
大学別学年暦・事務手続き 

４.東京経済大学 

１） 学事暦 

 １学期 

授業期間 
4 月 9 日（月）～ 7 月 23 日（月） 

※7 月 16 日（月・祝)は授業実施 

補講日 

① 4 月 28 日（土）午後   ②5 月 26 日（土）午後  

③ 6 月 16 日（土）午後   ④7 月  7 日（土）午後 

⑤ 7 月 21 日（土）午後    

定期試験期間 
7 月 24 日（火）～ 7 月 30 日（月） 

※定期試験予備日  7 月 31 日（火） 

夏季休暇期間 8 月 1 日（水）～ 9 月 19 日（水） 

追試験（１学期終了科目） 8 月 6 日（月） 

２学期 

授業期間 

9 月 20 日（木）～ 1 月 21 日（月） 

※  9 月 24 日（月・祝）、10 月 8 日(月・祝)、 

11 月 23 日（金・祝）は授業実施 

葵祭（文化祭）のため休講 11 月 1 日（木）～11 月 5 日（月） 

冬季休暇期間 12 月 24 日（月）～ 1 月 4 日（金） 

補講日 

① 10 月   6 日（土）午後   ② 10 月 27 日（土）午後  

② 11 月 24 日（土）午後   ④ 12 月 15 日（土）午後 

⑤   1 月 12 日（土）午後 

大学入試センター試験のため休講 1 月 18 日（金）～ 1 月 20 日（日） 

定期試験期間 
1 月 22 日（火）～ 1 月 28 日（月） 

※定期試験予備日  1 月 29 日（火） 

春季休暇期間 1 月 30 日（水）～ 3 月 31 日（日） 

追試験（２学期終了科目） 2 月  2 日（土） 

２）授業時間・定期試験時間 

定期試験期間中は通常の授業時間とは異なりますので、ご注意ください。 

通常の授業時間 

 

定期試験の時間 
１時限  ９：００ ～ １０：３０ １時限  ９：２０ ～ １０：２５ 

２時限 １０：４０ ～ １２：１０ ２時限 １０：４５ ～ １１：５０ 

３時限 １３：００ ～ １４：３０ ３時限 １２：３５ ～ １３：４０ 

４時限 １４：４０ ～ １６：１０ ４時限 １４：００ ～ １５：０５ 

５時限 １６：２０ ～ １７：５０ ５時限 １５：２５ ～ １６：３０ 

６時限 １８：００ ～ １９：３０ ６時限 １６：５０ ～ １７：５５ 

 ７時限 １８：１５ ～ １９：２０ 



３）事務手続等 

①TAC 単位互換申請受付日 

２０１8 年 4 月 3 日（火） ～5 日（木） 

②受講許可学生発表日（学生の所属大学を通して発表） 

２０１8 年 4 月 6 日（金） 

４）事務取扱時間 

＜担当部課＞ 

学務課 

平日 ８：５５～１7：００ 

土曜 ８：５５～１１：３０／１２：４５～１７：００ 

※授業休止期間中（夏・冬・春）は，窓口時間が短縮されます。また，年度の途中で窓口時間が変更となる場合があり 

ます。 

５）TAC 単位互換履修生証の発行 

   TAC 単位互換履修生のための身分証を発行します。 

受講許可後，写真（タテ３㎝×ヨコ２．４㎝）２枚を学務課窓口に必ず提出してください。 

６）その他 

①ＴＫＵポータル（休講・補講、教室変更、試験・レポート情報等の確認方法） 

https://portal.tku.ac.jp/ にアクセスします。本学ホームページ最下段にある「ＴＫＵポータル」

をクリックすることでもアクセスできます。 

TKU_NET の「ユーザ ID」と「パスワード」（情報システム課発行）を入力してログインしてくださ

い。 

※休講情報は以下のＵＲＬからも閲覧できます。（ログイン不要） 

 本日の休講情報 

https://univision.tku.ac.jp/univision/plasma/today.html  

 明日以降１週間分の休講情報 

https://univision.tku.ac.jp/univision/plasma/tomorrow.html  

 

②休講・補講について 

 休講 

教員のやむを得ない理由によって授業が休講となることがあります。受講生はＴＫＵポータ

ルで休講情報の確認ができます。 

 

 補講 

休講により授業回数が減ったときや、授業の進行上必要になったときなどに行われる授業

です。補講を行う場合は、ＴＫＵポータルで補講情報を確認することができます。 

 

③試験・レポートについて 
 

 

 

 

※試験・レポートについては、担当教員が授業中指示するのみで、一切掲示されない科目も

多数あります。 

 

試験・レポートの 

連絡方法 

① ＴＫＵポータル 

② 6 号館１階ホールの「ガラス扉の掲示板」に掲示 



 試験  

・試験の回数や方法は、科目によってさまざまです。 

・定期試験を受けるときには身分証カードが必要です。 

 レポート 

・レポートは、用紙のサイズ・書式等が指定されている場合があります。その場合、指定され

た様式で提出してください。 

・提出先によって以下のとおり提出方法が異なります。 

※表紙（緑色・ピンク色）は学務課窓口の前に置いてあります。ご自由にお取りください。  

７）受付窓口 

東京経済大学 学務課（６号館１階） 

所在地 〒１８５－８５０２ 東京都国分寺市１－７－３４ 

電話 TEL ０４２－３２８－７９６２  FAX ０４２－３２８－７７７９  

ホームページ http://www.tku.ac.jp 

交通 ＪＲ中央線（西武国分寺線・西武多摩湖線） 国分寺駅下車徒歩１２分 

 

 

 

 

 

 

 教員に提出する場合 学務課に提出する場合 

提 出 日 教員や掲示板等で指定された日 教員や掲示板等で指定された日 

提出時間 教員や掲示板等で指定された時間 
（平日）8：55～17:00 

（土曜）8：55～11：30、12：45～17：00 

提出方法 教員提出用の表紙（緑色）を添付 学務課提出用の表紙（ピンク色）を添付 

■JR 中央線「新宿駅」から「特別快速」電車で、 

「国分寺駅」まで約21 分、 「快速」電車で31 分 

■JR 中央線、西武国分寺線・多摩湖線「国分寺駅」 

南口より徒歩12 分 



大学別開講科目案内 

４．東京経済大学 

  １．開講科目一覧（授業内容はＷｅｂシラバスで確認できます。） 

＜東京経済大学―２０１８年度「指定科目１」＞  

科目名 
ミクロ経済学ａ 

Microeconomics a 
単位数 ２単位 

期 第一学期 

担当教員 遠藤 妙子 （エンドウ タエコ） 

授業時間 金曜日 9：00～10：30 （1 時限） 

教室 F307（予定） 

 

＜東京経済大学―２０１８年度「指定科目２」＞  

科目名 
ミクロ経済学ｂ 

Microeconomics b 
単位数 ２単位 

期 第二学期 

担当教員 遠藤 妙子 （エンドウ タエコ） 

授業時間 金曜日 9：00～10：30 （1 時限） 

教室 F307（予定） 

 

＜東京経済大学―２０１８年度「指定科目３」＞  

科目名 
マクロ経済学ａ 

Macroeconomics a 
単位数 ２単位 

期 第一学期 

担当教員 浄土 渉 （ジョウド ワタル） 

授業時間 木曜日 9：00～10：30 （1 時限） 

教室 A305（予定） 

 

＜東京経済大学―２０１８年度「指定科目４」＞  

科目名 
マクロ経済学ｂ 

Macroeconomics b 
単位数 ２単位 

期 第二学期 

担当教員 浄土 渉 （ジョウド ワタル） 

授業時間 木曜日 9：00～10：30 （1 時限） 

教室 A305（予定） 

 

 

 

 

 

 



＜東京経済大学―２０１８年度「指定科目５」＞  

科目名 
経済学原理ａ 

Principles of Political Economy a 
単位数 ２単位 

期 第一学期 

担当教員 岩田 佳久 （イワタ ヨシヒサ） 

授業時間 金曜日 9：00～10：30 （1 時限） 

教室 E305（予定） 

 

＜東京経済大学―２０１８年度「指定科目６」＞  

科目名 
経済学原理ｂ 

Principles of Political Economy b 
単位数 ２単位 

期 第二学期 

担当教員 岩田 佳久 （イワタ ヨシヒサ） 

授業時間 金曜日 9：00～10：30 （1 時限） 

教室 E305（予定） 

 

＜東京経済大学―２０１８年度「指定科目７」＞  

科目名 
日本経済史ａ 

Economic History of Japan a 
単位数 ２単位 

期 第一学期 

担当教員 内藤 隆夫 （ナイトウ タカオ） 

授業時間 金曜日 16：20～17：50 （5 時限） 

教室 B101（予定） 

 

＜東京経済大学―２０１８年度「指定科目８」＞  

科目名 
日本経済史ｂ 

Economic History of Japan b 
単位数 ２単位 

期 第二学期 

担当教員 内藤 隆夫 （ナイトウ タカオ） 

授業時間 金曜日 16：20～17：50 （5 時限） 

教室 B101（予定） 

 

＜東京経済大学―２０１８年度「指定科目９」＞  

科目名 
交通論ａ 

Transportation a 
単位数 ２単位 

期 第一学期 

担当教員 青木 亮 （アオキ マコト） 

授業時間 金曜日 10：40～12：10 （2 時限） 

教室 E306（予定） 

 

 

 

 



＜東京経済大学―２０１８年度「指定科目１０」＞  

科目名 
交通論ｂ 

Transportation b 
単位数 ２単位 

期 第二学期 

担当教員 青木 亮 （アオキ マコト） 

授業時間 金曜日 10：40～12：10 （2 時限） 

教室 E306（予定） 

 

＜東京経済大学―２０１８年度「指定科目１１」＞  

科目名 
流通論ａ 

Market Distribution a 
単位数 ２単位 

期 第一学期 

担当教員 本藤 貴康 （ホンドウ タカヤス） 

授業時間 月曜日 13：00～14：30 （3 時限） 

教室 E002（予定） 

 

＜東京経済大学―２０１８年度「指定科目１２」＞  

科目名 
流通論ｂ 

Market Distribution b 
単位数 ２単位 

期 第二学期 

担当教員 本藤 貴康 （ホンドウ タカヤス） 

授業時間 月曜日 13：00～14：30 （3 時限） 

教室 E002（予定） 

 

＜東京経済大学―２０１８年度「指定科目１３」＞  

科目名 
流通論ａ 

Market Distribution a 
単位数 ２単位 

期 第一学期 

担当教員 本藤 貴康 （ホンドウ タカヤス） 

授業時間 火曜日 14：40～16：10 （4 時限） 

教室 E101（予定） 

 

＜東京経済大学―２０１８年度「指定科目１４」＞  

科目名 
流通論ｂ 

Market Distribution b 
単位数 ２単位 

期 第二学期 

担当教員 本藤 貴康 （ホンドウ タカヤス） 

授業時間 火曜日 14：40～16：10 （4 時限） 

教室 E101（予定） 

 

 

 

 



＜東京経済大学―２０１８年度「指定科目１５」＞  

科目名 
応用簿記ａ 

Advanced Bookkeeping a 
単位数 ２単位 

期 第一学期 

担当教員 神納 樹史 （ジンノウ ミキヒト） 

授業時間 金曜日 10：40～12：10 （2 時限） 

教室 A310（予定） 

 

＜東京経済大学―２０１８年度「指定科目１６」＞  

科目名 
応用簿記ｂ 

Advanced Bookkeeping b 
単位数 ２単位 

期 第二学期 

担当教員 神納 樹史 （ジンノウ ミキヒト） 

授業時間 金曜日 10：40～12：10 （2 時限） 

教室 A310（予定） 

 

＜東京経済大学―２０１８年度「指定科目１７」＞  

科目名 
グローバル・マーケティング論ａ 

Global Marketing  a 
単位数 ２単位 

期 第一学期 

担当教員 丸谷 雄一郎 （マルヤ ユウイチロウ） 

授業時間 火曜日 13：00～14：30 （3 時限） 

教室 E201（予定） 

 

＜東京経済大学―２０１８年度「指定科目１８」＞  

科目名 
グローバル・マーケティング論ｂ 

Global Marketing  b 
単位数 ２単位 

期 第二学期 

担当教員 丸谷 雄一郎 （マルヤ ユウイチロウ） 

授業時間 火曜日 13：00～14：30 （3 時限） 

教室 E201（予定） 

 

＜東京経済大学―２０１８年度「指定科目１９」＞  

科目名 
現代社会学 

Contemporary Sociology 
単位数 ２単位 

期 第一学期 

担当教員 池宮 正才 （イケミヤ マサトシ） 

授業時間 月曜日 10：40～12：10 （2 時限） 

教室 E204（予定） 

 

 

 

 



＜東京経済大学―２０１８年度「指定科目２０」＞  

科目名 
現代メディア史 

Modern History of Media 
単位数 ２単位 

期 第一学期 

担当教員 松永 智子 （マツナガ トモコ） 

授業時間 月曜日 10：40～12：10 （2 時限） 

教室 F309（予定） 

 

＜東京経済大学―２０１８年度「指定科目２１」＞  

科目名 
映像文化論 

Reading Images 
単位数 ２単位 

期 第一学期 

担当教員 大榎 淳 （オオエノキ ジュン） 

授業時間 火曜日 10：40～12：10 （2 時限） 

教室 E202（予定） 

 

＜東京経済大学―２０１８年度「指定科目２２」＞  

科目名 
マーケティング論 

Marketing 
単位数 ２単位 

期 第一学期 

担当教員 駒橋 恵子 （コマハシ ケイコ） 

授業時間 火曜日 10：40～12：10 （2 時限） 

教室 E201（予定） 

 

＜東京経済大学―２０１８年度「指定科目２３」＞  

科目名 
情報生活論 

Information Technology and Daily Life 
単位数 ２単位 

期 第一学期 

担当教員 北村 智 （キタムラ サトシ） 

授業時間 水曜日 9：00～10：30 （1 時限） 

教室 F302（予定） 

 

＜東京経済大学―２０１８年度「指定科目２４」＞  

科目名 
テレビ文化論 

TV Culture 
単位数 ２単位 

期 第一学期 

担当教員 吉田 達 （ヨシダ イタル） 

授業時間 水曜日 14：40～16：10 （4 時限） 

教室 E202（予定） 

 

 

 

 



＜東京経済大学―２０１８年度「指定科目２５」＞  

科目名 
メディアコミュニケーション基礎 

Introduction to Media Communication 
単位数 ２単位 

期 第一学期 

担当教員 山下 玲子 （ヤマシタ レイコ） 

授業時間 金曜日 9：00～10：30 （1 時限） 

教室 F308（予定） 

 

＜東京経済大学―２０１８年度「指定科目２６」＞  

科目名 
ウェブ・マーケティング論 

Web Marketing 
単位数 ２単位 

期 第二学期 

担当教員 佐々木 裕一 （ササキ ユウイチ） 

授業時間 月曜日 14：40～16：10（４時限） 

教室 E204（予定） 

 

＜東京経済大学―２０１８年度「指定科目２７」＞  

科目名 
組織コミュニケーション論 

Organizational Communication 
単位数 ２単位 

期 第二学期 

担当教員 小山 健太 （コヤマ ケンタ） 

授業時間 火曜日 10：40～12：10 （2 時限） 

教室 E306（予定） 

 

＜東京経済大学―２０１８年度「指定科目２８」＞  

科目名 
英語・文化論 

English and Cultual Studies 
単位数 ２単位 

期 第二学期 

担当教員 南 隆太 （ミナミ リュウタ） 

授業時間 水曜日 9：00～10：30 （1 時限） 

教室 A309（予定） 

 

＜東京経済大学―２０１８年度「指定科目２９」＞  

科目名 
コミュニケーション戦略論 

Communication Strategies 
単位数 ２単位 

期 第二学期 

担当教員 大岩 直人 （オオイワ ナオト） 

授業時間 水曜日 9：00～10：30 （1 時限） 

教室 E204（予定） 

 

 

 

 



＜東京経済大学―２０１８年度「指定科目３０」＞  

科目名 
特別講義・メディア空間論 

Understanding spaces in media studies 
単位数 ２単位 

期 第二学期 

担当教員 光岡 寿郎 （ミツオカ トシロウ） 

授業時間 木曜日 9：00～10：30 （1 時限） 

教室 F308（予定） 

 

＜東京経済大学―２０１８年度「指定科目３１」＞  

科目名 
英語学概論 

English Linguistics 
単位数 ４単位 

期 第二学期 

担当教員 中村 嗣郎 （ナカムラ ツグロウ） 

授業時間 木曜日 9：00～10：30、10：40～12：10 （1・２時限） 

教室 F309（予定） 

 

＜東京経済大学―２０１８年度「指定科目３２」＞  

科目名 
広報論 

Principles of Public Relations 
単位数 ２単位 

期 第二学期 

担当教員 駒橋 恵子 （コマハシ ケイコ） 

授業時間 金曜日 10：40～12：10 （2 時限） 

教室 E102（予定） 

 

＜東京経済大学―２０１８年度「指定科目３３」＞  

科目名 
音楽文化論 

Music Culture 
単位数 ２単位 

期 第二学期 

担当教員 山田 晴通 （ヤマダ ハルミチ） 

授業時間 金曜日 13：00～14：30 （3 時限） 

教室 F305（予定） 

 

＜東京経済大学―２０１８年度「指定科目３４」＞  

科目名 
基本消費者取引法ａ 

Fundamental Consumer Transaction Law a 
単位数 ２単位 

期 第一学期 

担当教員 村 千鶴子 （ムラ チヅコ） 

授業時間 火曜日 14：40～16：10（４時限） 

教室 F307（予定） 

 

 

 

 



＜東京経済大学―２０１８年度「指定科目３５」＞  

科目名 
基本消費者取引法ｂ 

Fundamental Consumer Transaction Law b 
単位数 ２単位 

期 第二学期 

担当教員 村 千鶴子 （ムラ チヅコ） 

授業時間 火曜日 14：40～16：10（４時限） 

教室 F307（予定） 

 

＜東京経済大学―２０１８年度「指定科目３６」＞  

科目名 
国際環境法 

International Environmental Law 
単位数 ２単位 

期 第一学期 

担当教員 片岡 直樹 （カタオカ ナオキ） 

授業時間 金曜日 14：40～16：10 （4 時限） 

教室 B101（予定） 

 

＜東京経済大学―２０１８年度「指定科目３７」＞  

科目名 
環境規制と法 

Environmental Regulations 
単位数 ２単位 

期 第二学期 

担当教員 金﨑 剛志 （カネサキ ツヨシ） 

授業時間 水曜日 13：00～14：30 （3 時限） 

教室 E306（予定） 

 

＜東京経済大学―２０１８年度「指定科目３８」＞  

科目名 
児童福祉と法 

Child Welfare and Law 
単位数 ２単位 

期 第一学期 

担当教員 橋爪 幸代 （ハシヅメ サチヨ） 

授業時間 火曜日 10：40～12：10 （2 時限） 

教室 B101（予定） 

 

＜東京経済大学―２０１８年度「指定科目３９」＞  

科目名 
社会保障と法 

Social Security Law 
単位数 ２単位 

期 第二学期 

担当教員 橋爪 幸代 （ハシヅメ サチヨ） 

授業時間 木曜日 13：00～14：30 （3 時限） 

教室 B101（予定） 

 

 

 

 



＜東京経済大学―２０１８年度「指定科目４０」＞  

科目名 
芸術学ａ 

Art a 
単位数 ２単位 

期 第一学期 

担当教員 徐 京植 （ソ キョンシク） 

授業時間 水曜日 10：40～12：10 （2 時限） 

教室 E102（予定） 

 

＜東京経済大学―２０１８年度「指定科目４１」＞  

科目名 
芸術学ｂ 

Art b 
単位数 ２単位 

期 第二学期 

担当教員 徐 京植 （ソ キョンシク） 

授業時間 水曜日 10：40～12：10 （2 時限） 

教室 E102（予定） 

 

＜東京経済大学―２０１８年度「指定科目４２」＞  

科目名 
スポーツの科学ａ 

Sports Science a 
単位数 ２単位 

期 第一学期 

担当教員 遠藤 愛 （エンドウ マナ） 

授業時間 木曜日 10：40～12：10 （2 時限） 

教室 E102（予定） 

 

＜東京経済大学―２０１８年度「指定科目４３」＞  

科目名 
スポーツの科学ｂ 

Sports Science b 
単位数 ２単位 

期 第二学期 

担当教員 遠藤 愛 （エンドウ マナ） 

授業時間 木曜日 10：40～12：10 （2 時限） 

教室 E102（予定） 

 

＜東京経済大学―２０１８年度「指定科目４４」＞  

科目名 
日本文学Ⅱａ 

Japanese Literature 2 a 
単位数 ２単位 

期 第一学期 

担当教員 大岡 玲 （オオオカ アキラ） 

授業時間 月曜日 10：40～12：10 （2 時限） 

教室 A405（予定） 

 

 

 

 



＜東京経済大学―２０１８年度「指定科目４５」＞  

科目名 
日本文学Ⅱｂ 

Japanese Literature 2 b 
単位数 ２単位 

期 第二学期 

担当教員 大岡 玲 （オオオカ アキラ） 

授業時間 月曜日 10：40～12：10 （2 時限） 

教室 A405（予定） 

  



２.授業内容（Web シラバス）の確認方法 

2018 年度開講科目の授業内容は 3 月 13 日以降、 

「Ｗｅｂシラバス」で確認できます。 

 
 

 

①東京経済大学ホームページより、画面下部「地域連携・地域貢献」を選択。 

②「シラバス」を選択。 

③TAC開講科目一覧を参照し、「●科目名」に科目名を入力。 

⇒授業科目名が表示されるので、科目名を選択。⇒シラバスが閲覧できます。 

注）画面は 2017 年度シラバス 


