
経済研究科 時間割　2学期 作成日：2019/9/17

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ⅠB-1 大塚 Ｐ-201 租税法特論 水野 Ｐ-201 特別研究ⅠB-10 水野 Ｐ-201 人的資源管理研究Ⅱ 国府 Ｐ-204 特別研究ⅠB-7 佐藤（政） Ｐ-205 特別研究ⅠB-6 佐久間 Ｐ-201

特別研究ⅠB-14 中野 Ｐ-SR2A 特別研究ⅠB-36 永田 Ｐ-206 特別研究ⅡB-10 水野 Ｐ-201 特別研究ⅡB-16 長谷川 Ｐ-201 経済研究指導Ⅰ-M 上村 Ｐ-208

特別研究ⅡB-36 永田 Ｐ-206
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

グローバル・マーケティング
研究

趙 1-1409 労働経済研究 下田 Ｐ-205 ファイナンス工学研究Ⅱ 籠 1-1307 開発経済研究Ⅱ ラウ Ｐ-SR2A 特別研究ⅠB-38 ミロシュニック Ｐ-SR2B
経営管理リサーチセミナーⅡ
-E

高 Ｐ-404

特別研究ⅡB-26 籠 Ｂ-305 経営研究持論Ⅲ 趙 B-317 特別研究ⅡB-17 花枝 Ｐ-SR2B 特別研究ⅠB-39 近藤　 Ｐ-206
経営管理リサーチセミナーⅠ
-E

高 Ｐ-404

経済研究指導Ⅲ-C 高 Ｐ-404 特別研究ⅠB-31 佐藤（仁） Ｐ-208 経済研究指導Ⅰ-C 高 Ｐ-404

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Ⅱ 長谷川 Ｐ-SR2A 財政学研究Ⅱ 佐久間 Ｐ-201
コーポレートファイナンス研究
Ⅱ

長谷川 Ｐ-204 英語原典講読Ⅳ ラウ B-316 経済史リサーチセミナーⅠ-H 佐藤（政） Ｐ-SR2A

ファイナンスリサーチセミナー
Ⅱ-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ⅠB-8 下田 Ｐ-205
ファイナンスリサーチセミナー
Ⅰ-M

上村 Ｐ-208 経済史リサーチセミナーⅡ-H 佐藤（政） Ｐ-SR2A

ファイナンスリサーチセミナー
Ⅰ-G

小野 Ｐ-208
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Ⅰ-H 佐藤（政） Ｐ-SR2A

特別研究ⅡB-5 小野 Ｐ-SR1A 経営史リサーチセミナーⅡ-H 佐藤（政） Ｐ-SR2A

ファイナンスリサーチセミナー
Ⅰ-C

籠 Ｐ-205 特別研究ⅠB-25 ラウ Ｐ-SR1A
アカデミック・ライティング Ⅱ-
Ｊ

齋藤 Ｐ-208 特別研究ⅠB-26 籠 Ｐ-SR2A 特別研究ⅠB-13 中島 Ｐ-SR1A 開発経営研究Ⅱ 大場 Ｐ-SR2A

特別研究ⅡB-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-204
経済政策リサーチセミナーⅠ
-T

ラウ Ｐ-SR2B
経営戦略リサーチセミナーⅠ
-B

大場 Ｐ-SR2A

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-D 籠 Ｐ-SR2A
経済政策リサーチセミナーⅡ
-T

ラウ Ｐ-SR2B
経営戦略リサーチセミナーⅡ
-B

大場 Ｐ-SR2A

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-204 経済研究指導Ⅰ-I 大場 Ｐ-SR2A

経済研究指導Ⅱ-S ラウ Ｐ-201 特別研究ⅡB-4 大場 B-216

特別研究ⅠB-30 上村 Ｐ-SR1A 金融リスク管理研究 上村 Ｐ-SR1A 地域経済研究特論 永田 Ｐ-201

経済研究指導Ⅰ-U 下田 Ｐ-205 経営研究特論Ⅱ 中野 Ｐ-204

経済理論リサーチセミナーⅠ
-C

徳永 Ｐ-SR1B
経済理論リサーチセミナーⅡ
-C

徳永 Ｐ-203 特別研究ⅠB-32 別所 Ｐ-SR1A 特別研究ⅠB-34 宮本 Ｐ-SR2B 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 特別研究ⅡB-34 宮本 Ｐ-SR2B 特別研究ⅠB-35 堀内 Ｐ-SR1B

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-B 徳永 Ｐ-201 特別研究ⅡB-32 別所 Ｐ-SR1A

経済研究指導Ⅰ-H 中野 Ｐ-SR1B

休講 都市経済研究 佐藤（仁） 注　1-:校舎かえで
注　B-:研究室B棟
注　P-:生涯教育プラザ
注　SR:セミナールーム

土
曜
日

６時限 18:10～19:40

月
曜
日

火
曜
日

水
曜
日

木
曜
日

金
曜
日

曜日
１時限 9:00～10:30 ２時限 10:40～12:10 ３時限 13:10～14:40 ４時限 14:50～16:20 ５時限 16:30～18:00


