
2022年度 秋学期 抽選登録2回目対象科目

曜日時限 授業コード 科目名称 担当教員氏名 空き

月曜1限 P30C255B

月曜1限 P50C280B

月曜1限 P40C125A データモデリング 西川 和 47

月曜1限 P40C143A プログラミングⅡ 寺島 美昭 51

月曜1限 P50C165A モバイルコンテンツ論 清家 美佳 56

月曜2限 P30C206A データと統計的見方 辻 裕之 24

月曜2限 P30C259A デザイン史 川合 康央 34

月曜2限 P50C167A アニメーション制作C（アート表現） 清家 美佳 35

月曜2限 P50C208A インターネットコミュニケーション 木村 紀彦 56

月曜3限 P00B104E 情報英語D 笠見 直子 18

月曜3限 P30C125A オペレーティングシステム 佐久間 拓也 32

月曜3限 P40C114A 調査集計法B 大橋 洸太郎 41

月曜3限 P40C144A 情報サービス演習 西川 和 42

月曜3限 P40C231B インターネットと情報セキュリティ (栄養) 橘田 光弘 30

月曜3限 P50C170A サウンドデザイン（DTM音楽制作） たかの 舞俐 44

月曜3限 P50C282C 写真表現Ⅰ 目良 敦 4

月曜4限 P00B104F 情報英語D 笠見 直子 17

月曜4限 P00B213A 情報通信ネットワーク 佐久間 拓也 20

月曜4限 P40C175A 情報処理実践演習C 橘田 光弘 36

月曜4限 P50C174A 演出演習 井坂 聡 9

月曜4限 P50C244A 記事制作Ⅰ（取材記事制作） 清水 一彦 12

月曜5限 P00B216A 社会システムモデリング 松本 修一 29

月曜5限 P30C177A 認知科学 川合 康央 8

月曜5限 P30C209A オブジェクト指向プログラミング 森 敬子 36

火曜2限 P00B101K 情報英語A 川島 多加子 15

火曜2限 P00B102J 情報英語B 星 隆弘 14

火曜2限 P30C120B

火曜2限 P50C198B

火曜2限 P30C121A ゲームプログラミング 池辺 正典 22

火曜2限 P30C210A 人工知能概論 阿部 秀尚 26

火曜2限 P40C205A 図書館情報資源概論 中村 保彦 33

火曜2限 P50C161B 記事制作B 西田 浩 55

火曜2限 P50C184A 小説・評論演習 清水 一彦 19

火曜2限 P50C246A 映像技術演習Ⅱ（スタジオ） 内田 弘明 29

火曜3限 P30C127A データマイニング 阿部 秀尚 60

火曜3限 P30C146A

火曜3限 P40C155A

火曜3限 P40C232A 企業活動と情報システム 吉田 知加 43

火曜4限 P50C159A ミュージックビデオ制作 渡部 健司 14

火曜4限 P50C160A 映像表現Ⅱ 竹林 紀雄 24

41佐久間 拓也情報セキュリティ 

26橘田 光弘ハードウェア 

41石野 正彦ソフトウエアの構成とテスト 

抽選登録（2回目） 9月12日（月）10：00～23：59



2022年度 秋学期 抽選登録2回目対象科目

曜日時限 授業コード 科目名称 担当教員氏名 空き

火曜4限 P50C166A Webデザイン 村井 睦 3

火曜5限 N10B103X 健康心理学 (情報) 山本 晶友 7

火曜5限 P00B101G 情報英語A 川島 多加子 27

火曜5限 P30C173A キャラクターモデリング 粂川 美紀 36

火曜5限 P30C175A

火曜5限 P50C168A

火曜5限 P40C148A プロジェクトマネジメント特講B 永田 義昭 13

火曜5限 P40C204A

火曜5限 P50C285A

火曜5限 P50C157A テレビ番組制作（スタジオ） 竹林 紀雄 17

水曜1限 P30C169B Webデザイン 門屋 博 39

水曜3限 009018F スポーツ・健康演習 (屋内ｽﾎﾟｰﾂ)

水曜3限 A01B00123 スポーツ・健康実習 (屋内ｽﾎﾟｰﾂ)

水曜3限 P50C169A 音声表現演習 筒井 櫻子 6

水曜3限 P50C288A コンピュータ応用 折本 綾子 50

水曜4限 009018G スポーツ・健康演習 (ﾌｯﾄｻﾙ)

水曜4限 A01B00124 スポーツ・健康実習 (ﾌｯﾄｻﾙ)

水曜4限 P40C156A 経営管理システム 折本 綾子 46

水曜4限 P50C172A メディア調査研究法Ａ（量的調査研究の技法） 藤井 達也 50

木曜2限 P00B103E 情報英語C 岐部 慶子 24

木曜2限 P30C126A 行政情報システム 池辺 正典 65

木曜2限 P40A215C 情報社会と人工知能 (選択) 関 哲朗 13

木曜2限 P40C147B 知的財産法 (栄養) 飯野 守 20

木曜2限 P50C181A 情報学特殊講義A 井上 裕之 53

木曜2限 P50C191A 情報学特殊講義Ｃ 村井 睦 23

木曜3限 P00B103G 情報英語C 岐部 慶子 24

木曜3限 P30C179A フィジカルコンピューティング 梶並 知記 49

木曜3限 P30C207A マクロプログラミング 池辺 正典 11

木曜3限 P40C262B インタラクティブメディア概論 (栄養) 村井 睦 20

木曜3限 P50C113A 映画史 竹林 紀雄 1

木曜3限 P50C161A 記事制作B 岩崎 信道 45

木曜3限 P50C185A ソーシャル・メディア・コミュニケーション 栗林 賢 43

木曜4限 009018H スポーツ・健康演習 (ﾃﾆｽ･卓球･ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ)

木曜4限 A01B00125 スポーツ・健康実習 (ﾃﾆｽ･卓球･ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ)

木曜4限 P00B102A 情報英語B 岐部 慶子 15

木曜4限 P30C186A アニメーション制作 佐野 昌己 28

木曜4限 P30C191A 情報システム特論C 近藤 隆史 40

木曜4限 P50C173A メディア調査研究法Ｂ（多変量解析の技法) 大久保 暢俊 51

木曜4限 P50C286A 文章演習Ⅱ (PG6) 岩崎 信道 45

木曜5限 P00B102F 情報英語B 岐部 慶子 26

30満 柏マンガ表現 

24大橋 洸太郎統計学入門 

27小林 勝法

23岩崎 宏次

17岩崎 宏次

抽選登録（2回目） 9月12日（月）10：00～23：59



2022年度 秋学期 抽選登録2回目対象科目

曜日時限 授業コード 科目名称 担当教員氏名 空き

金曜1限 N00B103A 栄養情報 （金１限） 太田 信宏 24

金曜1限 P30C117A データベース応用 阿部 秀尚 46

金曜2限 P30C145A 機械学習 櫻井 淳 41

金曜2限 P40C119A コミュニケーション戦略特講B 平田 万理子 10

金曜2限 P40C132A 人工知能の社会への応用 阿部 秀尚 50

金曜2限 P40C134A オペレーションズ・リサーチ 林 章浩 32

金曜2限 P50C163A マーケティング・リサーチ論 須田 孝徳 73

金曜2限 P50C164A デジタルメディア論 白土 由佳 19

金曜3限 P40C126A データマイニング 林 章浩 40

金曜3限 P50C206A アニメーション制作A（アニメ） 高田 多恵子 29

金曜4限 N00B103B 栄養情報 （金４限） 太田 信宏 28

金曜4限 P00B102D 情報英語B 木村 登志子 14

金曜4限 P00B102K 情報英語B 萩原 輝 3

金曜4限 P30C122A 組み込み機器(IoT)プログラミング 梶並 知記 30

金曜4限 P30C204B データベース 阿部 秀尚 56

金曜4限 P40C124A 社会調査演習Ⅱ 佐久間 勲 10

金曜5限 P00B101D 情報英語A 木村 登志子 14

オンデマンド K02B00151 法律学 (湘南・オンデマンド) 飯野 守 117

オンデマンド K02B00452 日本国憲法 (湘南・オンデマンド) 飯野 守 129

オンデマンド P40A207B 人間愛と情報社会 (オンデマンド) 関 哲朗 929

集中講義 N10B106X 心理アセスメント (情報・集中講義) 行徳 美香 12

集中講義 P30C124A オープンソースソフトウェア (集中講義) 白石 亘 52

集中講義 P40C137A 図書館情報技術論 (集中講義) 坂本 成生 49

集中講義 P50C283A 構成・シナリオ演習 (集中講義) 味谷 和哉 20

抽選登録（2回目） 9月12日（月）10：00～23：59


