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大学別学年暦・事務手続き 

６．津田塾大学 

１）学年暦（学芸学部・小平キャンパス / 総合政策学部・千駄ヶ谷キャンパス） 
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２）事務手続等 

(1)ＴＡＣ単位互換申請受付日 

２０２０年４月１日（水）～３日（金） 

 

(2)受講許可学生発表日（学生の所属大学を通して発表） 

２０２０年４月 7日（火） 

 

３）事務取扱時間 

＜担当部課＞ 

教務課 

平日 ８：３０～１１：１５、１２：１５～１６：３０ 

土日 休業 

 

４）単位互換履修生証について 

  ＴＡＣ単位互換履修生のための学生証を発行します。4月 23日（木）以降、写真 1枚（タテ 4㎝×

ヨコ3㎝）を教務課窓口に提出し、発行手続きを行ってください。 

 

５）学内ポータルサイトTsudaNetについて 

  単位互換履修生証を受け取ったら計算センターにてTsudaNetのアカウントを発行してください。 

  TsudaNetでは、履修科目の課題提出やお知らせ、休講情報等を確認できます。 

 

６）その他 

休講の伝達は以下Webページに掲載します。 

https://office.tsuda.ac.jp/kyoumu/KYUKO/kyuko.html 

 

【気象警報発表の場合の休講措置について】 

各キャンパスの対象地域に、気象庁より以下の警報が発表された場合、休講となります。 

[休講となる気象警報] 

 すべての特別警報、暴風警報、暴風雪警報、大雪警報         

[対象となる地域] 

小平キャンパス 東京都全域または多摩北部全域または小平市 

千駄ヶ谷キャンパス 東京都全域または東京都23区西部全域または渋谷区 

   なお、他の地域に警報が発表された場合は、通常どおり授業を行いますが、その影響により授業に出席でき

なかった場合は、次回の授業時に授業担当者へ申し出てください。 

発表された警報が解除された場合、その時間帯によって授業の実施は以下のとおりになります。 

（小平キャンパス） 

イ、午前6時までに解除された場合 通常どおり1時限目から授業を実施 

ロ、午前6時現在発令中で、午前10時までに解除さ

れた場合 

午前中は休講となり、3時限目から授業

を開始 

ハ、午前10時を過ぎても解除されない場合 午後も休講（1日休講） 

※上記気象警報が授業開始後に発令された場合、原則としてその時限の授業は平常どおり実施し、次の時限

以降の授業は上記ロ.ハ.に準じます。 

（千駄ヶ谷キャンパス） 

イ、午前6時までに解除された場合 通常どおり1時限目から授業を実施 

ロ、午前6時現在発令中で、午前10時までに解除さ

れた場合 

午前中は休講となり、3時限目から授業

を開始 

ハ、午前10時を過ぎても解除されない場合 3・4時限目も休講となり、5時限目から

授業を開始 
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ニ、午後0時を過ぎても解除されない場合 5・6時限目も休講（1日休講） 

※上記気象警報が授業開始後に発令された場合、原則としてその時限の授業は平常どおり実施し、次の時

限以降の授業は上記ロ.ハ.ニ．に準じます。 

＊上記に該当しない場合でも、大学の判断により休講とする場合がありますので、休講情報webページで確

認してください。 

 

６）受付窓口 

津田塾大学 教務課（センターオフィス内） 

所在地 〒１８７－８５７７ 東京都小平市津田町２－１－１ 

電話 TEL ０４２－３４２－５１３０ FAX ０４２－３４２－５１３１  

交通 
①  西武国分寺線 鷹の台駅より徒歩約８分 

②  JR武蔵野線 新小平駅より徒歩約１８分 
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大学別開講科目案内 

６．津田塾大学 

※シラバスは４月以降に本学Website（https://www.tsuda.ac.jp/）を参照してください。 

※授業時間 

（通常） 

１時限  ２時限  ３時限  ４時限  ５時限  

8:50～10:20  10:30～12:00  13:00～14:30  14:40～16:10  16:20～17:50  

（第1,3,4ターム最終授業期間） 

１時限  ２時限  ３時限  ４時限  ５時限  

8:50～10:20  10:40～12:10  13:00～14:30  14:50～16:20  16:40～18:10  

 

           ２０２０年度ＴＡＣ単位互換開講科目一覧 

(※曜日時限は変更になる場合があります。本学Websiteにて確認して下さい。) 

学芸学部（小平キャンパス） 

指定 

科目 

No 

授業名 担当教員 単

位

数 

開講期 曜日・時限 

1 キリスト教史(1) 寺戸 淳子 1 第1 ﾀｰﾑ 水2 

2 キリスト教史(3) 寺戸 淳子 1 第3 ﾀｰﾑ 水2 

3 キリスト教史(4) 寺戸 淳子 1 第4 ﾀｰﾑ 水2 

4 日本文学(古典文学)(1) 木村 朗子 1 第1 ﾀｰﾑ 火3 

5 日本文学(古典文学)(3) 木村 朗子 1 第3 ﾀｰﾑ 火3 

6 日本文学(古典文学)(4) 木村 朗子 1 第4 ﾀｰﾑ 火3 

7 日本文学(近現代文学)(1) 堀井 一摩 1 第1 ﾀｰﾑ 月5 

8 日本文学(近現代文学)(3) 堀井 一摩 1 第3 ﾀｰﾑ 月5 

9 日本文学(近現代文学)(4) 堀井 一摩 1 第4 ﾀｰﾑ 月5 

10 国語学(1) 高橋 雄太 1 第1 ﾀｰﾑ 月2 

11 国語学(3) 高橋 雄太 1 第3 ﾀｰﾑ 月2 

12 国語学(4) 高橋 雄太 1 第4 ﾀｰﾑ 月2 

13 文化人類学(1) 丸山 淳子 1 第1 ﾀｰﾑ 火3 

14 文化人類学(3) 丸山 淳子 1 第3 ﾀｰﾑ 火3 

15 文化人類学(4) 丸山 淳子 1 第4 ﾀｰﾑ 火3 

16 情報と社会(1) 稲葉 利江子 1 第1 ﾀｰﾑ 火4 

17 情報と社会(3) 稲葉 利江子 1 第3 ﾀｰﾑ 火4 

18 情報と社会(4) 稲葉 利江子 1 第4 ﾀｰﾑ 火4 

19 精神分析学 木戸秋 明男 1 第1 ﾀｰﾑ 金1 

20 イギリス文化概論 伊藤 航多 3 第134 ﾀｰﾑ 金2 

21 コミュニケーション概論 中西 雅之 3 第134 ﾀｰﾑ 火1 

22 国際関係概論(1) 下谷内 奈緒 1 第1 ﾀｰﾑ 水3 

23 国際関係概論(3) 網谷 龍介 1 第3 ﾀｰﾑ 水3 

24 国際関係概論(4) 武田 万里子 1 第4 ﾀｰﾑ 水3 

25 地域研究序説(1) 多賀 吉隆 1 第1 ﾀｰﾑ 木2 

26 地域研究序説(3) 多賀 吉隆 1 第3 ﾀｰﾑ 木2 

27 国際政治論(1) 朴 正鎮 1 第1 ﾀｰﾑ 木2 
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指定 

科目 

No 

授業名 担当教員 単

位

数 

開講期 曜日・時限 

28 国際政治論(3) 朴 正鎮 1 第3 ﾀｰﾑ 木2 

29 国際政治論(4) 朴 正鎮 1 第4 ﾀｰﾑ 木2 

30 比較政治論(1) 網谷 龍介 1 第1 ﾀｰﾑ 月2 

31 比較政治論(3) 網谷 龍介 1 第3 ﾀｰﾑ 月2 

32 比較政治論(4) 網谷 龍介 1 第4 ﾀｰﾑ 月2 

33 社会思想史(1) 北見 秀司 1 第1 ﾀｰﾑ 木2 

34 社会思想史(3) 北見 秀司 1 第3 ﾀｰﾑ 木2 

35 社会思想史(4) 北見 秀司 1 第4 ﾀｰﾑ 木2 

36 翻訳文化論 新本 史斉 1 第1 ﾀｰﾑ 木5 

37 越境文学論 新本 史斉 1 第3 ﾀｰﾑ 木5 

38 文学論特論 新本 史斉 1 第4 ﾀｰﾑ 木5 

39 EU研究(1) 工藤 芽衣 1 第1 ﾀｰﾑ 火3 

40 EU研究(4) 網谷 龍介 1 第4 ﾀｰﾑ 月5 

41 ヨーロッパ政治(1) 網谷 龍介 1 第1 ﾀｰﾑ 月5 

42 ヨーロッパ政治(4) 池田 和希 1 第4 ﾀｰﾑ 木2 

43 東アジア研究(韓国現代史) 朴 正鎮 1 第1 ﾀｰﾑ 火2 

44 東アジア研究(北朝鮮特論) 朴 正鎮 1 第3 ﾀｰﾑ 火2 

45 東アジア研究(朝鮮半島の国際政治) 朴 正鎮 1 第4 ﾀｰﾑ 火2 

46 東アジア研究(現代韓国特論) 金 貴粉 1 第4 ﾀｰﾑ 月2 

47 地域研究入門(3) 三砂 ちづる 1 第3 ﾀｰﾑ 水3 

48 地域研究入門(4) 松山 章子 1 第4 ﾀｰﾑ 水3 

49 国際社会学(1) 木村 真希子 1 第1 ﾀｰﾑ 木4 

50 国際社会学(3) 木村 真希子 1 第3 ﾀｰﾑ 木4 

51 国際社会学(4) 木村 真希子 1 第4 ﾀｰﾑ 木4 

52 国際協力論(1) 八塚 春名 1 第1 ﾀｰﾑ 水3 

53 国際協力論(3) 八塚 春名 1 第3 ﾀｰﾑ 水3 

54 国際協力論(4) 八塚 春名 1 第4 ﾀｰﾑ 水3 

55 多文化共生論(1) 川端 浩平 1 第1 ﾀｰﾑ 火1 

56 多文化共生論(3) 川端 浩平 1 第3 ﾀｰﾑ 火1 

57 多文化共生論(4) 川端 浩平 1 第4 ﾀｰﾑ 火1 

58 国際人口論(1) 三砂 ちづる 1 第1 ﾀｰﾑ 火3 

59 国際人口論(3) 三砂 ちづる 1 第3 ﾀｰﾑ 火3 

60 国際人口論(4) 木村 真希子 1 第4 ﾀｰﾑ 火3 

61 文化とジェンダー(1) 木村 朗子 1 第1 ﾀｰﾑ 水3 

62 文化とジェンダー(3) 木村 朗子 1 第3 ﾀｰﾑ 水3 

63 文化とジェンダー(4) 木村 朗子 1 第4 ﾀｰﾑ 水3 

64 多文化社会とフィールドワーク(1) 寺本 めぐ美 1 第1 ﾀｰﾑ 水4 

65 多文化社会とフィールドワーク(3) 寺本 めぐ美 1 第3 ﾀｰﾑ 水4 

66 多文化社会とフィールドワーク(4) 寺本 めぐ美 1 第4 ﾀｰﾑ 水4 

67 デベロプメント・スタディーズ 山下 靖子 1 第4 ﾀｰﾑ 月1 

68 国際移動論 木村 真希子 1 第4 ﾀｰﾑ 木3 

69 マルチリンガリズム 斎藤 敬太 1 第4 ﾀｰﾑ 水4 

70 マイノリティ論 川端 浩平 1 第1 ﾀｰﾑ 木3 

71 先住民論 木村 真希子 1 第1 ﾀｰﾑ 火3 

72 グロ―バリゼーションと文化 川端 浩平 1 第4 ﾀｰﾑ 木3 

73 国際ボランティア論 木山 啓子 1 第3 ﾀｰﾑ 金2 

74 国際援助論 崎坂 香屋子 1 第4 ﾀｰﾑ 月4 

75 国際交流論 稲田 充弘 1 第1 ﾀｰﾑ 金2 

76 開発と文化 丸山 淳子 1 第1 ﾀｰﾑ 木3 

77 貧困問題 丸山 淳子 1 第3 ﾀｰﾑ 火4 
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指定 

科目 

No 

授業名 担当教員 単

位

数 

開講期 曜日・時限 

78 紛争と平和 田村 幸恵 1 第1 ﾀｰﾑ 月3 

79 災害と復興 松本 早野香 1 第3 ﾀｰﾑ 火3 

80 環境問題 八塚 春名 1 第1 ﾀｰﾑ 木1 

81 世界の健康科学 松山 章子 1 第1 ﾀｰﾑ 月2 

82 国際ウェルネス 横田 香穂梨 1 第4 ﾀｰﾑ 金2 

83 食と環境 八塚 春名 1 第3 ﾀｰﾑ 木1 

84 市民社会と健康 松崎 良美 1 第4 ﾀｰﾑ 火1 

85 民俗学 松本 亜紀 1 第3 ﾀｰﾑ 火1 

86 医療人類学 松山 章子 1 第1 ﾀｰﾑ 火3 

87 国際関係の中の子ども 南雲 勇多 1 第4 ﾀｰﾑ 月5 

88 Intercultural Multicultural Seminar A 

(Latin American Studies) 

Juan Jose Santibanez 

Santiago 

1 第2 ﾀｰﾑ 金1・2 

89 確率統計入門(3) 三上 敏夫 1 第3 ﾀｰﾑ 水3 

90 確率統計入門(4) 三上 敏夫 1 第4 ﾀｰﾑ 水3 

91 代数学基礎(演習付) 松野 一夫 2 第1 ﾀｰﾑ 金5・火3 

92 代数入門(演習付) 松野 一夫、前田 多恵 4 第34 ﾀｰﾑ 金5・火3 

93 幾何学入門(演習付) 井上 歩 2 第1 ﾀｰﾑ 木2・火2 

94 位相入門(演習付) 井上 歩 4 第34 ﾀｰﾑ 木2・火2 

95 数値解析入門(演習付) 小西 由紀子、神谷 亮 6 第134 ﾀｰﾑ 火1・木4 

96 ルベーグ積分(演習付) 三上 敏夫 3 第12 ﾀｰﾑ 1ターム木3・4、

2 ターム 6/18、

19、22、3・4限、

6/24 1・2 限、

6/25 3限 

97 測度論的確率論(演習付) 三上 敏夫 3 第34 ﾀｰﾑ 木3・4 

98 情報表現(3) 稲葉 利江子 1 第3 ﾀｰﾑ 月1 

99 情報表現(4) 稲葉 利江子 1 第4 ﾀｰﾑ 月1 

100 情報数学基礎(演習付) 貞廣 泰造、植田 美佳 2 第1 ﾀｰﾑ 金4・5 

101 微分積分(演習付)(3) 永井 敦、植田 美佳 2 第3 ﾀｰﾑ 金4・5 

102 微分積分(演習付)(4) 永井 敦 2 第4 ﾀｰﾑ 金4・5 

103 Webテクノロジー b 来住 伸子 1 第4 ﾀｰﾑ 木2 

104 インタ―ラクティブシステム 栗原 一貴 1 第1 ﾀｰﾑ 火4 

105 情報と職業 藤本 一男 1 第1 ﾀｰﾑ 金1 

106 オペレーティングシステム 砂原 秀樹 1 第1 ﾀｰﾑ 月4 

107 コンピュータアーキテクチャ 新田 善久 1 第1 ﾀｰﾑ 月3 

108 センサーネットワーク 砂原 秀樹 1 第2 ﾀｰﾑ 月4・5 

109 データベース入門 青木 保一 1 第1 ﾀｰﾑ 火1 

110 プログラミング言語論 青柳 龍也、金子 敬一 1 第3 ﾀｰﾑ 月5 

111 情報セキュリティ入門 衛藤 将史 1 第3 ﾀｰﾑ 月4 

112 情報数学 a 未定 1 未定 未定 

113 情報数学 b 未定 1 未定 未定 

114 情報数学 c 未定 1 未定 未定 

115 情報科学 a 未定 1 未定 未定 

116 情報科学 b 未定 1 未定 未定 

117 情報科学 c 未定 1 未定 未定 

118 数理ファイナンス 藤田 岳彦 1 第4 ﾀｰﾑ 火3 

119 暗号理論 岸本 渡 1 第1 ﾀｰﾑ 木1 

120 知的財産概論 菅野 政孝 1 第3 ﾀｰﾑ 木3 

121 社会情報システム 湯浦 克彦 1 第1 ﾀｰﾑ 月1・2 

122 自然言語処理 小町 守 1 第1 ﾀｰﾑ 月5 
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総合政策学部（千駄ヶ谷キャンパス） 

指定 

科目 

No 

授業名 担当教員 単

位

数 

開講期 曜日・時限 

123 政治とは何か 萱野 稔人 2 第1 ﾀｰﾑ 火4・5 

124 経済の仕組み 伊藤 由希子 2 第3 ﾀｰﾑ 金1・2 

125 法からみた社会 津曲 俊英 2 第4 ﾀｰﾑ 火3・4 

126 計量経済の基礎 伊藤 由希子 2 第4 ﾀｰﾑ 木1・2 

127 総合政策概論A 萱野 稔人 1 第1 ﾀｰﾑ 水3 

128 総合政策概論B 萱野 稔人 1 第3 ﾀｰﾑ 水3 

129 分配のポリティクス 藤岡 大助 2 第1 ﾀｰﾑ 木4・5 

130 グローバリゼーション論 大島 美穂 2 第3 ﾀｰﾑ 木1・2 

131 地域政策論 森田 朗 2 第4 ﾀｰﾑ 金3・4 

132 政治参加 中條 美和 2 第2 ﾀｰﾑ 時間割参照 

133 平和構築 黒田 順子 2 第2 ﾀｰﾑ 時間割参照 

134 プロパガンダとアドボカシー 金 敬黙 2 第4 ﾀｰﾑ 火2・3 

135 文化交流論 山田 朋美 2 第4 ﾀｰﾑ 木1・2 

136 市民社会における安全保障 大島 美穂 2 第1 ﾀｰﾑ 木1・2 

137 法制度設計 西村 善嗣 2 第1 ﾀｰﾑ 月4・5 

138 統治システム論 津曲 俊英 2 第3 ﾀｰﾑ 火1・2 

139 公共管理 森田 朗 2 第3 ﾀｰﾑ 月4・5 

140 環境政策論 真田 康弘 2 第4 ﾀｰﾑ 木1・2 

141 国際標準化論 曽根原 登 2 第4 ﾀｰﾑ 火4・5 

142 企業の社会的責任 舘 健太郎 2 第1 ﾀｰﾑ 月3・4 

143 雇用経済論 中川 まり 2 第4 ﾀｰﾑ 月2・3 

144 マーケティング戦略 加藤 拓 2 第1 ﾀｰﾑ 火3・4 

145 イノベーションと社会 中村 豪 2 第3 ﾀｰﾑ 水1・2 

146 多国籍企業論 伊藤 由希子 2 第4 ﾀｰﾑ 水1・2 

147 知的財産法 澤田 悠紀 2 第2 ﾀｰﾑ 時間割参照 

148 世界の開発と貧困問題 新海 尚子 2 第3 ﾀｰﾑ 木1・2 

149 医療・介護の経済分析 伊藤 由希子 2 第3 ﾀｰﾑ 月1・2 

150 情報通信技術と社会 曽根原 登 2 第1 ﾀｰﾑ 金3・4 

151 インターネット概論 小舘 亮之 2 第3 ﾀｰﾑ 金3・4 

152 Web情報システム論 鈴木 貴久 2 第1 ﾀｰﾑ 火5・6 

153 情報セキュリティ論 松本 泰 2 第3 ﾀｰﾑ 水3・4 

154 メディア産業論 雨森 拓児 2 第4 ﾀｰﾑ 水5・6 

155 スマートコミュニティ論 村上 文洋 2 第1 ﾀｰﾑ 水3・4 

156 データ政策科学 曽根原 登 2 第1 ﾀｰﾑ 火4・5 

157 情報通信政策 高嶋 幹夫 2 第3 ﾀｰﾑ 金3・4 

158 経営情報システム 宮澤 一洋 2 第3 ﾀｰﾑ 月4・5 

159 技術経営論 花澤 隆 2 第4 ﾀｰﾑ 火1・2 

160 健康医療情報システム 福重 秀文 2 第4 ﾀｰﾑ 月4・5 

161 社会実践の諸相 村木 厚子 2 第1 ﾀｰﾑ 月3・4 

162 女性のキャリア開発 村木 厚子 2 第3 ﾀｰﾑ 月3・4 

163 地域ケア論 森川 美絵 2 第4 ﾀｰﾑ 月4・5 

164 少子高齢化の進展と社会保障の持続可能性 泉田 信行 2 第1 ﾀｰﾑ 金1・2 

165 ソーシャル・インクルージョン論 柴田 邦臣 2 第2 ﾀｰﾑ 時間割参照 

166 ジェンダーと社会変動 伊藤 るり 2 第4 ﾀｰﾑ 火4・5 

167 子どもの貧困と教育格差 新藤 慶 2 第3 ﾀｰﾑ 木5・6 

168 人の国際移動と社会の多文化化 伊藤 るり 2 第3 ﾀｰﾑ 火3・4 

169 ダイバーシティ社会論 伊藤 るり 2 第1 ﾀｰﾑ 火4・5 

170 ソーシャル・ヘルス・マネジメント 工藤 恵子 2 第4 ﾀｰﾑ 月4・5 

171 政治制度論 中條 美和 2 第1 ﾀｰﾑ 木1・2 
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指定 

科目 

No 

授業名 担当教員 単

位

数 

開講期 曜日・時限 

172 法と公共政策 道盛 大志郎 2 第1 ﾀｰﾑ 水3・4 

173 経済活動のための法 室伏 康志 2 第3 ﾀｰﾑ 水3・4 

174 行政学 森田 朗 2 第3 ﾀｰﾑ 火3・4 

175 日本政治史 小宮 京 2 第4 ﾀｰﾑ 火4・5 

176 公共哲学 萱野 稔人 2 第4 ﾀｰﾑ 水1・2 

177 グローバル・ポリティクス論 大島 美穂 2 第1 ﾀｰﾑ 月4・5 

178 実証政治理論 中條 美和 2 第3 ﾀｰﾑ 金3・4 

179 ミクロ・マクロ経済分析 伊藤 由希子 2 第1 ﾀｰﾑ 木1・2 

180 日本の財政・金融 津曲 俊英 2 第3 ﾀｰﾑ 木1・2 

181 現代経営論 山口 みどり 2 第4 ﾀｰﾑ 火2・3 

182 行動経済分析 栗田 匡相 2 第2 ﾀｰﾑ 時間割参照 

183 貿易政策論 新海 尚子 2 第3 ﾀｰﾑ 火4・5 

184 社会調査入門 鈴木 貴久 2 第1 ﾀｰﾑ 木3・4 

185 質的調査法 森嶌 由紀子 2 第3 ﾀｰﾑ 木1・2 

186 プログラミング入門 鈴木 貴久 2 第3 ﾀｰﾑ 水1・2 

187 プロジェクト・マネジメント 未定 2 第4 ﾀｰﾑ 金1・2 

188 多変量解析と公的統計 和田 かず美 2 第1 ﾀｰﾑ 月1・2 

189 アプリケーション開発 門倉 利幸 2 第3 ﾀｰﾑ 水3・4 

190 共生社会と法 永石 尚也 2 第1 ﾀｰﾑ 金1・2 

191 社会学概論 小田中 悠 2 第1 ﾀｰﾑ 水1・2 

192 福祉政策論 森川 美絵 2 第3 ﾀｰﾑ 火5・6 

193 社会階層論 西村 幸満 2 第4 ﾀｰﾑ 水5・6 

194 家族社会学 藤崎 宏子 2 第4 ﾀｰﾑ 木3・4 

195 能力開発論 森川 美絵 2 第1 ﾀｰﾑ 火1・2 

196 現代社会論 松下 優一 2 第4 ﾀｰﾑ 火4・5 

197 福祉国家論 泉田 信行 2 第4 ﾀｰﾑ 金1・2 

198 クリティカル・シンキング 浅野 将秀 2 第1 ﾀｰﾑ 金1・2 

199 世界の宗教と社会 高尾 賢一郎 2 第1 ﾀｰﾑ 月6・火6 

200 ソーシャル・デザイン論 二宮 咲子 2 第3 ﾀｰﾑ 月3・4 

201 経済人類学 戸田 美佳子 2 第3 ﾀｰﾑ 木4・5 

202 科学技術と文明 野澤 聡 2 第4 ﾀｰﾑ 月4・5 

203 歴史入門 菅原 淳子 2 第4 ﾀｰﾑ 水3・4 

204 キャリア入門B 大原 悦子 1 第3 ﾀｰﾑ 火5 

205 キャリア入門C 大原 悦子 1 第4 ﾀｰﾑ 火5 

206 International Training Course A Laura-Anca Parepa 1 第2 ﾀｰﾑ 時間割参照 

207 事業戦略とイノベーション 鈴木 秀紀 1 第4 ﾀｰﾑ 水5・6 

208 経済政策論 齋藤 潤 2 第1 ﾀｰﾑ 金1・2 

 


