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１．授業・履修関係の日程

内容 日程

春学期授業開始 4月 8日（月）～

◆ 履修登録申請（全学年） 4月12日（金）～4月18日（木）　10：00～26：00

◆ 履修登録変更（全学年）
※履修登録期間以降に受講許可の出た科目はこの期間内に再度
   履修登録申請を行うこと。

4月23日（火）～4月24日（水）　10：00～26：00

秋学期授業開始 9月20日（金）～

◆ 秋学期科目の登録修正期間（全学年） 9月下旬頃（予定）
※秋学期授業開始までに掲示・ウェブサイトにて告知します。

履修登録申請
　「法政大学情報システム」で履修登録申請をします。
　指定された申請期間に学内外のパソコンから履修登録申請を各自で行ってください（社会学部ウェブサイトに掲載
する「Web履修登録操作手順書」を参照すること）。

「履修登録科目確認通知書」の確認
　履修登録完了後に「履修登録科目確認通知書」を各自で必ず出力・保存してください。
　※「履修登録科目確認通知書」に沿って履修しなければ、単位の修得はできません。

２．授業時間

・ 定期試験期間中の授業時間は通常とは異なります。
・ また、各キャンパスで授業時間が異なりますのでご注意ください。

２０１９年度　授業等について

多摩 キャンパス
（通常授業期間）

多摩 キャンパス
（定期試験期間）

1時限 9：25～11：05 9：30～10：30

2時限 11：15～12：55 11：00～12：00

3時限 13：45～15：25 13：00～14：00

4時限 15：35～17：15 14：30～15：30

5時限 17：25～19：05 16：00～17：00

6時限 - -

7時限 - -



２０１９年度 社会学部 時間割表に関する注意点 
 

時間割表の見方について 

入学年度によって、科目名称・開講コース・履修可否などが異なります。自分の入学年度の授業科目一覧表

や履修要綱を参照したうえで、自分の該当するカリキュラムで開講されている科目名称（科目の区分）を確認

のうえ、履修計画をたててください。 

（例） ※２０１７年度以前入学生の方は特に注意してください。 

 

・平和論 〔視野〕 → 全学生が履修可能 

・平和論 〔ＩＳＣ〕 → ２０１３年度以前入学生のみ履修可能 

 

【注意点】 

★同一時間（同一曜日時限・同一授業期間）に２科目以上履修することはできません。 

★開講科目のうち、シラバス上で「春・秋学期両方履修することが望ましい」などの指示がある場合は、原則とし

て春・秋学期両方を履修登録するようにしてください。ただし、以下についてはその限りではありません。 

a. 各教員から「秋学期のみ独立して履修可能な科目」として指定されている場合 

b. 前年度までにⅠ・Ⅱいずれかの単位が不合格だったため再履修する場合 

c. SA・派遣留学予定学生 

★過年度に単位修得済みの科目を履修することはできません。 

★多摩キャンパスの開講科目と市ケ谷キャンパスの公開科目を同じ曜日に登録し、履修することはできません

（ただし、資格科目を除く）。 

★履修登録確定後の変更は一切認めません。十分に注意して登録手続きを行ってください。 

★教室変更・休講については、社会学部掲示板にて発表します。 

★時間割の修正・変更は社会学部掲示板で発表します（他学部公開科目については、主催学部の掲示板で確

認してください）。 

★「教職・資格」科目の受講には、受講料が掛かる場合があります。詳細は教職・資格課程履修要綱で確認して

ください。 

★他学部公開科目については、他学部公開科目のシラバスを確認してください。 



 

 

 

 

 
２０１９年度 

 

クラス指定科目・抽選科目・受講許可科目について 
 

 

★入学年度によってページが異なります。自分の入学年度のページの内容を確認してください。 

 

 



【総合科目】

科目名 方法 備考

Basic English１-ⅠⅡ（新１年生） Web抽選
抽選結果は情報システムで発表します。
抽選結果によっては第３希望までに記入していないクラスに割り振られる場合があります。
※新入生で「Basic English１」単位認定試験受験者も、必ずWeb抽選に参加してください。

Basic English２-ⅠⅡ（新２年生） Web抽選
抽選結果は情報システムで発表します。
抽選結果によっては第３希望までに記入していないクラスに割り振られる場合があります。
※新２年生で「Basic English２」単位認定試験合格者は、Web抽選には参加しないでください。

Basic English１-ⅠⅡ（再履修者）
ガイダンス期間に
補講登録（先着）

詳細はガイダンス日程と該当掲示を確認してください。

諸外国語初級AB（新１年生） クラス指定 新入生オリエンテーションで配布する「2019年度新入生時間割」で受講クラスを確認してください。

諸外国語初級ＡＢ（再履修者）

※諸外国語初級ＢＡ（反転）

スポーツ総合１‐ⅠⅡ（新１年生） クラス指定 新入生オリエンテーションで配布する「2019年度新入生時間割」で受講クラスを確認してください。

スポーツ総合１‐ⅠⅡ（再履修者） 事務課に申請 授業開始までに社会学部事務課にて申請してください。

スポーツ総合２‐ⅠⅡ 受講許可 初回授業に出席し、受講許可を得てください（抽選になる場合があります）。

基礎演習ⅠⅡ（新１年生） クラス指定
新入生オリエンテーションで配布する「2019年度新入生時間割」で受講クラスを確認してください。
（新１年生以外の未修得者で、再履修を希望する場合は社会学部事務課窓口で申請してください。）

コンピュータ入門（新１年生）

プログラミング入門（新１年生）

コンピュータ入門（春：金２）（再履修者）

プログラミング入門（秋：金２）（再履修者）

社会を変えるための実践論（秋） Web抽選 抽選結果は情報システムで発表します。

多摩地域形成論（秋） Web抽選 抽選結果は情報システムで発表します。

特講（インターンシップ） ガイダンス参加 詳細はガイダンス日程と該当掲示を確認してください。

キャリアデザイン論 初回授業参加 初回授業に出席し、指示を受けてください（定員に達した場合、受講できないことがあります）。

自然科学特講
（数学・地学・生命科学）

掲示を確認
詳細は該当の掲示内容を確認し手続きをしてください。
※研究実験棟事務室での登録手続きがあります。

統計基礎実習

プログラミング初級

クラス指定科目・抽選科目・受講許可科目について

以下の科目は、あらかじめクラス指定されているか、受講クラスを決定するため抽選を実施、あるいは受講するために受講許可が必要となっています。そ
れぞれの科目で定めている所定の手続をしないと受講することができません。それぞれの科目の申し込み方法・期限等は掲示内容を必ず確認してくださ
い。
なお、下記の科目については受講が決定した後で履修登録を取りやめる（キャンセルする）ことはできませんので、申し込みの際は注意してください。

Web抽選
抽選結果は情報システムで発表します。
落選の場合、希望者は二次抽選会に参加してください（詳細は掲示やガイダンス日程を確認してくだ
さい）。

ガイダンス期間に
補講登録（先着）

詳細はガイダンス日程と該当掲示を確認してください。
※Ⅰ群言語（ドイツ・フランス・中国語）のみ春学期に諸外国語初級Ｂ、秋学期に諸外国語初級Ａを反
転開講します。

事務課に申請 社会学部事務課窓口で申請してください。

受講許可
初回授業に出席して担当教員の受講許可を得てください。
希望者多数の場合は抽選・選考を行う場合があるので注意してください。

【履修登録に関する注意】
下記の各科目は、自動登録科目を除き、履修申請画面に一律に科目名が表示されます。クラス指定や抽選結果をよく確認して、各自で履修登録してください。ま
た、クラス指定外の授業や、抽選・受講許可等の手続きを経ることなく画面上のみで履修申請し、履修申請が完了しても、実際の授業を履修することはできませ
ん。また、それを理由とした履修登録の変更は、履修登録変更期間を除いては、認められません。

【Web抽選】
「法政大学情報システム」を利用して行います。操作方法は「法政大学情報システム（履修登録申請）操作ガイド」も参照してください。抽選結果は情報システ
ムで発表します。

【秋学期科目の履修】
クラス指定科目・抽選科目・受講許可科目については、秋学期科目のみを履修する場合であっても、春学期初回の授業から出席し担当教員の指示を受けてくださ
い。秋学期のみ開講科目の場合は４月のガイダンスもしくは秋学期の初回授業に出席し担当教員の指示を受けてください。
受講許可が必要な科目の場合は、以下の表の「備考」欄を参照の上、受講許可を得てください。

2018年度以降入学生



科目名 方法 備考

社会学入門AB（新１年生） クラス指定 新入生オリエンテーションで配布する「2019年度新入生時間割」で受講クラスを確認してください。

外書講読（各学科） 受講許可
初回授業に出席して担当教員の受講許可を得てください。受講許可を得た後、教員から受講許可
カードを受け取ってください。

社会調査実習

政策データ分析実習

政策フィールドワーク実習

消費者行動モデリング※

ウェブ・プログラミングB

システム・プログラミングB

メデイアプログラミング実習

ウェブ・プログラミングA

都市空間分析※

システム・プログラミングA

マーケティング実践※

物語シミュレーション※

プログラミングと論理的思考

ソーシャルメディア実習※

意思決定論※

デジタル情報環境実習※

映像制作技法※

映像制作実習※

広告制作実習※

メディア分析技法※

メディア分析実践※

メディアコンテンツ分析※

メディアテクノロジーと社会実習※

メディア社会学特講（表現）※

メディア社会学特講（分析）※

メディア社会学特講（設計）※

クリエイティブ・ライティング

ニュース・ライティング※

Advanced English Program（AEP）
（Intensive TOEIC®：秋）を除く全科目

受講許可 初回授業に出席して担当教員の受講許可を得てください。

Intensive TOEIC®（秋） 抽選（シート提出）
抽選により受講者を決定します。
詳細は該当の掲示内容を確認してください。

■履修上の注意（自動登録科目について）

科目名

基礎演習ⅠⅡ

Basic English１・２

諸外国語初級Ａ・Ｂ

スポーツ総合１

コンピュータ入門
プログラミング入門

社会を変えるための実践論

多摩地域形成論

ドイツ語海外研修
フランス語海外研修

教育実習事前指導
教職実践演習（中・高）

教育実習（中・高）・教育実習（高）

※抽選や補講登録に参加していない学生、受講カードを提出していない学生は自動登録されません。

-

-

新入生全員
（※体育会入部者で体育会登録をする学生は、別途掲示を参照の上、各自で登録内容を修正してください。）

新入生全員（※履修しない場合は、各自で履修削除してください）

新入生全員、補講登録でクラス決定者のみ

抽選参加者、補講登録者のみ

抽選参加者のみ

抽選参加者のみ

単位認定対象者のみ

抽選（シート提出） 詳細はガイダンス日程と該当掲示を確認してください。

以下の科目は抽選結果・受講許可結果を予め社会学部事務課で登録しています。履修登録申請の画面上で確認してください。削除や変更はできません。
また、該当科目に間違いがある場合は社会学部事務課窓口に申し出てください。なお、自動登録科目と各自で履修したい科目の合計が上限単位数を超えな
いよう注意してください。

備考

抽選参加者・単位認定試験合格者・補講登録でクラス決定者のみ

受講許可
初回授業に出席して担当教員の受講許可を得てください。
希望者多数の場合は抽選・選考を行う場合があるので注意してください。
※印の科目は、「学科優先科目」です。学科優先科目に関する注意事項も必ず確認してください。

ガイダンス参加 該当のガイダンスに出席して担当教員の指示を受けてください。

【専門科目】
★網掛け（灰色）の科目は３年次以上配当科目であるため、2019年度は履修できません。



【専門科目】

科目名 科目主催学科 配当年次 方法 備考

映像制作技法 メディア社会学科 ２～４年 ガイダンス参加 該当のガイダンスに出席して担当教員の指示を受けてください。

消費者行動モデリング メディア社会学科 ２～４年 初回授業参加
初回授業に出席して担当教員の受講許可を得てください。
希望者多数の場合は抽選・選考を行う場合があります。

メディア分析技法 メディア社会学科 ２～４年 ガイダンス参加 該当のガイダンスに出席して担当教員の指示を受けてください。

【専門科目】（2020年度以降開講科目※本年度はまだ履修できません。）

映像制作実習 メディア社会学科 ３～４年 ガイダンス参加 2019年度は履修できません。

広告制作実習 メディア社会学科 ３～４年 ガイダンス参加 2019年度は履修できません。

物語シミュレーション メディア社会学科 ３～４年 ガイダンス参加 2019年度は履修できません。

ニュース・ライティング メディア社会学科 ３～４年 ガイダンス参加 2019年度は履修できません。

マーケティング実践 メディア社会学科 ３～４年 ガイダンス参加 2019年度は履修できません。

都市空間分析 メディア社会学科 ３～４年 ガイダンス参加 2019年度は履修できません。

メディア分析実践 メディア社会学科 ３～４年 ガイダンス参加 2019年度は履修できません。

メディアコンテンツ分析 メディア社会学科 ３～４年 ガイダンス参加 2019年度は履修できません。

メディアテクノロジーと社会実習 メディア社会学科 ３～４年 ガイダンス参加 2019年度は履修できません。

意思決定論 メディア社会学科 ３～４年 ガイダンス参加 2019年度は履修できません。

デジタル情報環境実習 メディア社会学科 ３～４年 ガイダンス参加 2019年度は履修できません。

ソーシャルメディア実習 メディア社会学科 ３～４年 ガイダンス参加 2019年度は履修できません。

メディア社会学特講（表現） メディア社会学科 ４年 初回授業参加 2019年度は履修できません。

メディア社会学特講（分析） メディア社会学科 ４年 初回授業参加 2019年度は履修できません。

メディア社会学特講（設計） メディア社会学科 ４年 初回授業参加 2019年度は履修できません。

学科優先科目について

卒業機会を保証するために、以下の科目の受講許可は、科目主催学科に所属する学生に優先的に与えられます。受講人数に余裕があれば、他
学科所属の学生も履修できます。

【履修登録に関する注意】
下記の各科目は、履修申請画面に一律に科目名が表示されます。担当教員の受講許可を得たうえで、各自で履修登録してください。受講許可の手
続きを経ることなく画面上のみで履修申請し、履修申請が完了しても、実際の授業を履修することはできません。また、受講許可を得られなかっ
たことを理由とした履修登録の変更は、履修登録変更期間を除いては、認められません。

【秋学期科目の履修】
下表の「方法」欄を確認し、４月に行われるガイダンスまたは初回授業に出席し担当教員の指示を受けてください。秋学期のみ開講の半期科目に
ついては、秋学期の初回授業で受講許可をする場合があります。その場合も、春学期履修登録期間中に履修申請を行ったうえで、受講許可が得ら
れなかった場合は秋学期履修変更期間に修正・削除の申請を行ってください。

2018年度以降入学生



【共通基礎科目】

科目名 方法 備考

Basic English２-ⅠⅡ（新２年生のみ） Web抽選

抽選結果は情報システムで発表します。
抽選結果によっては第３希望までに記入していないクラスに割り振られる場合
があります。
※新２年生で「Basic English２」単位認定試験合格者は、Web抽選には参加し
ないでください。

Basic English１-ⅠⅡ

Basic English２-ⅠⅡ

※Basic English２-ⅡⅠ（反転）

諸外国語初級ＡＢ

※諸外国語初級ＢＡ（反転）

スポーツ総合１‐ⅠⅡ 事務課に申請 授業開始までに社会学部事務課にて申請してください。

スポーツ総合２‐ⅠⅡ 受講許可 初回授業に出席し、受講許可を得てください（抽選になる場合があります）。

基礎演習ⅠⅡ 事務課に申請 社会学部事務課窓口で申請してください。

コンピュータ入門（春：金２）

プログラミング入門（秋：金２）

社会を変えるための実践論（秋） Web抽選 抽選結果は情報システムで発表します。

多摩地域形成論Ⅰ（秋） Web抽選 抽選結果は情報システムで発表します。

インターンシップＡB ガイダンス参加 詳細はガイダンス日程と該当掲示を確認してください。

キャリアデザイン論 初回授業参加
初回授業に出席し、指示を受けてください（定員に達した場合、受講できない場
合があります）。

自然科学特講
（数学・地学・生命科学）

掲示を確認
詳細は該当の掲示内容を確認し手続きをしてください。
※研究実験棟事務室での登録手続きがあります。

クラス指定科目・抽選科目・受講許可科目について

以下の科目は、あらかじめクラス指定されているか、受講クラスを決定するため抽選を実施、あるいは受講するために受
講許可が必要となっています。それぞれの科目で定めている所定の手続をしないと受講することができません。それぞれ
の科目の申し込み方法・期限等は掲示内容を必ず確認してください。
なお、下記の科目については受講が決定した後で履修登録を取りやめる（キャンセルする）ことはできませんので、申し
込みの際は注意してください。
※２０１３年度以前入学者は科目名称などが一部異なる場合があります。

ガイダンス期間に
補講登録（先着）

詳細はガイダンス日程と該当掲示を確認してください。

※Basic English２-ⅡⅠは３年生のみ履修可能。春学期にBasic English２-Ⅱ、
秋学期にBasic English２-Ⅰを反転開講します。

ガイダンス期間に
補講登録（先着）

詳細はガイダンス日程と該当掲示を確認してください。
※Ⅰ群言語（ドイツ・フランス・中国語）のみ春学期に諸外国語初級Ｂ、秋学期
に諸外国語初級Ａを反転開講します。

事務課に申請 社会学部事務課窓口で申請してください。

【履修登録に関する注意】
下記の各科目は、自動登録科目を除き、履修申請画面に一律に科目名が表示されます。クラス指定や抽選結果をよく確認して、
各自で履修登録してください。また、クラス指定外の授業や、抽選・受講許可等の手続きを経ることなく画面上のみで履修申
請し、履修申請が完了しても、実際の授業を履修することはできません。また、それを理由とした履修登録の変更は、履修登
録変更期間を除いては、認められません。

【Web抽選】
「法政大学情報システム」を利用して行います。操作方法は「法政大学情報システム（履修登録申請）操作ガイド」も参照し
てください。抽選結果は情報システムで発表します。

【秋学期科目の履修】
クラス指定科目・抽選科目・受講許可科目については、秋学期科目のみを履修する場合であっても、春学期初回の授業から出
席し担当教員の指示を受けてください。秋学期のみ開講科目の場合は４月のガイダンスもしくは秋学期の初回授業に出席し担

2017年度以前入学生



【専門科目】

科目名 方法 備考

特講（外書講読（各学科）） 受講許可
初回授業に出席して担当教員の受講許可を得てください。受講許可を得た後、
教員から受講許可カードを受け取ってください。

社会調査実習

政策研究実習

政策立案実習

政策データ分析実習

統計基礎実習ⅠⅡ

プログラミング初級

プログラミング中級Ａ/Ｂ/Ｃ/Ｄ/Ｅ

表現プログラミング実習

ネットワーク・プログラミング

ＵＮＩＸシステム実習

ソーシャル・シミュレーション

物語シミュレーション

プログラミングと論理的思考

ウェブ・ジャーナリズム実習

ウェブ・プランニング実習

映像制作実習Ａ/Ｂ

広告制作実習

メディア分析実習

クリエイティブ・ライティング

ニュース・ライティング

Advanced English Program〔AEP〕
（Intensive TOEIC®：秋）を除く全科目

受講許可 初回授業に出席して担当教員の受講許可を得てください。

Intensive TOEIC®（秋） 抽選（シート提出）
抽選により受講者を決定します。
詳細は該当の掲示内容を確認してください。

■履修上の注意（自動登録科目について）

科目名

Basic English１・２

諸外国語初級Ａ・Ｂ

コンピュータ入門
プログラミング入門

社会を変えるための実践論

多摩地域形成論Ⅰ

諸外国語中級７・８

教育実習事前指導
教職実践演習（中・高）

教育実習（中・高）・教育実習（高）

※抽選や補講登録に参加していない学生、受講カードを提出していない学生は自動登録されません。

備考

ガイダンス参加 該当のガイダンスに出席して担当教員の指示を受けてください。

受講許可
初回授業に出席して担当教員の受講許可を得てください。
希望者多数の場合は抽選・選考を行う場合があるので注意してください。

抽選（シート提出） 詳細はガイダンス日程と該当掲示を確認してください。

以下の科目は抽選結果・受講許可結果を予め社会学部事務課で登録しています。履修登録申請の画面上で確認してくださ
い。削除や変更はできません。
また、該当科目に間違いがある場合は社会学部事務課窓口に申し出てください。なお、自動登録科目と各自で履修したい科
目の合計が上限単位数を超えないよう注意してください。

-

-

抽選参加者・単位認定試験合格者・補講登録でクラス決定者のみ

新入生全員、補講登録でクラス決定者のみ

抽選参加者、補講登録者のみ

抽選参加者のみ

抽選参加者のみ

前年度合格者のみ



2018年度以降入学生

単位数 学年 科目群 対象

2 2～4 視野形成科目D群 -

2 2～4 社会政策科学科　学科共通展開科目 -

2 2～4 メディア社会学科　学科共通展開科目 -

2 2～4 メディア社会学科　学科共通展開科目 -

2017年度以前入学生

単位数 学年 科目群 対象

2 2～4 公務員コース -

2 2～4 メディア制作プログラム -

2 2～4 メディア社会コース -

2 2～4 社会調査プログラム -

2 2～4
政策リテラシー、公務員、社会学総合、メディア制作、

Advanced English Program、メディアリテラシープログラム 2017年度以前入学者のみ

2 2～4
政策リテラシー、公務員、社会学総合、メディア制作、

Advanced English Program、メディアリテラシープログラム 2017年度以前入学者のみ

2 2～4
政策リテラシー、公務員、社会学総合、メディア制作、

Advanced English Program、メディアリテラシープログラム 2017年度以前入学者のみ

2 2～4
政策リテラシー、公務員、社会学総合、メディア制作、

Advanced English Program、メディアリテラシープログラム 2017年度以前入学者のみ

2 2～4
政策リテラシー、公務員、社会学総合、メディア制作、

Advanced English Program、メディアリテラシープログラム 2017年度以前入学者のみ

2 2～4
政策リテラシー、公務員、社会学総合、メディア制作、

Advanced English Program、メディアリテラシープログラム 2017年度以前入学者のみ

2 2～4
政策リテラシー、公務員、社会学総合、メディア制作、

Advanced English Program、メディアリテラシープログラム 2017年度以前入学者のみ

2 2～4
政策リテラシー、公務員、社会学総合、メディア制作、

Advanced English Program、メディアリテラシープログラム 2017年度以前入学者のみ

2 2～4
政策リテラシー、公務員、社会学総合、メディア制作、

Advanced English Program、メディアリテラシープログラム 2017年度以前入学者のみ

2 2～4
政策リテラシー、公務員、社会学総合、メディア制作、

Advanced English Program、メディアリテラシープログラム 2017年度以前入学者のみ

2 2～4 企業と社会コース 2014年度入学者のみ

2 1～4 視野形成科目Ｃ群 2013年度以前入学者のみ

メディア社会コース

メディアリテラシー･プログラム

2 2～4 情報教育プログラム 2013年度以前入学者のみ

2 3～4 情報教育プログラム 2013年度以前入学者のみ

2 2～4 メディアリテラシー･プログラム 2013年度以前入学者のみ

2 2～4 メディアリテラシー･プログラム 2013年度以前入学者のみ

2 2～4 企業と社会コース 2013年度以前入学者のみ

２０１９年度開講の特殊講義について
2019年度に開講する特殊講義（特講）は以下の通りです。なお、特講は授業科目一覧表には記載しておりません。

科目名

科目名

特講（コミュニケーション・デザイン論）〔MPP〕

特講（インターンシップ）

特講（公務員論）

特講（コミュニケーション・デザイン論）

特講（ローカルジャーナリズム論）※1

特講（公務員論）〔PSP〕

※1　開講期はオータムセッションです。受講希望者は、別途掲示を確認してください。

2013年度以前入学者のみ
特講（映像ジャーナリズム論）〔MLP〕

特講（物語プログラミング）〔ICP〕 ※2

特講（プログラミング上級）〔ICP〕 ※3

特講（コミュニケーション・デザイン論）〔MLP〕

特講（編集出版論）〔MLP〕

特講（社会調査のリテラシー）〔SRP〕

特講（地域と産業）〔BSC〕

特講（ローカルジャーナリズム論）〔MSC〕※1

※1　開講期はオータムセッションです。受講希望者は、別途掲示を確認してください。

特講（外書講読　社会政策科学　１Ａ）〔PLP〕〔PSP〕〔GSP〕〔MPP〕〔AEP〕〔MLP〕

特講（外書講読　社会政策科学　１Ｂ）〔PLP〕〔PSP〕〔GSP〕〔MPP〕〔AEP〕〔MLP〕

特講（外書講読　社会政策科学　２Ａ）〔PLP〕〔PSP〕〔GSP〕〔MPP〕〔AEP〕〔MLP〕

特講（外書講読　社会政策科学　２Ｂ）〔PLP〕〔PSP〕〔GSP〕〔MPP〕〔AEP〕〔MLP〕

特講（外書講読　メディア社会学　１Ｂ）〔PLP〕〔PSP〕〔GSP〕〔MPP〕〔AEP〕〔MLP〕

特講（外書講読　社会学　１Ａ）〔PLP〕〔PSP〕〔GSP〕〔MPP〕〔AEP〕〔MLP〕

特講（外書講読　社会学　１Ｂ）〔PLP〕〔PSP〕〔GSP〕〔MPP〕〔AEP〕〔MLP〕

特講（外書講読　社会学　２Ａ）〔PLP〕〔PSP〕〔GSP〕〔MPP〕〔AEP〕〔MLP〕

特講（外書講読　社会学　２Ｂ）〔PLP〕〔PSP〕〔GSP〕〔MPP〕〔AEP〕〔MLP〕

特講（外書講読　メディア社会学　１Ａ）〔PLP〕〔PSP〕〔GSP〕〔MPP〕〔AEP〕〔MLP〕

特講（社会を変えるための実践論）

特講（映像ジャーナリズム論）〔MSC〕
2 2～4

※2　プログラミング入門が履修前提

※3　プログラミング初級Ⅱが履修前提

特講（地域と産業）〔BSC〕



 

※左表の授業期間は 

 ガイダンス期間・補講期間を含む 

２０１９（平成３１）年度 学 年 暦 （市ヶ谷・多摩・小金井地区） 
 

 

 

  市ヶ谷地区 多摩地区 小金井地区 

学 年 開 始 4月1日(月) 

入 学 式 4月3日(水) 

春学期授業期間 4月7日(日)～7月20日(土) 4月7日(日)～7月23日(火) 4月7日(日)～7月20日(土) 

春 学 期 補 講 日 

授業期間内補講日：5月18日(土)，5月25日(土)，6月 1日(土)， 

6月29日(土)，7月 6日(土)，7月13日(土) 

（授業期間内補講日は，原則として，市ヶ谷地区については5時限目以降，多摩地区については4時限目以降を補講時限とする） 

春学期試験期間 7月21日(日)～7月31日(水) 7月24日(水)～7月31日(水) 7月21日(日)～7月31日(水) 

夏 季 休 業 期 間 8月1日(木)～9月19日(木) 

夏 季 集 中 

特 別 授 業 期 間 

サマーセッション：8月1日(木)～8月7日(水) 

 オータムセッション：9月13日(金)～9月19日(木) 

9月卒業学位記交付式 

秋 学 期 入 学 式 
9月14日(土) 

秋学期授業期間 

（補講日含む） 

9月20日(金)～12月24日(火) 

1月8日(水)～1月20日(月) 

秋 学 期 補 講 日 

授業期間内補講日： 

 10月19日(土)，10月26日(土)， 

 11月9日(土) 

補講日： 

12月24日(火)， 
1月15日(水)，16日(木)，17日(金) 

授業期間内補講日： 

 10月26日(土)，11月2日(土)， 

11月 9日(土) 

補講日： 

10月18日(金)，12月24日(火)， 

  1月15日(水)～1月17日(金) 

授業期間内補講日： 

 10月19日(土)，10月26日(土)， 

 11月9日(土) 

補講日： 

12月24日(火)， 

1月15日(水)，1月17日(金) 

（授業期間内補講日は，原則として，市ヶ谷地区については5時限目以降，多摩地区については4時限目以降を補講時限とする） 

冬 季 休 業 期 間 12月25日(水)～1月7日(火) 

秋学期試験期間 1月21日(火)～2月1日(土) 

春 季 休 業 期 間 2月2日(日)～3月31日(火) 

春 季 集 中 

特 別 授 業 期 間 
スプリングセッション：3月9日(月)～3月22日(日) 

学 位 授 与 式 3月24日(火) 

学 年 終 了 3月31日(火) 

 

〔市ヶ谷・多摩・小金井〕 

・4月 10 日(水)創立記念日は 5月 1日(水)に振替 

・5月 1日(水)は特別法による祝日(新天皇即位日)及び創立記念日の振替のため授業を実施しない 

・5月 6日(月)こどもの日の振替休日，9 月 23 日(月)秋分の日，10 月 14 日(月)体育の日，10 月 22 日(火)特別法によ

る祝日(即位礼正殿の儀)は授業実施 

・4月 29 日(月)昭和の日，4 月 30 日(火)及び 5月 2日(木)祝日法の規定による休日，5 月 3日(金)憲法記念日，5 月 4

日(土)みどりの日，11 月 4 日(月)文化の日の振替休日，1月 13 日(月)成人の日は授業を実施しない 

・7月 15 日(月)海の日は市ヶ谷・小金井は授業実施，多摩は授業を実施しない 

・11 月 23 日(土)勤労感謝の日は市ヶ谷は授業実施，多摩・小金井は授業を実施しない 

・1月 18 日(土)は大学入試センター試験実施により休講（市ヶ谷のみ） 

・夏季及び春季集中特別授業期間中の 9 月 16 日(月)敬老の日，3月 20 日(金)春分の日は、特別授業実施日とする。 

・5月 21 日(火)は多摩スポーツフェスティバルのため休講とし，7月 23 日(火)に振替えて授業を実施（多摩のみ） 
 

 

   市ヶ谷地区 多摩地区 小金井地区 

春学期授業期間 15週6日 16週2日 15週6日 

秋学期授業期間 15週4日 

春学期試験期間 1週4日 1週1日 1週4日 

秋学期試験期間 1週5日 

夏季集中特別授業期間 2週0日 

春季集中特別授業期間 2週0日 

合 計 38週5日 



月 火 水 木 金 土

〔　　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　　〕

〔　　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　　〕

〔　　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　　〕

〔　　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　　〕

〔　　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　　〕

〔　　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　　〕

〔　　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　　〕

〔　　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　　〕

〔　　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　　〕

〔　　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　　〕
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個人時間割表（チェック用）
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秋

春

秋

春

秋

春

秋

春

秋

春
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