
経済研究科 時間割　1学期 作成日：2019/3/28

授業科目 担 当 者 教室 授業科目 担 当 者 教室 授業科目 担 当 者 教室 授業科目 担 当 者 教室 授業科目 担 当 者 教室 授業科目 担 当 者 教室

特別研究ⅠＡ-1 大塚 Ｐ-305 租税法研究Ⅰ（所得税） 水野 Ｐ-201 特別研究ⅠＡ-10 水野 Ｐ-201 人的資源管理研究Ⅰ 国府 Ｐ-204 特別研究ⅠＡ-7 佐藤（政） Ｐ-205 特別研究ⅠＡ-3 徳永 Ｐ-SR1A

特別研究ⅠＡ-14 中野 Ｐ-SR2A 特別研究ⅠＡ-36 永田 Ｐ-SR2A 特別研究ⅠＡ-11 高辻 Ｐ-PC 特別研究ⅠＡ-9 高 Ｐ-SR1A 特別研究ⅠＡ-6 佐久間 Ｐ-SR1B

特別研究ⅡA-36 永田 Ｐ-SR2A 特別研究ⅡA-10 水野 Ｐ-201 特別研究ⅠＡ-31 佐藤（仁） Ｐ-207 経済研究指導Ⅰ-M 上村 Ｐ-SR2A

数量分析基礎 佐藤（仁） Ｐ-PC 特別研究ⅡＡ-37 八木 Ｐ-SR2A 特別研究ⅡＡ-16 長谷川 Ｐ-201

ファイナンスリサーチセミナーⅠ-D 高辻 Ｐ-PC

ファイナンスリサーチセミナーⅡ-D 高辻 Ｐ-PC

ビジネスエシックス研究Ⅰ 高 Ｐ-204 経営管理研究 近藤　 Ｐ-201 ファイナンス工学研究Ⅰ 籠 Ｐ-PC 金融研究Ⅱ 中島 Ｐ-208 経営戦略研究 八木 Ｐ-204 特別研究ⅠＡ-5 小野 Ｐ-SR1A

特別研究ⅠＡ-20 趙 Ｂ-317 社会情報システム研究Ⅱ 高辻 1-307 マーケティング研究 八木 Ｐ-204 経営管理リサーチセミナーⅠ-E 高 Ｐ-404 経営管理リサーチセミナーⅡ-E 高 Ｐ-404

特別研究ⅡＡ-17 花枝 Ｐ-201 開発経済研究Ⅰ ラウ Ｐ-SR1B 経済研究指導Ⅰ-C 高 Ｐ-404

経済研究指導Ⅲ-C 高 Ｐ-404 特別研究ⅠＡ-39 近藤　 Ｐ-SR2A

経営管理リサーチセミナーⅠ-L 長谷川 Ｐ-201

経営管理リサーチセミナーⅡ-L 長谷川 Ｐ-201

経済理論リサーチセミナーⅠ-U 下田 Ｂ-306 会計理論研究Ⅰ 長谷川 Ｐ-SR2A 財政学研究Ⅰ 佐久間 Ｐ-201 日本経営史研究 佐藤（政） Ｐ-201 特別研究ⅠＡ-30 上村 Ｐ-208 経済史リサーチセミナーⅠ-H 佐藤（政） Ｐ-SR2B

ファイナンスリサーチセミナーⅠ-G 小野 Ｐ-201 経済理論リサーチセミナーⅡ-U 下田 Ｂ-306 特別研究ⅠＡ-8 下田 Ｐ-207 コーポレートファイナンス研究Ⅰ 長谷川 Ｐ-204 経済史リサーチセミナーⅡ-H 佐藤（政） Ｐ-SR2B

ファイナンスリサーチセミナーⅡ-G 小野 Ｐ-201 経済研究指導Ⅰ-D 籠 Ｐ-206 ファイナンスリサーチセミナーⅠ-M 上村 Ｐ-208 経営史リサーチセミナーⅠ-H 佐藤（政） Ｐ-SR2B

経済研究指導Ⅰ-J 小野 Ｐ-202 ファイナンスリサーチセミナーⅡ-M 上村 Ｐ-208 経営史リサーチセミナーⅡ-H 佐藤（政） Ｐ-SR2B

ファイナンスリサーチセミナーⅠ-C 籠 Ｐ-205 特別研究ⅠＡ-25 ラウ Ｐ-SR1A アカデミック・ライティング Ⅰ-Ｊ 齋藤 Ｐ-208 経済政策リサーチセミナーⅠ-T ラウ Ｐ-201 特別研究ⅠＡ-4 大場 Ｐ-201 開発経営研究Ⅰ 大場 Ｐ-201

特別研究ⅡA-25 ラウ Ｐ-SR1A マーケティングリサーチセミナーⅠ-J 花枝 Ｐ-SR2B 経済政策リサーチセミナーⅡ-T ラウ Ｐ-201 特別研究ⅠＡ-13 中島 Ｐ-206 特別研究ⅠＡ-19 ラフ Ｂ-501

ファイナンスリサーチセミナーⅡ-C 籠 Ｐ-205 経済研究指導Ⅰ-S ラウ Ｐ-201 マーケティングリサーチセミナーⅡ-J 花枝 Ｐ-SR2B 経営戦略リサーチセミナーⅠ-B 大場 Ｐ-201

経済研究指導Ⅱ-S ラウ Ｐ-201 経営戦略リサーチセミナーⅡ-B 大場 Ｐ-201

経済研究指導Ⅰ-I 大場 Ｐ-201

経済研究指導Ⅰ-U 下田 Ｐ-201 ファイナンス理論研究 上村 Ｐ-208 経営組織研究 中野 Ｐ-204

経済理論リサーチセミナーⅠ-C 徳永 Ｐ-SR1B 租税法研究Ⅲ（消費税） 宮本 Ｐ-SR2B 租税法研究Ⅱ（法人税） 別所 Ｐ-SR1A 特別研究ⅠＡ-32 別所 Ｂ-208 特別研究ⅡA-32 別所 Ｐ-201

経済理論リサーチセミナーⅡ-C 徳永 Ｐ-205 特別研究ⅡA-34 宮本 Ｐ-SR2B 特別研究ⅠＡ-34 宮本 Ｂ-214 経済研究指導Ⅰ-F 佐藤（政） Ｐ-206

経営管理リサーチセミナーⅠ-K 中野 Ｐ-201 経済研究指導Ⅰ-B 徳永 Ｐ-205

経営管理リサーチセミナーⅡ-K 中野 Ｐ-201 経済研究指導Ⅰ-H 中野 Ｐ-201

集中 数量分析基礎演習 佐藤（仁） Ｐ-PC 8月28日(水)～8月30日(金) 注　1-:校舎かえで
未未 計量経済学研究Ⅱ 徳永 注　B-:研究室B棟
未未 経営研究特論Ⅰ 趙 注　P-:生涯教育プラザ
未未 アメリカ研究特論 堀内 注　PCR:プラザ棟1階PCルーム
未未 特別研究ⅠＡ-35 堀内 注　SR:セミナールーム
未未 特別研究ⅠＡ-26 籠
未未 特別研究ⅠＡ-38 ミロシュニック

未未 特別研究ⅠＡ-22 馬場
未未 英語原典講読Ⅲ 未定
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