修者のみ) 松田　重仁 造形演習室 35 2限続き 2～ 前期 CAA22 心理学-1 石井　悠太 共通　21-407 220     

後期 CAD04D スポーツ-2D 折茂　紗英 TAUホール等 30     後期 CBC16B 造形演習B (教職履修者のみ) 松田　重仁 造形演習室 35  2限続き 2～ 後期 CAA23 心理学-2 石井　悠太 共通　21-407 220     

前期 CBC18C 工芸制作C (教職履修者のみ) 髙宮　洋子 造形演習室 35  2限続き 2～ 前期 TA21A 道徳教育論A 石黒　真愁子 共通　21-401 70 教職 通年 CBA02 日本美術史研究Ⅰ 木下　京子 共通　21-306 30     

後期 CBC18D 工芸制作D (教職履修者のみ) 髙宮　洋子 造形演習室 35 2限続き 3 後期 TB02 デザイン（教職デザイン） 矢野・伊藤 情・芸棟 25-318 70 教職  2限続き 前期 CBA21 デザイン史-1 高橋　周平 共通　21-405 150     

通年 LE106A 検定英語ⅠA 藤澤　慶已 共通　21-306 40     2～ 後期 B4627 社会創造論 四方　幸子 レクチャーAホール 200 オ    後期 CBA22 デザイン史-2 高橋　周平 共通　21-405 150     

2～ 後期 B4220 コミュニケーション環境デザイン 堀内　正弘 デザイン棟 07-412 65 オ    2～ 前期 B4629 ハイブリッド・アート 久保田　晃弘 レクチャーBホール 140 オ    2～ 前期 GA08A 博物館情報・メディア論A 赤松　祐樹 共通　21-404 80  学   

2～ 後期 B4621 社会デザイン論 会田　大也 レクチャーCホール 60 オ    2～ 前期 B4670 情報と社会 辰己　丈夫 レクチャー301 50 オ    3・4 後期 TA24B 進路指導と教育相談B 山岸　竜治 共通　21-403 60 教職

前期 CAD03G スポーツ-1G 折茂　紗英 TAUホール等 30     2～ 通年 B5104 制作と理論Ⅰ 前野・三田 情・芸棟 25-407 48 オ ・2限続き 2～ 前期 TA26A 教育方法と情報通信技術A 中尾　教子 共通　21-402 100 教職

後期 CAD04G スポーツ-2G 折茂　紗英 TAUホール等 30     前期 B5110 近・現代美術史 大島　徹也 情・芸棟 25-312 80 オ    2～ 後期 TA26B 教育方法と情報通信技術B 中尾　教子 共通　21-402 100 教職

前期 CBB18 文学-1 安藤　礼二 共通　21-405 120     通年 CBA01B 日本美術史概論B 加藤 弘子 共通　21-401 100     2～ 前期 B3601 プロダクトデザイン概論-1 田中　秀樹 レクチャー301 100 オ    

後期 CBB19 文学-2 安藤　礼二 共通　21-405 120     通年 CBA12 西洋美術史研究Ⅰ 中村　隆夫 共通　21-403 45     2～ 後期 B3602 プロダクトデザイン概論-2 田中　秀樹 レクチャー301 100 オ    

前期 CBC18C 工芸制作C (教職履修者のみ) 髙宮　洋子 造形演習室 35  2限続き 前期 CBC07 芸術材料学Ⅰ-1 鈴木　淳 共通　21-405 180     3・4 前期 B3603 デザインナレッジ（プロダクト） 中田　希佳 レクチャー302 30 オ    

後期 CBC18D 工芸制作D (教職履修者のみ) 髙宮　洋子 造形演習室 35  2限続き 後期 CBC08 芸術材料学Ⅰ-2 鈴木　淳 共通　21-405 180     3・4 後期 B3701 テキスタイルデザインマネージメント 藤原　大 レクチャーCホール 50 オ    

2～ 後期 GA05 博物館資料保存論 杉山　享司 共通　21-401 120  学   前期 CBC16A 造形演習A (教職履修者のみ) 松田　重仁 造形演習室 35  2限続き 2～ 前期 B4602 メディア写真論 勝又　公仁彦 レクチャーCホール 100 オ    

通年 LE001A 英語エレメンタリーTJ-A 津村　敏雄 共通　21-302 30     後期 CBC16B 造形演習B (教職履修者のみ) 松田　重仁 造形演習室 35  2限続き 2～ 前期 B4615 認知科学 池田　拓司 共通　21-312 63 オ    

2～ 通年 LE002C 英語エレメンタリーTE-C 吉田　悠樹彦 共通　21-303 30     2～ 前期 GA03 博物館概論 外舘　和子 共通　21-407 100  学   2～ 後期 B4671 著作権法 塩澤　一洋 情・芸棟 25-316 50 オ   2限続き

2～ 通年 LE103 英語会話上級 ティム・ソーントン 共通　21-308 30     2～ 後期 GA04 博物館資料論 外舘　和子 共通　21-407 100  学   前期 CAA14 文化人類学-1 中村　寛 レクチャーBホール 100     

通年 LE120 検定英語Ⅳ 中嶋　英樹 共通　21-404 30     2～ 通年 LF002B 仏語入門LB-B 松田　嘉子 共通　21-302 30     後期 CAA15 文化人類学-2 中村　寛 レクチャーBホール 100     

通年 LE108B 検定英語Ⅲ 藤澤　慶已 共通　21-306 40     2～ 通年 LJ009 日本語上級LP 込宮　麻紀子 共通　21-301 30     通年 CBA08 東洋美術史研究Ⅰ 森　美智代 共通　21-309 75     

2～ 通年 LI002 伊語入門LB 荒木　智子 共通　21-301 30     3 後期 TB02 デザイン（教職デザイン） 矢野・伊藤 情・芸棟 25-318 70 教職・2限続き 通年 CBA11C 西洋美術史概論C 中村　隆夫 共通　21-405 300     

2～ 後期 B4211 環境問題論 近藤　元博 レクチャーCホール 100 オ    前期 CAB07A メディア論A 佐藤　達郎 共通　21-407 150     通年 CBA14 西洋美術史研究Ⅲ 松浦　弘明 共通　21-308 75     

2～ 前期 B4215 環境共生論 堀内　正弘 デザイン棟 07-412 65 オ    後期 CAB07B メディア論B 佐藤　達郎 共通　21-407 150     前期 CBB07A 現代美術-1A 椹木　野衣 共通　21-404 75     

後期 B5101 素材論 寺田　祐吉枝 情・芸棟 25-311 50 オ    通年 CBA01A 日本美術史概論A 加藤 弘子 レクチャーBホール 200     後期 CBB08A 現代美術-2A 椹木　野衣 共通　21-404 75     

後期 B5103 民俗芸術論 安藤　礼二 情・芸棟 25-312 80 オ    通年 CBA11A 西洋美術史概論A 中村　隆夫 共通　21-405 240     前期 CBB24 サウンドデザイン論-1 ヲノ　サトル レクチャーAホール 300     

2～ 前期 B5107 ユーロ=アジア美術文明論 金沢　百枝 情・芸棟 25-312 80 オ    前期 CBB45 現代建築家論-1 飯島　洋一 レクチャーAホール 240     後期 CBB25 サウンドデザイン論-2 ヲノ　サトル レクチャーAホール 300     

前期 CBA25 染織史-1 深津　裕子 共通　21-405 120     後期 CBB46 現代建築家論-2 瀬山真樹夫 レクチャーAホール 240     通年 CBB30 広告デザイン研究ゼミ 佐藤　達郎 共通　21-304 20     

後期 CBA26 染織史-2 深津　裕子 共通　21-405 120     前期 CBC03 人間工学-1 境　薫 共通　21-404 60     通年 CBB40 写真論ゼミ 高橋　周平 共通　21-113 20     

通年 LE001B 英語エレメンタリーTJ-B 常岡　亜希子 共通　21-306 30     後期 CBC04 人間工学-2 境　薫 共通　21-404 60     通年 LE116 英語原書リーディング 中嶋　英樹 共通　21-301 30     

通年 LE001C 英語エレメンタリーTJ-C 朝熊　悠 共通　21-403 30     前期 CBC11 芸術材料学Ⅲ-1 鈴木　淳 共通　21-401 180     通年 LF003A 仏語初級A 松田　嘉子 共通　21-306 30     

通年 LE001D 英語エレメンタリーTJ-D 吉田　悠樹彦 共通　21-303 30     後期 CBC12 芸術材料学Ⅲ-2 鈴木　淳 共通　21-401 180     2～ 後期 TA06 美術科教育法Ⅰ 原　美湖 共通　21-407 140 教職

通年 LE002B 英語エレメンタリーTE-B カガズチネガル 共通　21-312 30     前期 CCA01A 情報工学演習ⅠA 松村　崇 コンスタA(23-304) 40     2～ 前期 TA23 生徒指導論A 山岸　竜治 共通　21-402 80 教職

通年 LE003A 英語ベーシックTJ-A 津村　敏雄 共通　21-302 30     後期 CCA01G 情報工学演習ⅠG 松村　崇 コンスタA(23-304) 40     3・4 後期 TA25B 特別支援論B 杉本 久吉 共通　21-303 80 教職

通年 LE004B 英語ベーシックTE-B コナウェイ　ブレンナン 共通　21-402 30     3・4 通年 TC02 教育ゼミⅡ 原　美湖 共通　21-304 20 教職 前期 CAA16 国際社会と宗教-1 堀内　里香 共通　21-403 90     

通年 LE005A 英語アドバンスTJ-A 荒木　慎也 レクチャー301 30     通年 CBA11B 西洋美術史概論B 松浦　弘明 共通　21-405 150     後期 CAA17 国際社会と宗教-2 堀内　里香 共通　21-403 90     

通年 LE007B 英語インターミディエイトTJ-B 中嶋　英樹 共通　21-404 30     前期 CBB43 現代空間論-1 飯島　洋一 レクチャーAホール 300     前期 CAB08 政治学-1 永山　聡子 共通　21-402 70     

通年 LE007C 英語インターミディエイトTJ-C 藤澤　慶已 共通　21-311 30     後期 CBB44 現代空間論-2 飯島　洋一 レクチャーAホール 300     後期 CAB09 政治学-2 パーク　クリス　ヒョンキュ 共通　21-312 70     

通年 LE008A 英語インターミディエイトTE-A ティム・ソーントン 共通　21-308 30     前期 CCA01B 情報工学演習ⅠB 松村　崇 コンスタA(23-304) 40     前期 CAD03E スポーツ-1E 北原　隆史 TAUホール等 30     

通年 LI001 伊語入門LZ 荒木　智子 共通　21-301 30     後期 CCA01H 情報工学演習ⅠH 松村　崇 コンスタA(23-304) 40     後期 CAD04E スポーツ-2E 北原　隆史 TAUホール等 30     

2～ 後期 B5111 装飾芸術のネットワーク論 金沢　百枝 情・芸棟 25-312 80 オ    通年 LE007F 英語インターミディエイトTJ-F 常石憲彦 共通　21-303 30     通年 CBA07A 東洋美術史概論A 森　美智代 レクチャーAホール 300     

通年 CBA03 日本美術史研究Ⅱ 木下　京子 共通　21-113 30     通年 LF001C 仏語入門LZ-C 松田　嘉子 共通　21-302 30     前期 CBC05A 芸用解剖学-1A 高橋　美矢子 共通　21-405 240     

通年 LE001E 英語エレメンタリーTJ-E 荒木　慎也 レクチャー301 30     4 通年 TC01 教育ゼミⅠ 山岸　竜治 共通　21-301 20 教職 後期 CBC06A 芸用解剖学-2A 高橋　美矢子 共通　21-405 240     

通年 LE001F 英語エレメンタリーTJ-F 朝熊　悠 共通　21-403 30     後期 B3606 デザインリレーション 安次富　隆 レクチャーAホール 100 オ    前期 CBC09 芸術材料学Ⅱ-1 石井　亨 共通　21-407 100     

通年 LE002D 英語エレメンタリーTE-D コナウェイ　ブレンナン 共通　21-402 30     通年 CAB13 マーケティング論 松矢　順一 共通　21-405 300     後期 CBC10 芸術材料学Ⅱ-2 石井　亨 共通　21-407 100     

通年 LE003C 英語ベーシックTJ-C 津村　敏雄 共通　21-302 30     2～ 通年 CBA06 日本美術史ゼミ 木下　京子 共通　21-308 20     通年 LE007E 英語インターミディエイトTJ-E 齋藤　昌哉 共通　21-301 30     

通年 LE004D 英語ベーシックTE-D 吉田　悠樹彦 共通　21-303 30     3・4 通年 CBA16A 西洋美術史ゼミA 松浦　弘明 共通　21-306 20     1～ 後期 B5106 詩学 三松　幸雄 情・芸棟 25-312 80 オ    

通年 LE005B 英語アドバンスTJ-B 常岡　亜希子 共通　21-306 30     前期 CBB47 20世紀建築文化論-1 飯島　洋一 レクチャーAホール 200     前期 CAA20 国際社会と文化-1 永山　聡子 共通　21-402 90     

通年 LE007D 英語インターミディエイトTJ-D 中嶋　英樹 共通　21-404 30     後期 CBB48 20世紀建築文化論-2 飯島　洋一 レクチャーBホール 200     後期 CAA21 国際社会と文化-2 パーク　クリス　ヒョンキュ 共通　21-312 90     

通年 LE007I 英語インターミディエイトTJ-I 藤澤　慶已 共通　21-311 30     2～ 後期 GA02 博物館教育論 外舘　和子 共通　21-407 120  学   前期 CAB05 社会学-1 ハン　トンヒョン 共通　21-401 90     

通年 LE008B 英語インターミディエイトTE-B カガズチネガル 共通　21-312 30     2～ 前期 GA06 博物館展示論 外舘　和子 共通　21-407 100  学   後期 CAB06 社会学-2 ハン　トンヒョン 共通　21-401 90     

通年 LF001A 仏語入門LZ-A 内田　雅樹 共通　21-304 30     通年 LE118 English in Art & Design Ⅰ 常石憲彦 共通　21-303 30     前期 CAD03F スポーツ-1F 北原　隆史 TAUホール等 30     

通年 LF101 仏語会話 ブランシャン　ジュリ 共通　21-301 30     通年 LF004 仏語初中級 松田　嘉子 共通　21-302 30     後期 CAD04F スポーツ-2F 北原　隆史 TAUホール等 30     

2～ 後期 B3108 広告コピー論 照井 晶博 デザイン棟 07-410 170 オ    通年 LJ008 日本語上級LA 高梨　美穂 共通　21-312 30     前期 CBC05B 芸用解剖学-1B 高橋　美矢子 共通　21-405 240     

通年 CBB29 広告表現論 藤崎　実 共通　21-405 300     後期 PA89 PBLⅠ-89 自然農と食のフィールドワーク 馬場殖穂・矢野英樹 情・芸棟 25-322 20 初 後期 CBC06B 芸用解剖学-2B 高橋　美矢子 共通　21-405 240     

2～ 前期 GA01 生涯学習概論 東谷　千恵子 共通　21-407 120  学   通年 PB36 PBLⅡ-36 和紙、漉きの研究講座(Aクラス) 千々岩修・真下八十雄 （初）絵画北棟 03-208 25 前期 CBC15A 図法・製図A 亀井　寛之 コンスタA(23-304)等 80    2限続き

通年 LE002A 英語エレメンタリーTE-A コナウェイ　ブレンナン 共通　21-402 30     通年 PB68 PBLⅡ-68 0～3歳児のための衣食住にちなむデザイン提案
橋本・辛島・尾形・
三木・村田

（初）レクチャーCホール 40 初 後期 CBC15B 図法・製図B 亀井　寛之 コンスタA(23-304)等 80    2限続き

通年 LE007A 英語インターミディエイトTJ-A 津村　敏雄 共通　21-302 30     通年 PB70 PBLⅡ-70 コミュニティアート2023 森脇裕之・開発好明 情・芸棟 25-208 20 初 4 前期 LE403 英語（半期）Ⅲ 齋藤　昌哉 共通　21-301 30     

2～ 通年 LE102E 英語会話中級E 常岡　亜希子 共通　21-306 30     4 通年 PB52 PBLⅡ-52 デザインマネジメント実践 丸橋裕史・野間田佑也 ［上野毛］ 1-202 9 初 4 後期 LE404 英語（半期）Ⅳ 齋藤　昌哉 共通　21-301 30     

通年 LE109B ポートフォリオ・ライティングB 荒木　慎也 コンスタA(23-304) 25     前期 TA01 教職論A 後藤　正矢 共通　21-401 100 教職 前期 CAA01A 教養総合講座A 木下　京子 レクチャーAホール 120     

通年 LF002A 仏語入門LB-A 内田　雅樹 共通　21-304 30     後期 TA02B 教育基礎論B 後藤　正矢 共通　21-402 60 教職 後期 CAA01B 教養総合講座B 木下　京子 レクチャーAホール 120     

2～ 前期 PA80 PBLⅠ-80 布づくり演習 柏木弘 テキ棟 18-303 20 2～ 後期 TA23B 生徒指導論B 山岸　竜治 共通　21-401 80 教職 前期 CAA08 倫理学-1 大滝　結 共通　21-405 120     

2～ 後期 PA81 PBLⅠ-81 未利用繊維資源の紙づくり演習 柏木弘 テキ棟 18-303 20 3・4 前期 TA25 特別支援論A 杉本 久吉 共通　21-402 80 教職 後期 CAA09 倫理学-2 大滝　結 共通　21-405 120     

通年 PB69 PBLⅡ-69 共有領域としてのアートの展開（淡路島） 堀内正弘 （初）レクチャーCホール 20 初 前期 CAB04 知的財産論 横山　眞司 共通　21-404 75     

後期 TA01B 教職論B 後藤　正矢 共通　21-401 60 教職 通年 CBA07B 東洋美術史概論B 森　美智代 共通　21-407 180     

前期 TA02A 教育基礎論A 後藤　正矢 共通　21-401 120 教職 通年 CBB49 現代建築論ゼミ 飯島　洋一 共通　21-306 20     

3・4 後期 TA22B 特別活動と総合的な学習の時間論B 山岸　竜治 共通　21-404 60 教職 前期 CBC15A 図法・製図A 亀井　寛之 コンスタA(23-304)等 80    2限続き

3・4 前期 TA24 進路指導と教育相談A 山岸　竜治 共通　21-404 60 教職 後期 CBC15B 図法・製図B 亀井　寛之 コンスタA(23-304)等 80    2限続き

2～ 後期 GA08B 博物館情報・メディア論B 赤松　祐樹 共通　21-402 80  学   

通年 LE005C 英語アドバンスTJ-C 齋藤　昌哉 共通　21-301 30     

通年 LE110 Study Basic EnglishⅠ 進藤　幸代 共通　21-302 30 初

通年 LK001B 韓国語入門LZ-B 金孝珍 共通　21-208 30     

後期 PA88 PBLⅠ-88 UI/UXデザイン基礎 植村朋弘・伴真秀 情・芸棟 25-420 9 初

2～ 前期 TA04A 教育制度論A 歌川　光一 共通　21-403 75 教職

2～ 後期 TA04B 教育制度論B 歌川　光一 共通　21-403 75 教職

前期 TA05 美術科教育法基礎 原　美湖 共通　21-401 160 教職

3・4 後期 TA07 美術科教育法Ⅱ 原　美湖 共通　21-401 120 教職

3・4 前期 TA22 特別活動と総合的な学習の時間論A 山岸　竜治 共通　21-402 60 教職
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4
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火 水月

1
1

1

2
2

2

3

第１時限 8:50-10:20 第２時限 10:30-12:00 第３時限 13:10-14:40
第４時限 14:50-16:20 第５時限 16:30-18:00

〇教室の表示について

21-＊＊＊ ： リベラルアーツセンター

07-＊＊＊ ： デザイン棟

18-＊＊＊ ： テキスタイル棟

23-＊＊＊ ： メディアセンター（コンスタ）

レクチャー＊ ： レクチャーホール

25-＊＊＊ ： 情報デザイン棟・芸術学棟

◇◇ 履修上の注意 ◇◇

◆科目名の後ろのアルファベットはクラス名です。同じ科目なので、いずれか1クラスのみ当選します。

◆「オンライン科目」について 【対象科目は、「オンライン科目一覧」を参照】

オンライン科目は、曜日・時限の縛りが無く、両キャンパスの学生が履修できます。

全てオンデマンド方式で開講されます。

配信のタイミングや出席の取り方については、各授業ごとに定められていますので、

シラバス等で確認してください。

◆「定員」について

「定員」欄に人数の記載のあるものは、人数制限のあるコンピュータ抽選科目です。

リベラルアーツセンター開講科目、およびオープン科目は、すべて抽選科目です。

1年生推奨科目を除き、上位学年が優先されます。

オープン科目については、原則として開講学科の所属学生が優先となります。

◆備考欄について

「オ」 ・・・開講学科が他学科に公開している科目（オープン科目）です。（裏面参照）

「2限続き」 ・・・2時限続けて授業のある科目です。

「初」 ・・・初回授業で抽選又は面接、その他条件等がある科目です。

初回の授業に出席しないと、履修できません。

「教職」 ・・・教職課程関連科目（卒業単位には含みません。）

「学」 ・・・学芸員課程関連科目（卒業単位には含みません。）

◆上野毛キャンパスで開講される「PBL科目」は、移動時間を考慮に入れるため、

4限に授業が無い学生のみ履修可能です。

●開講学科が他学科に公開している科目（オープン科目一覧表）

講義内容についてはシラバスを参照してください。

後期の開講科目も４月に履修登録を行います。

開講学科 学期 授　業　科　目 担当教員 授業形態 定員

前期 他 - 印刷概論Ⅰ 中村 仁美 オンライン 250

後期 他 - 印刷概論Ⅱ 中村 仁美 オンライン 250

前期 他 - ビジュアルデザイン基礎概論 佐賀　一郎 オンライン 250

前期 他 - グラフィックデザイン原論 加藤　勝也 オンライン 250

前期 他 - サイン・コミュニケーション論 小泉　雅子 オンライン 250

後期 月 5 広告コピー論 照井 晶博 対面 170

通年 他 - 写真表現論 上野　修 オンライン 250

前期 他 - デジタル・クリエイティブ論Ⅰ 西井　育生 オンライン 250

後期 他 - デジタル・クリエイティブ論Ⅱ 西井　育生 オンライン 250

後期 他 - アニメーション原論 野村　辰寿 オンライン 250

前期 他 - ソーシャル・デザイン論Ⅰ 田中　美帆 オンライン 250

前期 金 2 ソーシャル・デザイン論Ⅱ 田中　美帆 対面 170

前期 木 5 イラストレーション原論Ⅰ 柏　大輔 対面 170

後期 他 - イラストレーション原論Ⅱ 高橋　庸平 オンライン 250

後期 木 5 ビジュアルデザイン論 佐賀　一郎 対面 170

後期 木 2 コミュニケーションデザイン史 金　晃平 対面 170

前期 水 2 プロダクトデザイン概論-1 田中　秀樹 対面 200

後期 水 2 プロダクトデザイン概論-2 田中　秀樹 対面 100

前期 水 2 デザインナレッジ（プロダクト） 中田　希佳 対面 30

後期 他 - デザインプロジェクトマネージメント 武正　秀治 オンライン 250

前期 他 - デザインメソッド 濱田　芳治 オンライン 250

後期 火 5 デザインリレーション 安次富　隆 対面 100

通年 木 3 デザインストーリー 武正　秀治 対面 100

ﾃｷｽﾀｲﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ 後期 水 2 テキスタイルデザインマネージメント 藤原　大 対面 50

通年 他 - 環境デザイン概論 環境教員 オンライン 250

前期 金 2 建築デザイン論Ⅰ 青木　香代子 対面 140

後期 金 2 建築デザイン論Ⅱ 青木　香代子 対面 140

前期 他 - 建築史Ⅰ（世界） 岸本　章 オンライン 250

後期 他 - 建築史Ⅱ（近代） 青木　香代子 オンライン 250

通年 金 1 構法デザイン 小西 厚夫 対面 120

前期 他 - インテリアデザイン論Ⅰ 橋本・湯澤・米谷 オンライン 250

後期 他 - インテリアデザイン論Ⅱ 橋本・湯澤・米谷 オンライン 250

後期 他 - ランドスケープデザイン論 吉村　純一 オンライン 250

後期 火 1 建築史Ⅲ（日本） 岸本　章 対面 160

後期 月 3 環境問題論 近藤　元博 対面 100

後期 月 1 エコロジカルプランニング 井戸　理恵子 対面 70

後期 他 - 民俗建築論 岸本　章 オンライン 250

前期 月 3 環境共生論 堀内　正弘 対面 65

後期 他 - 造園学概論 成川 恵一 オンライン 250

後期 水 1 都市・景観デザイン論Ⅱ 佐藤　賢一 対面 45

前期 水 1 都市・景観デザイン論Ⅰ 佐藤　賢一 対面 45

後期 月 2 コミュニケーション環境デザイン 堀内　正弘 対面 65

曜日/時限

ｸﾞﾗﾌｨｯｸ
ﾃﾞｻﾞｲﾝ

ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ
ﾃﾞｻﾞｲﾝ

環境
ﾃﾞｻﾞｲﾝ

開講学科 学期 授　業　科　目 担当教員 授業形態 定員

前期 金 1 未来映像論 三橋　純 対面 200

前期 水 2 メディア写真論 勝又　公仁彦 対面 100

前期 他 - メディア・アート原論 畠中　実 オンライン 250

後期 他 - サウンド・アート論 畠中　実 オンライン 250

後期 他 - 現代色彩論 港　千尋 オンライン 250

前期 金 2 ポスト・インターネット空間論 谷口　暁彦 対面 150

前期 他 - メディア・イメージ論 佐々木　成明 オンライン 250

後期 火 2 社会創造論 四方　幸子 対面 200

前期 他 - コミュニティ表現論 森脇　裕之 オンライン 250

前期 火 2 ハイブリッド・アート 久保田　晃弘 対面 140

前期 土 1 デザイン思考 植村　朋弘 対面 60

後期 月 1 情報システム論 市川　裕介 対面 60

前期 水 2 認知科学 池田　拓司 対面 63

前期 月 1 情報デザイン史 高橋　裕行 対面 120

後期 金 2 ネットワークメディア論 高橋　裕行 対面 90

後期 木 2 タイムベースドデザイン論 阿部　舜 対面 200

後期 他 - インタラクションデザイン論 鈴木　健司 オンライン 250

後期 他 - メディアデザイン論 山本　貴光 オンライン 250

後期 月 2 社会デザイン論 会田　大也 対面 60

前期 火 1 情報と職業 楠　房子 対面 100

前期 火 2 情報と社会 辰己　丈夫 対面 50

後期 水 1・2 著作権法 塩澤　一洋 対面 50

前期 土 2 ヒューマンインタフェース論 長田　純一 対面 90

後期 月 3 素材論 寺田　祐吉枝 対面 50

後期 月 3 民俗芸術論 安藤　礼二 対面 80

通年 火 1・2 制作と理論Ⅰ 前野・三田 対面 48

後期 水 4 詩学 三松　幸雄 対面 80

前期 月 3 ユーロ=アジア美術文明論 金沢　百枝 対面 80

後期 他 - 映像理論Ⅱ 金子　遊 オンライン 250

前期 火 2 近・現代美術史 大島　徹也 対面 80

後期 月 4 装飾芸術のネットワーク論 金沢　百枝 対面 80

前期 金 3 映画の現在 金子　遊 対面 50

メディア
芸術

情報
ﾃﾞｻﾞｲﾝ

芸術

曜日/時限



4月1日以降の変更点 2023.4.25 現在

　 2023年度　美術学部共通教育時間割表（八王子キャンパス） 

時限 学年
指定

開講 時間割コード 授　業　科　目 担当教員 教室 定員 備考 時限 学年
指定

開講 時間割コード 授　業　科　目 担当教員 教室 定員 備考 時限 学年
指定

開講 時間割コード 授　業　科　目 担当教員 教室 定員 備考

前期 CBB37 映画論 高橋　周平 レクチャーAホール 300 2限続き 2～ 通年 B4206 構法デザイン 小西 厚夫 レクチャーBホール 120 オ    2～ 前期 B4613 デザイン思考 植村　朋弘 レクチャーBホール 60 オ    

2～ 通年 LF002C 仏語入門LB-C 服部　カトリーヌ 共通　21-306 30     2～ 前期 B4601 未来映像論 三橋　純 レクチャーAホール 200 オ    2～ 後期 TA21B 道徳教育論B 和井内　良樹 共通　21-401 90 教職

2～ 後期 B3123 コミュニケーションデザイン史 金　晃平 デザイン棟 07-410 170 オ    前期 CAD03A スポーツ-1A 戸松　陽平 TAUホール等 30     2～ 前期 B4672 ヒューマンインタフェース論 長田　純一 レクチャーCホール 90 オ    

2～ 後期 B4618 タイムベースドデザイン論 阿部　舜 レクチャーBホール 200 オ    後期 CAD04A スポーツ-2A 戸松　陽平 TAUホール等 30     前期 CAA10 歴史学-1 丹野　さきら 共通　21-403 100     

前期 CAC03 環境論-1 大槻　涼 共通　21-402 50     前期 CBB31 服飾文化論-1 深津　裕子 共通　21-405 300     後期 CAA11 歴史学-2 丹野　さきら 共通　21-403 100     

後期 CAC04 環境論-2 大槻　涼 共通　21-402 50     後期 CBB32 服飾文化論-2 深津　裕子 共通　21-405 300     前期 CAB10 経済学-1 松村　崇 共通　21-304 75     

前期 CAD01A スポーツ文化論A 増山　舜 共通　21-407 100     後期 CBC15C 図法・製図C 亀井　寛之 コンスタA(23-304)等 80 2限続き 後期 CAB11 経済学-2 松村　崇 共通　21-304 75     

通年 CBB26 音楽ゼミ ヲノ　サトル レクチャーCホール 20 初 2～ 前期 B3117 ソーシャル・デザイン論Ⅱ 田中　美帆 デザイン棟 07-410 100 オ    前期 CBB51 文化財学-1 鈴木　淳 共通　21-402 100     

2～ 通年 CBB33 染織文化研究ゼミ 深津　裕子 共通　21-306 20     2～ 前期 B4202 建築デザイン論Ⅰ 青木　香代子 共通 21-407 140 オ    後期 CBB52 文化財学-2 髙宮　洋子 共通　21-402 100     

前期 CBB37 映画論 高橋　周平 レクチャーAホール 300 2限続き 2～ 後期 B4203 建築デザイン論Ⅱ 青木　香代子 共通 21-407 140 オ    通年 CBC16E 造形演習E (教職履修者のみ) 佐藤　孝明 造形演習室 35     

通年 LE001G 英語エレメンタリーTJ-G 高梨　美穂 共通　21-303 30     2～ 後期 B4617 ネットワークメディア論 高橋　裕行 レクチャーCホール 90 オ    前期 CBC13 図学-1 奈尾　信英 共通　21-402 90     

2～ 通年 LE007J 英語インターミディエイトTJ-J 佐藤 明彦 共通　21-308 30     2～ 前期 B4625 ポスト・インターネット空間論 谷口　暁彦 レクチャーAホール 150 オ    後期 CBC14 図学-2 奈尾　信英 共通　21-402 90     

2～ 通年 LE008H 英語インターミディエイトTE-H 欧建邦　ジェームス 共通　21-403 30     後期 CAB01 法学 龍前　佳子 共通　21-404 50     前期 CBC18A 工芸制作A (教職履修者のみ) 髙宮　洋子 造形演習室 35 2限続き

通年 LE102A 英語会話中級A 高江　可奈子 共通　21-312 30     前期 CAB02 憲法-1 龍前　佳子 共通　21-404 100     後期 CBC18B 工芸制作B (教職履修者のみ) 髙宮　洋子 造形演習室 35 2限続き

通年 TB03 美術理論・鑑賞（教職） 原　美湖 共通　21-405 120 教職 前期 CAB12A 消費者行動論A 小口　裕 共通　21-403 100     前期 CCA01E 情報工学演習ⅠE 松村　崇 コンスタA(23-304) 40     

通年 B3607 デザインストーリー 武正　秀治 レクチャーBホール 100 オ    後期 CAB12B 消費者行動論B 小口　裕 共通　21-403 100     前期 CBC18A 工芸制作A (教職履修者のみ) 髙宮　洋子 造形演習室 35 2限続き

前期 CAA02 哲学-1 三松　幸雄 共通　21-401 75     前期 CAD03B スポーツ-1B 戸松　陽平 TAUホール等 30     後期 CBC18B 工芸制作B (教職履修者のみ) 髙宮　洋子 造形演習室 35 2限続き

後期 CAA03 哲学-2 三松　幸雄 共通　21-401 75     後期 CAD04B スポーツ-2B 戸松　陽平 TAUホール等 30     前期 CCA01F 情報工学演習ⅠF 松村　崇 コンスタA(23-304) 40     

前期 CAD01B スポーツ文化論B 増山　舜 共通　21-407 100     前期 CBA23 近代デザイン史-1 臼井 敬太郎 共通　21-208 40     2・3年 通年 PB16 PBLⅡ-16 パッケージデザイン基礎 井田紀美子 デザイン棟 07-202 30 初

前期 CBB22 音楽Ⅱ-1 松田　嘉子 レクチャーCホール 45     後期 CBA24 近代デザイン史-2 臼井 敬太郎 共通　21-208 40     前期 PA86 PBLⅠ-86 糸と紐／構造と表現 藤原大 テキ棟 18-303 15 初

後期 CBB23 音楽Ⅱ-2 松田　嘉子 レクチャーCホール 45     前期 CBB20 音楽Ⅰ-1 椹木　野衣 レクチャーBホール 120     

前期 CBB27 工芸論 外舘　和子 共通　21-405 100     後期 CBB21 音楽Ⅰ-2 椹木　野衣 レクチャーBホール 120     

後期 CCC01 美術と生活　【隔週】 中村　寛 共通　21-405 100     前期 CBB34 環境・文化運動論-1 深津　裕子 共通　21-303 30     

通年 LE003D 英語ベーシックTJ-D 藤田　葵 共通　21-208 30     後期 CBB35 環境・文化運動論-2 深津　裕子 共通　21-303 30     

通年 LE004C 英語ベーシックTE-C 高江　可奈子 共通　21-312 30     前期 CBC01 色彩論-1 筒井　亜湖 共通　21-405 240     

通年 LE005D 英語アドバンスTJ-D 佐藤 明彦 共通　21-308 30     後期 CBC02 色彩論-2 筒井　亜湖 共通　21-405 240     

通年 LE008D 英語インターミディエイトTE-D 欧建邦　ジェームス 共通　21-302 30     後期 CBC15C 図法・製図C 亀井　寛之 コンスタA(23-304)等 80 2限続き

通年 LE111 Study Basic EnglishⅡ 高梨　美穂 共通　21-303 30 初 2～ 通年 LC003 中国語初級 董　丹犁 共通　21-302 30     

3 通年 LF001B 仏語入門LZ-B 内田　雅樹 共通　21-113 30     通年 LK002 韓国語入門LB 朴孝恩 共通　21-306 30     

前期 CAA04 現代哲学-1 三松　幸雄 共通　21-401 120     2～ 前期 B5112 映画の現在 金子　遊 情・芸棟 25-311 50 オ    

後期 CAA05 現代哲学-2 三松　幸雄 共通　21-401 120     前期 CAA12 民俗学-1 澤井　真代 共通　21-401 200     

通年 CBA01C 日本美術史概論C 外舘　和子 共通　21-405 200     後期 CAA13 民俗学-2 澤井　真代 共通　21-401 200     

前期 CCB01E アカデミックスキルズE 高梨　美穂 共通　21-303 30     通年 CAA24 心理学ゼミ 伊集院　清一 共通　21-208 20     

通年 LE001I 英語エレメンタリーTJ-I 藤田　葵 共通　21-208 30     後期 CAB03 憲法-2 龍前　佳子 共通　21-404 100     

通年 LE006B 英語アドバンスTE-B 高江　可奈子 共通　21-312 30     前期 CAD03C スポーツ-1C 戸松　陽平 TAUホール等 30     

通年 LE007H 英語インターミディエイトTJ-H 佐藤 明彦 共通　21-308 30     後期 CAD04C スポーツ-2C 戸松　陽平 TAUホール等 30     

通年 LE008E 英語インターミディエイトTE-E 欧建邦　ジェームス 共通　21-302 30     前期 CBB10 20世紀美術論-1 椹木　野衣 レクチャーAホール 220     

通年 LF003B 仏語初級B 松田　嘉子 共通　21-113 30     後期 CBB11 20世紀美術論-2 椹木　野衣 レクチャーAホール 220     

前期 TA03B 教育心理学B 市川　優一郎 共通　21-407 90 教職 前期 CBB38 写真論-1 高橋　周平 共通　21-405 300     

4 通年 TC03 教育ゼミⅢ 後藤　正矢 共通　21-305A 20 教職 後期 CBB39 写真論-2 高橋　周平 共通　21-405 300     

2～ 前期 B3119 イラストレーション原論Ⅰ 柏　大輔 デザイン棟 07-410 170 オ    前期 CBC16C 造形演習C (教職履修者のみ) 長野　真紀子 造形演習室 35 2限続き

2～ 後期 B3121 ビジュアルデザイン論 佐賀　一郎 デザイン棟 07-410 170 オ    後期 CBC16D 造形演習D (教職履修者のみ) 長野　真紀子 造形演習室 35 2限続き

通年 PB36B PBLⅡ-36 和紙、漉きの研究講座(Bクラス) 千々岩修・真下八十雄 （初）絵画北棟 03-208 25 前期 CCA01C 情報工学演習ⅠC 春日　聡 コンスタA(23-304) 40     

通年 PB24 PBLⅡ-24 五感を刺激するワークショップ実践 端山聡子 情・芸棟 25-415 30 後期 CCA01I 情報工学演習ⅠI 春日　聡 コンスタA(23-304) 40     

1・4年 通年 PB71 PBLⅡ-71 空間や環境を構成する建装材に関する
デザイン戦略の構築と企画・デザイン開発

長崎綱雄・井ノ口清洋 ［上野毛］ 1-202 20 初 通年 LC001 中国語入門LZ 董　丹犁 共通　21-302 30     

1・4年 通年 PB72 PBLⅡ-72 タマリバーズvol.12（広報デザイン） 野間田佑也・則武弥 ［上野毛］ 3-302 12 初 通年 LK001A 韓国語入門LZ-A 朴孝恩 共通　21-306 30     

1・4年 通年 PB73 PBLⅡ-73 タマリバーズvol.12（マネージメント） 加納豊美・松田朋春 ［上野毛］ 3-302 5 初 前期 CAC01 数学-1 瀬戸　道生 共通　21-403 70     

1・4年 通年 PB74 PBLⅡ-74 タマリバーズvol.12（クリエイション） 野上絹代・佐藤恵 ［上野毛］ 3-302 40 初 後期 CAC02 数学-2 瀬戸　道生 共通　21-403 70     

前期 TA03 教育心理学A 市川　優一郎 共通　21-407 90 教職 通年 CBA04 日本美術史研究Ⅲ 山本　ゆかり 共通　21-306 30     

通年 CBB12 現代美術ゼミ 椹木　野衣 共通　21-113 20     

前期 CBB14 デザイン論-1 高橋　周平 共通　21-405 300     

後期 CBB15 デザイン論-2 高橋　周平 共通　21-405 300     

前期 CBB41 漫画文化論-1 竹熊　健太郎 レクチャーAホール 300     

後期 CBB42 漫画文化論-2 竹熊　健太郎 レクチャーAホール 300     

前期 CBC16C 造形演習C (教職履修者のみ) 長野　真紀子 造形演習室 35 2限続き

後期 CBC16D 造形演習D (教職履修者のみ) 長野　真紀子 造形演習室 35 2限続き

前期 CCA01D 情報工学演習ⅠD 春日　聡 コンスタA(23-304) 40     

後期 CCA01J 情報工学演習ⅠJ 春日　聡 コンスタA(23-304) 40     

通年 LC002 中国語入門LB 董　丹犁 共通　21-302 30     

5 2～ 後期 GA07 博物館経営論 山本　ゆかり 共通　21-401 120  学   
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第１時限 8:50-10:20 第２時限 10:30-12:00 第３時限 13:10-14:40
第４時限 14:50-16:20 第５時限 16:30-18:00

開講学科 学年指定 開講 時間割コード 授業科目 担当教員 定員 学年指定 開講 時間割コード 授業科目 担当教員 定員

2～ 前期 B3101 印刷概論Ⅰ 中村 仁美 250 前期 CAA18 日本文化史論-1 青木　淳 100

2～ 後期 B3102 印刷概論Ⅱ 中村 仁美 250 前期 CAA18K 日本文化史論-1［上野毛］ 青木　淳 100

前期 B3103 ビジュアルデザイン基礎概論 佐賀　一郎 250 通年 CBA05 日本美術史研究Ⅳ 青木　淳 250

前期 B3104 グラフィックデザイン原論 加藤　勝也 250 前期 CBA17 東洋彫刻史-1 青木　淳 110

2～ 前期 B3106 サイン・コミュニケーション論 小泉　雅子 250 前期 CBA17K 東洋彫刻史-1［上野毛］ 青木　淳 45

2～ 通年 B3109 写真表現論 上野　修 250 前期 CBB03A 芸術心理学-1A 伊集院　清一 250

2～ 前期 B3112 デジタル・クリエイティブ論Ⅰ 西井　育生 250 前期 CBB03B 芸術心理学-1B 伊集院　清一 250

2～ 後期 B3113 デジタル・クリエイティブ論Ⅱ 西井　育生 250 前期 CBB03K 芸術心理学-1［上野毛］ 伊集院　清一 250

2～ 後期 B3115 アニメーション原論 野村　辰寿 250 後期 CBB04A 芸術心理学-2A 伊集院　清一 250

前期 B3116 ソーシャル・デザイン論Ⅰ 田中　美帆 250 後期 CBB04B 芸術心理学-2B 伊集院　清一 250

2～ 後期 B3120 イラストレーション原論Ⅱ 高橋　庸平 250 後期 CBB04K 芸術心理学-2［上野毛］ 伊集院　清一 250

2～ 後期 B3604 デザインプロジェクトマネージメン武正　秀治 250 前期 CBB07B 現代美術-1B 山本　浩貴 250

2～ 前期 B3605 デザインメソッド 濱田　芳治 250 後期 CBB08B 現代美術-2B 山本　浩貴 250

通年 B4201 環境デザイン概論 環境教員 250 通年 CBB28 広告コンセプト 佐藤　達郎 250

2～ 前期 B4204 建築史Ⅰ（世界） 岸本　章 250 前期 CBB31K 服飾文化論-1［上野毛］ 深津　裕子 250

2～ 後期 B4205 建築史Ⅱ（近代） 青木　香代子 250 後期 CBB32K 服飾文化論-2［上野毛］ 深津　裕子 250

2～ 前期 B4207 インテリアデザイン論Ⅰ 橋本・湯澤・米谷 250 前期 CBB36 映像論 ヲノ　サトル 250

2～ 後期 B4208 インテリアデザイン論Ⅱ 橋本・湯澤・米谷 250 前期 CCB01A アカデミックスキルズA 鈴木　浩 30

2～ 後期 B4209 ランドスケープデザイン論 吉村　純一 250 前期 CCB01B アカデミックスキルズB 鈴木　浩 30

2～ 後期 B4213 民俗建築論 岸本　章 250 後期 CCB01C アカデミックスキルズC 鈴木　浩 30

2～ 後期 B4216 造園学概論 成川 恵一 250 後期 CCB01D アカデミックスキルズD 鈴木　浩 30

2～ 前期 B4604 メディア・アート原論 畠中　実 250 通年 LE002H 英語エレメンタリーTE-H 常岡　亜希子 30

2～ 後期 B4611 サウンド・アート論 畠中　実 250 通年 LE006C 英語アドバンスTE-C シガズ・モルガン ジェイムズ 30

2～ 後期 B4624 現代色彩論 港　千尋 250 通年 LE007G 英語インターミディエイトTJ-G 鈴木聡子 30

2～ 前期 B4626 メディア・イメージ論 佐々木　成明 250 通年 LE008C 英語インターミディエイトTE-C 欧建邦　ジェームス 30

2～ 前期 B4628 コミュニティ表現論 森脇　裕之 250 通年 LE107B 検定英語ⅡB 吉田　悠樹彦 40

2～ 後期 B4619 インタラクションデザイン論 鈴木　健司 250 前期 LE114 英語スタディ・スキルズⅠ 高梨　美穂 30

2～ 後期 B4620 メディアデザイン論 山本　貴光 250 後期 LE115 英語スタディ・スキルズⅡ 高梨　美穂 30

芸術学 後期 B5109 映像理論Ⅱ 金子　遊 250 通年 LE119 English in Art & Design Ⅱ シガズ・モルガン ジェイムズ 40

通年 B6101 統合デザイン論Ⅰ 深澤・橋倉 250 4 前期 LE401A 英語（半期）Ⅰ 高梨　美穂 30

2～ 通年 B6102 統合デザイン論Ⅱ 深澤・橋倉 250 4 後期 LE402A 英語（半期）Ⅱ 高梨　美穂 30

通年 B6107 コミュニケーションデザイン論 工藤 拓真 250 通年 LG001 独語入門LZ 岡田　啓美 30

2～ 通年 B6108 メディア技術概論 菅・中村 250 通年 LG002 独語入門LB 岡田　啓美 30

2～ 前期 B6125 コミュニティデザイン論 伊藤　香織 250 通年 LG003 独語初級 岡田　啓美 30

前期 B6133 統合デザイン史Ⅰ 野見山　桜 250 ※オンライン科目は、曜日・時限の縛りが無く、両キャンパスの学生が履修できます

2～ 後期 A6135 情報可視化概論 野間田　佑也 250

●オンライン科目一覧　【リベラルアーツセンター】●オンライン科目一覧　【オープン科目】

統合

メディア
芸術

情報
デザイン

グラフィック

プロダクト

環境

●集中講義（資格に関する科目）

学年指定 資格 時間割コード 授　業　科　目 担当教員

3 学芸員 GA09 博物館実習Ⅰ 外舘　和子

4 学芸員 GA10 博物館実習Ⅱ 外舘　和子

2 教職 TA10 情報科教育法 楠　房子

3 教職 TA11 美術科教育法演習 原　美湖

3 教職 TA17 教育実習Ⅰ 山岸・後藤・原

4 教職 TA18 教育実習Ⅱ 山岸・後藤・原

4 教職 TA19 教育実習Ⅲ 山岸・後藤・原

4 教職 TA20 教職実践演習（中・高） 山岸・後藤・原

2 教職 TB01 絵画（教職絵画） 絵画教員

学年指定 時間割コード 授　業　科　目 担当教員 教室 定員

2・3 PA79 PBLⅠ-79 写真基礎実習[フォトグラム] 上野　修 写真センター 19

●集中講義
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