
【２０２２年度 第二学期 東京経済大学授業公開科目一覧】

１時限
（9:00～10:30）

２時限
（10:40～12:10）

３時限
（13:00～14:30）

４時限
（14:40～16:10）

５時限
（16:20～17:50）

10
／
17
月

経済学原理ｂ/柴崎 慎也
コミュニケーション戦略論/

大岩 直人
外国史Ⅱｂ/吉見 崇

経済学史ｂ/安川 隆司
管理会計論ｂ/井上 慶太
情報倫理ｂ/小島 喜一郎
基礎経営学/柴田 高
移動の生活学/大橋 香奈
比較メディア史/大尾 侑子
メディア文化論/松永 智子
英語で学ぶ教養/

早尾 貴紀

ｱｾｱﾝ経済論ｂ/ｱｼﾞｱ経済論ｂ/
南原 真

Ａｄｖａｎｃｅｄ Ｅｎｇｌｉｓｈ Ⅰｂ/
カレイラ松崎 順子

Ａｄｖａｎｃｅｄ Ｅｎｇｌｉｓｈ Ⅲｂ/
対馬 輝昭

英語で学ぶ教養/
中川 知佳子

経済数学ｂ/重田 雄樹
生産情報システム論ｂ/

堀 泰裕
原価計算論ｂ/渡邊 章好
社会調査ワークショップ/

池宮 正才
キャリアデザイン入門/

小山 健太
比較文化論/中村 嗣郎
社会調査ワークショップ/

町村 敬志
コミュニケーション心理学/

山下 玲子
文系のための基礎数学Ⅰｂ/

阿部 弘樹
総合教育演習/寺島 瞳

マーケティング・リサーチ
/          田島 博和
人と社会の現実に関する
物語の方法と倫理/

池宮 正才
モバイルメディア論/

北村 智
国際観光論/中村 忠司
情報と法ｂ/久保 健助

10
／
18
火

計量経済学ｂ/姜 哲敏
会計監査論ｂ/井上 普就
企業金融論ｂ/木下 亮
財務会計論ｂ/神納 樹史
流通史ｂ/田中 智晃
異文化マネジメント論/

小山 健太

ミクロ経済学ｂ/浜野 忠司
社会思想史ｂ/

川名 雄一郎
基礎経営学/米山 高生
刑事手続と法ｂ/

高平 奇恵
刑法ｂ/山本 和輝
フランス語初級/相澤 伸依
総合教育ワークショップ/

澁谷 知美

基礎経営学/石黒 督朗
マーケティング論ｂ/     

森岡 耕作
コンセプトと表現/大岩 直人
身体表現ワークショップ/

大榎 淳
観光文化論/中村 忠司
総合英語セミナーⅣ/

        ピーター ロス
被害救済と法/片岡 直樹
現代社会論ｂ/野澤 淳史
教養ゼミ/上野 麻美
英語で学ぶ教養/

小田 登志子
異文化コミュニケーションｂ/

関 昭典

現代資本主義論ｂ/横川 太郎
身体表現ワークショップ/

大榎 淳
社会分析ワークショップ/

大尾 侑子
社会調査ワークショップ/

佐々木 裕一
総合英語セミナーⅡ/

      ピーター ロス
民事手続と法ｂ/木本 洋子
商取引と法ｂ/桜井 健夫
基本消費者取引法ｂ/

村 千鶴子
教職論/髙井良 健一

総合教育演習/榎 基宏

10
／
19
水

情報システム戦略/佐藤 修
グローバル・マーケティング論
ｂ/         丸谷 雄一郎
社会調査ワークショップ/

池宮 正才
アート論/大榎 淳
コンピュータコミュニケーション/          

佐々木 裕一
パブリック・スピーキング/

林 剛大
英米文化論/本橋 哲也
日本語表現Ⅱ/大岡 玲
教育学ｂ/寺田 佳孝
歴史で知る東京経済大学/

戸邉 秀明
総合教育ワークショップ/

久川 伸子
キャリアデザイン・ワークショ
ップⅡ/        北山 聡
キャリアデザイン・ワークショ
ップⅡ/     田村 寿浩

経済統計ｂ/黒田 敏史
比較経済社会論ｂ/

新井田 智幸
システム分析論ｂ/

三和 雅史
職業選択とキャリア形成/

北山 聡
ジャーナリズム論/

松永 智子
民事法基礎/村本 武志
教養ゼミ/大久保 奈弥
発達と学習の心理/

野田 淳子

10
／
20
木

会計学原理ｂ/金 鉉玉
経営情報システム論ｂ/

藤谷 涼佑
英語学概論/中村 嗣郎
社会心理学/山下 玲子

経済学原理ｂ/岩田 佳久
マクロ経済学ｂ/浄土 渉
サービス・マーケティング論
/            北村 真琴
マーケティング・リサーチ/
田島 博和
英語学概論/中村 嗣郎
高齢者福祉と法（サービス）

/西下 彰俊

ＥＵ経済論ｂ/小島 健
経済発展の理論ｂ/

渡辺 裕一
社会調査入門/柴内 康文
社会調査入門/町村 敬志
社会分析ワークショップ/

光岡 寿郎
教養ゼミ/麻生 博之
教養ゼミ/遠藤 愛
教養ゼミ/李 孝徳
総合教育ワークショップ/

鈴木 康弘
Ａｃａｄｅｍｉｃ Ｅｎｇｌｉｓｈ/    

田中 景

中国経済論ｂ/周 牧之
基礎経済学ｂ/齋藤 雅元
中小企業経営論ｂ/      

土屋 隆一郎
経営財務論ｂ/吉田 靖
英米文学ｂ/南 隆太
労働法ｂ/中川 純

日本経済史ｂ/内藤 隆夫
税務会計論ｂ/板橋 雄大
テレビ文化論/田村 和人
商品安全と法/上机 美穂

10
／
21
金

マクロ経済学ｂ/ｻﾌﾁｪﾝｺ．Ｌ
社会調査ワークショップ/        

柴内 康文
マス・コミュニケーション論/

長谷川 倫子
憲法（統治機構）/加藤 一彦
道徳教育の理論と実践/

横畑 知己

欧米経済史ｂ/福士 純
メディアデザインワークショ
ップ/         大橋 香奈
社会調査実習/小林 誠
広報論/駒橋 恵子
環境規制と法/山本 紗知

産業組織論ｂ/遠藤 妙子
基礎経営学/加藤みどり
民法（債権担保法）/

古賀 絢子
現代社会の基礎知識/

高津 秀之
キャリアデザイン入門/

北山 聡

ゲーム理論ｂ/牛尾 吉昭
国際会計論ｂ/小野 武美
基礎経営学ａ／会社入門/

山口 みどり
総合教育演習/新正 裕尚
スペイン語初級//山辺 弦

※各授業科目の内容は、本学Ｗｅｂサイト「在学生の方」→「シラバス」でご覧いただけます。
（https://portal.tku.ac.jp/syllabus/public/）

赤：経済学部  水色：経営学部  緑：コミュニケーション学部  茶：現代法学部  朱：全学センター 黒：CDP

https://portal.tku.ac.jp/syllabus/public/

