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０６．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） 授業時間
※最終授業期間がオンライン授業またはハイブリッド授業の場合は通常の授業時間となります。

変更がある場合は TsudaNet 等にてお知らせします。

通常 第 1・3・4 ターム最終授業期間
１時限 8:50～10:20 8:50～10:20

２時限 10:30～12:00 10:40～12:10
３時限 13:00～14:30 13:00～14:30
４時限 14:40～16:10 14:50～16:20
５時限 16:20～17:50 16:40～18:10
６時限 18:00～19:30 18:30～20:00

3） 事務手続等

(1)ＴＡＣ単位互換申請受付日 ３月３１日（水）～４月２日（金） １７時

(2)受講許可学生発表日（学生の所属大学を通して発表） ４月６日（火） 午前

４） 履修生証について

ＴＡＣ単位互換履修生の学生証を発行し、郵送します。

５） 学内ポータルサイト TsudaNet について
TsudaNet の ID・パスワードは別途ご連絡します。

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） 休講
休講の伝達は以下 Web ページに掲載します。

https://sites.google.com/tsuda.ac.jp/kyoumu

※オンライン授業、ハイブリット授業実施時の緊急時の休講措置に関しては、対面授業時の対応（大学ホ
ームページの履修要覧参照）に準ずることを原則としますが、状況を確認のうえ、詳細は大学のホー
ムページおよび TsudaNet でお知らせします。

7） 事務取扱窓口

津田塾大学 教務課（センターオフィス内） 平日   １０：0０～１１：１５、１２：１５～１5：0０
                                 土日祝 休業

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



津田塾大学

※曜日時限は変更になる場合があります。随時、本学Website（https://sites.google.com/tsuda.ac.jp/kyoumu）の

　時間割（※3月中旬公開予定）にて確認してください。

指定科目№ 科目開設大学 学期 科目名 単位 曜日・時限 担当教員名

060001 津田塾大学 第1ﾀｰﾑ 精神分析学 1 金1 木戸秋　明男

060002 津田塾大学 第134ﾀｰﾑ イギリス文化概論 3 金2 伊藤　航多

060003 津田塾大学 第134ﾀｰﾑ コミュニケーション概論 3 火1 中西　雅之

060004 津田塾大学 第1ﾀｰﾑ 国際関係概論(1) 1 水3 下谷内　奈緒

060005 津田塾大学 第3ﾀｰﾑ 国際関係概論(3) 1 水3 網谷　龍介

060006 津田塾大学 第4ﾀｰﾑ 国際関係概論(4) 1 水3 網谷　龍介　他

060007 津田塾大学 第1ﾀｰﾑ 地域研究序説(1) 1 木2 多賀　吉隆

060008 津田塾大学 第3ﾀｰﾑ 地域研究序説(3) 1 木2 市川　裕史　他

060009 津田塾大学 第1ﾀｰﾑ 比較政治論(1) 1 月1 網谷　龍介

060010 津田塾大学 第3ﾀｰﾑ 比較政治論(3) 1 月1 網谷　龍介

060011 津田塾大学 第4ﾀｰﾑ 比較政治論(4) 1 月1 網谷　龍介

060012 津田塾大学 第1ﾀｰﾑ 翻訳文化論 1 火5 齋藤　由美子

060013 津田塾大学 第3ﾀｰﾑ 越境文学論 1 火5 齋藤　由美子

060014 津田塾大学 第4ﾀｰﾑ 文学論特論 1 火5 齋藤　由美子

060015 津田塾大学 第1ﾀｰﾑ EU研究(1) 1 火4 工藤　芽衣

060016 津田塾大学 第4ﾀｰﾑ EU研究(4) 1 水1 網谷　龍介

060017 津田塾大学 第1ﾀｰﾑ ヨーロッパ政治(1) 1 水1 網谷　龍介

060018 津田塾大学 第4ﾀｰﾑ ヨーロッパ政治(4) 1 木2 池田　和希

060019 津田塾大学 第1ﾀｰﾑ 文化とジェンダー(1) 1 木4 木村　朗子

060020 津田塾大学 第3ﾀｰﾑ 文化とジェンダー(3) 1 木4 木村　朗子

060021 津田塾大学 第4ﾀｰﾑ 文化とジェンダー(4) 1 木4 木村　朗子

060022 津田塾大学 第4ﾀｰﾑ 国際移動論 1 木3 木村　真希子

060023 津田塾大学 第1ﾀｰﾑ マイノリティ論 1 木3 川端　浩平

060024 津田塾大学 第1ﾀｰﾑ 先住民論 1 木1 木村　真希子

060025 津田塾大学 第4ﾀｰﾑ グロ―バリゼーションと文化 1 木3 川端　浩平

060026 津田塾大学 第1ﾀｰﾑ 開発と文化 1 木3 丸山　淳子

060027 津田塾大学 第3ﾀｰﾑ 貧困問題 1 火4 丸山　淳子

060028 津田塾大学 第1ﾀｰﾑ 世界の健康科学 1 月2 松山　章子

060029 津田塾大学 第1ﾀｰﾑ 医療人類学 1 火3 松山　章子

060030 津田塾大学 第3ﾀｰﾑ 確率統計入門(3) 1 水3 三上　敏夫

060031 津田塾大学 第4ﾀｰﾑ 確率統計入門(4) 1 水3 三上　敏夫

060032 津田塾大学 第1ﾀｰﾑ 代数学基礎(演習付) 2 火3・金3 松野　一夫・前田　多恵

060033 津田塾大学 第34ﾀｰﾑ 代数入門(演習付) 4 火3・金3 松野　一夫・前田　多恵

060034 津田塾大学 第1ﾀｰﾑ 幾何学入門(演習付) 2 火2・木2 井上　歩

060035 津田塾大学 第34ﾀｰﾑ 位相入門(演習付) 4 火2・木2 井上　歩

060036 津田塾大学 第134ﾀｰﾑ 数値解析入門(演習付) 6 火1・木4 小西　由紀子・神谷　亮

060037 津田塾大学 第1ﾀｰﾑ 政治とは何か 2 火4・5 萱野　稔人

060038 津田塾大学 第3ﾀｰﾑ 経済の仕組み 2 金1・2 伊藤　由希子

060039 津田塾大学 第4ﾀｰﾑ 法からみた社会 2 火3・4 津曲　俊英

060040 津田塾大学 第4ﾀｰﾑ 計量経済の基礎 2 木1・2 伊藤　由希子

060041 津田塾大学 第1ﾀｰﾑ 総合政策概論A 1 水3 萱野　稔人
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060042 津田塾大学 第3ﾀｰﾑ 総合政策概論B 1 水3 萱野　稔人

060043 津田塾大学 第1ﾀｰﾑ 分配のポリティクス 2 木4・5 藤岡　大助

060044 津田塾大学 第3ﾀｰﾑ グローバリゼーション論 2 木1・2 首藤　もと子

060045 津田塾大学 第4ﾀｰﾑ 地域政策論 2 金3・4 金　今善

060046 津田塾大学 第2ﾀｰﾑ 政治参加 2 時間割参照 中條　美和

060047 津田塾大学 第2ﾀｰﾑ 平和構築 2 時間割参照 黒田　順子

060048 津田塾大学 第4ﾀｰﾑ プロパガンダとアドボカシー 2 火2・3 金　敬黙

060049 津田塾大学 第4ﾀｰﾑ 文化交流論 2 木1・2 山田　朋美

060050 津田塾大学 第1ﾀｰﾑ 市民社会における安全保障 2 木1・2 廣瀬　方美

060051 津田塾大学 第1ﾀｰﾑ 法制度設計 2 月4・5 西村　善嗣

060052 津田塾大学 第3ﾀｰﾑ 統治システム論 2 火1・2 津曲　俊英

060053 津田塾大学 第3ﾀｰﾑ 公共管理 2 水1・2 渡邊　恵子

060054 津田塾大学 第4ﾀｰﾑ 環境政策論 2 木1・2 真田　康弘

060055 津田塾大学 第4ﾀｰﾑ 国際標準化論 2 火4・5 曽根原　登

060056 津田塾大学 第1ﾀｰﾑ 企業の社会的責任 2 月3・4 舘　健太郎

060057 津田塾大学 第4ﾀｰﾑ 雇用経済論 2 水3・4 中川　まり

060058 津田塾大学 第1ﾀｰﾑ マーケティング戦略 2 火3・4 加藤　拓

060059 津田塾大学 第3ﾀｰﾑ イノベーションと社会 2 金1・2 中村　豪

060060 津田塾大学 第4ﾀｰﾑ 多国籍企業論 2 金1・2 伊藤　由希子

060061 津田塾大学 第2ﾀｰﾑ 知的財産法 2 時間割参照 桑野　雄一郎

060062 津田塾大学 第3ﾀｰﾑ 世界の開発と貧困問題 2 木1・2 新海　尚子

060063 津田塾大学 第3ﾀｰﾑ 医療・介護の経済分析 2 月1・2 伊藤　由希子

060064 津田塾大学 第1ﾀｰﾑ 情報通信技術と社会 2 金3・4 曽根原　登

060065 津田塾大学 第3ﾀｰﾑ インターネット概論 2 金3・4 小舘　亮之

060066 津田塾大学 第1ﾀｰﾑ Web情報システム論 2 火5・6 鈴木　貴久

060067 津田塾大学 第3ﾀｰﾑ 情報セキュリティ論 2 水3・4 松本　泰

060068 津田塾大学 第4ﾀｰﾑ メディア産業論 2 水5・6 雨森　拓児

060069 津田塾大学 第1ﾀｰﾑ スマートコミュニティ論 2 水3・4 村上　文洋

060070 津田塾大学 第1ﾀｰﾑ データ政策科学 2 火4・5 曽根原　登

060071 津田塾大学 第3ﾀｰﾑ 情報通信政策 2 金3・4 高嶋　幹夫

060072 津田塾大学 第3ﾀｰﾑ 経営情報システム 2 月4・5 宮澤　一洋

060073 津田塾大学 第4ﾀｰﾑ 技術経営論 2 火1・2 花澤　隆

060074 津田塾大学 第4ﾀｰﾑ 健康医療情報システム 2 月4・5 福重　秀文

060075 津田塾大学 第1ﾀｰﾑ 社会実践の諸相 2 月3・4 村木　厚子

060076 津田塾大学 第3ﾀｰﾑ 女性のキャリア開発 2 金3・4 河村　潤子

060077 津田塾大学 第4ﾀｰﾑ 地域ケア論 2 月4・5 森川　美絵

060078 津田塾大学 第1ﾀｰﾑ 少子高齢化の進展と社会保障の持続可能性 2 火5・6 泉田　信行

060079 津田塾大学 第2ﾀｰﾑ ソーシャル・インクルージョン論 2 時間割参照 柴田　邦臣

060080 津田塾大学 第4ﾀｰﾑ ジェンダーと社会変動 2 火4・5 伊藤　るり

060081 津田塾大学 第3ﾀｰﾑ 子どもの貧困と教育格差 2 木5・6 新藤　慶

060082 津田塾大学 第3ﾀｰﾑ 人の国際移動と社会の多文化化 2 火3・4 伊藤　るり

060083 津田塾大学 第1ﾀｰﾑ ダイバーシティ社会論 2 火4・5 伊藤　るり

060084 津田塾大学 第4ﾀｰﾑ ソーシャル・ヘルス・マネジメント 2 月4・5 工藤　恵子

060085 津田塾大学 第1ﾀｰﾑ 政治制度論 2 木1・2 中條　美和

060086 津田塾大学 第1ﾀｰﾑ 法と公共政策 2 水3・4 道盛　大志郎

060087 津田塾大学 第3ﾀｰﾑ 経済活動のための法 2 水3・4 室伏　康志

060088 津田塾大学 第3ﾀｰﾑ 行政学 2 火3・4 池田　峻



060089 津田塾大学 第4ﾀｰﾑ 日本政治史 2 木3・4 小宮　京

060090 津田塾大学 第4ﾀｰﾑ 公共哲学 2 水1・2 萱野　稔人

060091 津田塾大学 第1ﾀｰﾑ グローバル・ポリティクス論 2 月4・5 石野　裕子

060092 津田塾大学 第3ﾀｰﾑ 実証政治理論 2 金3・4 中條　美和

060093 津田塾大学 第1ﾀｰﾑ ミクロ・マクロ経済分析 2 木1・2 伊藤　由希子

060094 津田塾大学 第3ﾀｰﾑ 日本の財政・金融 2 木1・2 津曲　俊英

060095 津田塾大学 第4ﾀｰﾑ 現代経営論 2 火2・3 山口　みどり

060096 津田塾大学 第2ﾀｰﾑ 行動経済分析 2 時間割参照 栗田　匡相

060097 津田塾大学 第3ﾀｰﾑ 貿易政策論 2 火4・5 新海　尚子

060098 津田塾大学 第1ﾀｰﾑ 社会調査入門 2 金1・2 吉見　憲二

060099 津田塾大学 第3ﾀｰﾑ 質的調査法 2 木1・2 森嶌　由紀子

060100 津田塾大学 第3ﾀｰﾑ プログラミング入門 2 水1・2 鈴木　貴久

060101 津田塾大学 第4ﾀｰﾑ プロジェクト・マネジメント 2 水1・2 下村　道夫

060102 津田塾大学 第1ﾀｰﾑ 多変量解析と公的統計 2 月1・2 飯島　信也・和田　かず美

060103 津田塾大学 第3ﾀｰﾑ アプリケーション開発 2 水3・4 門倉　利幸・天野　学

060104 津田塾大学 第1ﾀｰﾑ 共生社会と法 2 金1・2 永石　尚也

060105 津田塾大学 第1ﾀｰﾑ 社会学概論 2 水1・2 小田中　悠

060106 津田塾大学 第3ﾀｰﾑ 福祉政策論 2 火5・6 森川　美絵

060107 津田塾大学 第4ﾀｰﾑ 社会階層論 2 火5・6 西村　幸満

060108 津田塾大学 第4ﾀｰﾑ 家族社会学 2 水3・4 藤崎　宏子

060109 津田塾大学 第1ﾀｰﾑ 能力開発論 2 火1・2 森川　美絵

060110 津田塾大学 第4ﾀｰﾑ 現代社会論 2 火4・5 松下　優一

060111 津田塾大学 第4ﾀｰﾑ 福祉国家論 2 火1・2 榊原　賢二郎

060112 津田塾大学 第1ﾀｰﾑ クリティカル・シンキング 2 金1・2 浅野　将秀

060113 津田塾大学 第1ﾀｰﾑ 世界の宗教と社会 2 月6・火6 高尾　賢一郎

060114 津田塾大学 第3ﾀｰﾑ ソーシャル・デザイン論 2 月4・5 二宮　咲子

060115 津田塾大学 第3ﾀｰﾑ 経済人類学 2 木4・5 戸田　美佳子

060116 津田塾大学 第4ﾀｰﾑ 科学技術と文明 2 月4・5 野澤　聡

060117 津田塾大学 第4ﾀｰﾑ 歴史入門 2 水3・4 木村　真

060118 津田塾大学 第3ﾀｰﾑ キャリア入門B 1 火5 大原　悦子

060119 津田塾大学 第4ﾀｰﾑ キャリア入門C 1 火5 大原　悦子

060120 津田塾大学 第2ﾀｰﾑ International Training Course A 1 時間割参照 Laura-Anca Parepa

060121 津田塾大学 第4ﾀｰﾑ 事業戦略とイノベーション 1 水5・6 鈴木　秀紀

060122 津田塾大学 第1ﾀｰﾑ 経済政策論 2 金1・2 齋藤　潤

シラバス検索 https://www.tsuda.ac.jp/academics/syllabus.html
※授業実施方法は本学ホームページ（https://sites.google.com/tsuda.ac.jp/covid19/）にてご確認ください。


