
2020年度大学院時間割表　【経営学研究科】経営学専攻 他専攻や学部と合同で行う授業があります。詳細は大学院HPの履修案内に掲載している「授業科目担当者一覧」をご覧ください。

更新日： 2020年8月31日

専攻 時限
授業
コード
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科目 担当 履修期 教室
授業
コード

科目 担当 履修期 教室
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コード

科目 担当 履修期 教室

1時限
8:50～10:30 X7006 経営戦略特論 孫德峰 年間 BT1102 X7122 企業間関係論 金容度 春期 401

X7168 経営組織論 長岡健 春期 BT0605

X7189 マーケティング論 竹内淑恵 春期 BT0706

X7009 マーケティング特論 田路則子 秋期 BT1001

X7113 ワークショップ（企業家養成） 福島英史 秋期 201

2時限
10:40～１2:20 X7029 産業組織論 大木良子 年間 BT1006 - 企業間関係論 金容度 春期 401

- 経営組織論 長岡健 春期 BT0605

- マーケティング論 竹内淑恵 春期 BT0706

X7410
◆博士演習ⅠＡ
 ［博士用］

洞口治夫 春期 BT1002

- マーケティング特論 田路則子 秋期 BT1001

- ワークショップ（企業家養成） 福島英史 秋期 201

X7411
◆博士演習ⅠＢ
 ［博士用］

洞口治夫 秋期 BT1103

3時限
13:00～14:40 X7114 企業家活動 稲垣京輔 春期 BT1005

X7138 地域経済研究（ＥＵ） 藤澤利治 春期 303

X7165 人事制度論 奥西好夫 春期 201

X7231 会計学基礎 筒井知彦 春期 BT0904

X7136 国際経営論 洞口治夫 秋期 BT1007

4時限
15:00～16:40 X7013 管理会計特論 福田淳児 年間 BT1002 X7026 国際金融論特論 横内正雄 年間 201 - 企業家活動 稲垣京輔 春期 BT1005

- 地域経済研究（ＥＵ） 藤澤利治 春期 303

- 人事制度論 奥西好夫 春期 201

- 国際経営論 洞口治夫 秋期 BT1007

5時限
16:50～18:30 X7004 人的資源管理特論 藤本真 年間 601 X7037 経営学演習 新倉貴士 年間 BT・1711研

X7038 経営学演習 小川憲彦 年間 設定なし

X7039 経営学演習 横山斉理 年間 BT0906

X7040 経営学演習 福田淳児 年間 BT・1703研

X7041 経営学演習 長岡健 年間 設定なし

X7042 経営学演習 永山晋 年間 設定なし

X7436
◆博士演習ⅢＡ
 ［博士用］

金容度 春期 BT・1808研

X7437
◆博士演習ⅢＢ
 ［博士用］

金容度 秋期 BT・1808研

6時限
18:35～20:15 X7162 人的資源管理論 佐野嘉秀 春期 BT1002 X7164 キャリアマネジメント論 小川憲彦 春期 BT1204 X7115 企業家史 二階堂行宣 春期 BT0701 X7191 マーケティング・リサーチ論 西川英彦 春期 BT0705 X7142 国際物流論 恩田登志夫 春期 401

X7196 流通システム論 横山斉理 春期 BT1005 X7217 税務会計論 金子友裕 秋期 603 X7166 労働市場論 藤本真 春期 601 X7233 経済学基礎 宮澤信二郎 Ⅰ期 BT1003 X7187 ワークショップ（マーケティング） 小林健一 秋期 201

X7221 基礎ファイナンス 山嵜輝 春期 301 X7194 サービス・マネジメント論 木村純子 春期 BT0506 X7137 地域経済研究（アメリカ） 河村哲二 秋期 BT1001

X7167 労使コミュニケーション論 呉学殊 秋期 301 X7214 ワークショップ（アカウンティング・ファイナンス） 福多裕志・川島健司 春期 BT1007 X7141 国際マーケティング論 長谷川翔平 秋期 BT1006

X7225 コーポレート・ファイナンス 岸本直樹 秋期 BT1004 X7236 日本経済基礎 平田英明 Ⅰ期 BT1003 X7170 経営情報論 岸眞理子 秋期 BT1103

X7226 企業評価論 浅野敬志 秋期 203 X7118 イノベーション・マネジメント概論 近能善範 秋期 301 X7240 ｅ-ビジネス論 入戸野健 Ⅳ期 BT1005

X7143 国際会計論 松井泰則 秋期 401 X7216 財務会計論 倉田幸路 秋期 601

X7190 消費者行動論 新倉貴士 秋期 BT1007

X7222 実証ファイナンス入門 金瑢晋 秋期 201

7時限
20:20～22:00 - 人的資源管理論 佐野嘉秀 春期 BT1002 - キャリアマネジメント論 小川憲彦 春期 BT1204 - 企業家史 二階堂行宣 春期 BT0701 - マーケティング・リサーチ論 西川英彦 春期 BT0705 - 国際物流論 恩田登志夫 春期 401 X7421

◆博士演習ⅡＡ
 ［博士用］

新倉貴士 春期 BT・1711研

- 流通システム論 横山斉理 春期 BT1005 - 税務会計論 金子友裕 秋期 603 - 労働市場論 藤本真 春期 601 - 経済学基礎 宮澤信二郎 Ⅰ期 BT1003 - ワークショップ（マーケティング） 小林健一 秋期 201 X7422
◆博士演習ⅡＢ
 ［博士用］

新倉貴士 秋期 BT・1711研

- 基礎ファイナンス 山嵜輝 春期 301 - サービス・マネジメント論 木村純子 春期 BT0506 - 地域経済研究（アメリカ） 河村哲二 秋期 BT1001 X7423
◆博士演習ⅡＡ
 ［博士用］

西川英彦 春期 BT・1810研

- 労使コミュニケーション論 呉学殊 秋期 301 - ワークショップ（アカウンティング・ファイナンス） 福多裕志・川島健司 春期 BT1007 - 経営情報論 岸眞理子 秋期 BT1103 X7424
◆博士演習ⅡＢ
 ［博士用］

西川英彦 秋期 BT・1810研

- 企業評価論 浅野敬志 秋期 203 - 日本経済基礎 平田英明 Ⅰ期 BT1003 - ｅ-ビジネス論 入戸野健 Ⅳ期 BT1005 X7425
◆博士演習ⅡＡ
 ［博士用］

田路則子 春期 設定なし

- イノベーション・マネジメント概論 近能善範 秋期 301 - 財務会計論 倉田幸路 秋期 601 X7426
◆博士演習ⅡＢ
 ［博士用］

田路則子 秋期 設定なし

- 国際会計論 松井泰則 秋期 401 X7430
◆博士演習ⅢＡ
 ［博士用］

西川英彦 春期 BT・1810研

- 消費者行動論 新倉貴士 秋期 BT1007 X7431
◆博士演習ⅢＢ
 ［博士用］

西川英彦 秋期 BT・1810研

- 実証ファイナンス入門 金瑢晋 秋期 201 X7432
◆博士演習ⅢＡ
 ［博士用］

竹内淑恵 春期 BT・1813研

X7433
◆博士演習ⅢＢ
 ［博士用］

竹内淑恵 秋期 BT・1813研

X7434
◆博士演習ⅢＡ
 ［博士用］

横内正雄 春期 BT・1601研

X7435
◆博士演習ⅢＢ
 ［博士用］

横内正雄 秋期 BT・1601研

X7438
◆博士演習ⅢＡ
 ［博士用］

新倉貴士 春期 BT・1711研

X7439
◆博士演習ⅢＢ
 ［博士用］

新倉貴士 秋期 BT・1711研

X7440
◆博士演習ⅢＡ
 ［博士用］

長岡健 春期 80・304研

X7441
◆博士演習ⅢＢ
 ［博士用］

長岡健 秋期 80・304研

X7442
◆博士演習ⅢＡ
 ［博士用］

坂上学 春期 設定なし

X7443
◆博士演習ⅢＢ
 ［博士用］

坂上学 秋期 設定なし

X7444
◆博士演習ⅢＡ
 ［博士用］

金瑢晋 春期 設定なし

X7445
◆博士演習ⅢＢ
 ［博士用］

金瑢晋 秋期 設定なし

X7446
◆博士演習ⅢＡ
 ［博士用］

李瑞雪 春期 BT・1805研

X7447
◆博士演習ⅢＢ
 ［博士用］

横山斉理 秋期 設定なし

X7448
◆博士演習ⅢＡ
 ［博士用］

神谷健司 春期 BT・1807研

X7449
◆博士演習ⅢＢ
 ［博士用］

神谷健司 秋期 BT・1807研

授業
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科目 担当 履修期 教室
授業
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履修
期
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科目 担当 履修期 教室

X7250 修士論文 専攻教員 年間 -

X7500 博士論文 専攻教員 年間 - X7101 企業家養成演習 金容度 春期 設定なし X7151 人材・組織マネジメント演習 長岡健 春期 設定なし X7177 マーケティング演習 田路則子 春期 設定なし X0006 春期・単位互換（2単位）の科目 - - -

X7102 企業家養成演習 金容度 秋期 設定なし X7152 人材・組織マネジメント演習 長岡健 秋期 設定なし X7178 マーケティング演習 田路則子 秋期 設定なし X0007 秋期・単位互換（2単位）の科目 - - -

X7450 ◆博士コースワークショップⅠＡ ［博士用］ 専任教員 春期 - X7103 企業家養成演習 近能善範 春期 設定なし X7153 人材・組織マネジメント演習 小川憲彦 春期 設定なし X7179 マーケティング演習 新倉貴士 春期 設定なし X0022 通年・単位互換（4単位）の科目 - - -

X7451 ◆博士コースワークショップⅠＢ ［博士用］ 専任教員 秋期 - X7104 企業家養成演習 近能善範 秋期 設定なし X7154 人材・組織マネジメント演習 小川憲彦 秋期 設定なし X7180 マーケティング演習 新倉貴士 秋期 設定なし X0023 春期・単位互換（4単位）の科目 - - -

X7452 ◆博士コースワークショップⅡＡ ［博士用］ 専任教員 春期 - X7105 企業家養成演習 福島英史 春期 設定なし X7155 人材・組織マネジメント演習 岸眞理子 春期 設定なし X7181 マーケティング演習 木村純子 春期 設定なし X0024 秋期・単位互換（4単位）の科目 - - -

X7453 ◆博士コースワークショップⅡＢ ［博士用］ 専任教員 秋期 - X7106 企業家養成演習 福島英史 秋期 設定なし X7156 人材・組織マネジメント演習 岸眞理子 秋期 設定なし X7182 マーケティング演習 木村純子 秋期 設定なし

X7454 ◆博士コースワークショップⅢＡ ［博士用］ 専任教員 春期 - X7107 企業家養成演習 二階堂行宣 春期 設定なし X7157 人材・組織マネジメント演習 佐野嘉秀 春期 設定なし X7183 マーケティング演習 横山斉理 春期 設定なし

X7455 ◆博士コースワークショップⅢＢ ［博士用］ 専任教員 秋期 - X7108 企業家養成演習 二階堂行宣 秋期 設定なし X7158 人材・組織マネジメント演習 佐野嘉秀 秋期 設定なし X7184 マーケティング演習 横山斉理 秋期 設定なし

X7401
◆博士演習ⅠＡ［博士用］
（履修登録用代表コード）

専任教員 春期 - 博士後期課程1年生はこのコードで登録してください。 X7123 国際経営演習 藤澤利治 春期 設定なし X7159 人材・組織マネジメント演習 永山晋 春期 設定なし X7202 アカウンティング･ファイナンス演習 山嵜輝 春期 設定なし X0025 春期・単位互換（2単位）の科目 - - -

X7402
◆博士演習ⅠＢ［博士用］
（履修登録用代表コード）

専任教員 秋期 - 博士後期課程1年生はこのコードで登録してください。 X7124 国際経営演習 藤澤利治 秋期 設定なし X7160 人材・組織マネジメント演習 永山晋 秋期 設定なし X7203 アカウンティング･ファイナンス演習 山嵜輝 秋期 設定なし X0026 秋期・単位互換（2単位）の科目 - - -

X7125 国際経営演習 横内正雄 春期 設定なし Ｘ7145 人材・組織マネジメント演習 佐野哲 春期 設定なし X7204 アカウンティング･ファイナンス演習 岸本直樹 春期 設定なし X0027 通年・単位互換（4単位）の科目 - - -

X7126 国際経営演習 横内正雄 秋期 設定なし Ｘ7146 人材・組織マネジメント演習 佐野哲 秋期 設定なし X7205 アカウンティング･ファイナンス演習 岸本直樹 秋期 設定なし X0036 春期・単位互換（4単位）の科目 - - -

X7147 人材・組織マネジメント演習 西川真規子 春期 設定なし X7173 マーケティング演習 竹内淑恵 春期 設定なし X7206 アカウンティング・ファイナンス演習 金瑢晋 春期 設定なし X0037 秋期・単位互換（4単位）の科目 - - -

X7148 人材・組織マネジメント演習 西川真規子 秋期 設定なし X7174 マーケティング演習 竹内淑恵 秋期 設定なし X7207 アカウンティング･ファイナンス演習 金瑢晋 秋期 設定なし

X7175 マーケティング演習 長谷川翔平 春期 設定なし X7210 アカウンティング･ファイナンス演習 坂上学 春期 設定なし

X7176 マーケティング演習 長谷川翔平 秋期 設定なし X7211 アカウンティング・ファイナンス演習 坂上学 秋期 設定なし

博士後期課程３年生は全員登録してください。

履修案内とWebシラバスを参照し、各自該当の科目を登録してください。

他大学院で履修する単位互換科目（２科目履修する場合）
※３科目以上履修する場合は大学院課にご相談ください。

経
営

点線枠内は、修士課程（昼間）の科目です。
※ただし、博士科目（科目名の冒頭に◆）
については、昼・夜の区別はありません。

＜土曜6限＞修士課程（夜間）演習科目
詳細は下段を参照してください。

集中・その他
（一部、通常科目も記載）

日程・注意事項など 日程・注意事項など 日程・注意事項など

修士課程２年生は全員登録してください。 【修士課程（夜間）演習科目】開講は土曜6限　※履修登録は土曜6限で行ってください。 他大学院で履修する単位互換科目

土月 火 水 木 金


