
・・・商学研究科、ファイナンス研究科、経営管理研究科、社会科学研究科、アジア太平洋研究科に開放する科目
・・・全研究科に開放する科目

＜秋学期＞
科目名 教員氏名 単位数 曜日時限 使用言語

4801001302 01 金融商品取引法 岸田 雅雄 2 月２時限 日本語

4801003701 01 金融工学 豊泉 洋 2 月３時限 日本語

4801003402 01 税務会計トピックス 青山 慶二 2 月４時限 日本語

4801002002 01 財務会計各論II 米山 正樹 2 月５時限 日本語

4801003005 01 公会計 伊澤 賢司／遠藤 尚秀 2 月６時限 日本語

4801001104 01 管理会計II ※基礎管理会計との並行履修不可 小林 啓孝 4 火１～２時限 日本語

4801002301 01 商法総則・商行為法 中村 信男 2 火２時限 日本語

4801003202 01 監査トピックス 福川 裕徳 2 火２時限 日本語

4801002702 01 統計学 豊泉 洋 2 火３時限 日本語

4801001102 02 原価計算（２） ※基礎原価計算との並行履修不可 矢口 龍一 4 火３～４時限 日本語

4801001305 01
会社法 ※企業法、会社法I、会社法IIのいずれか
を修得済の場合、履修不可

尾関 幸美 4 火３～４時限 日本語

4801003001 01 国際会計基準I 秋葉 賢一 2 火５時限 日本語

4801003206 01 内部統制の実務と監査 久保田 昭 2 火５時限 日本語

4801003008 01 ディスクロージャー制度 平松 朗 2 火夜間 日本語

4801003113 01 グローバルマネジメント実務
日置 圭介／秦 久朗／近藤 泰彦
清水 孝

2 火夜間 日本語

4801003301 01 企業会計法 弥永 真生 2 水１時限 日本語

4801002401 01 法人税法II 古川 勇人 2 水２時限 日本語

4801003501 01 経済学トピックス 佐々木 宏夫／赤星 立 2 水２時限 日本語

4801003510 01 不動産評価の理論と実務 杉浦 綾子 2 水３時限 日本語

4801002303 01 現代民法ＩI ※民法IIを修得済の場合、履修不可 吉田 和夫 2 水４時限 日本語

4801003208 01 経理部門における内部統制
荒 雅人／川口 宏之／脇 一郎
松田 賢一郎／渡辺 樹一／清水 孝

2 水４時限 日本語

4801003010 01 金融機関の会計
小林 尚明／遠藤 英昭／鈴木 隆樹
太田 英男

2 水５時限 日本語

4801003607 01 人的資源管理
奥野 薫／麻野 進／松木 剛
松尾 重義

2 水夜間 日本語

4801001502 01 現代経済学Ｂ 佐々木 宏夫 2 木１時限 日本語

4801003112 01 事業再生実務
知野 雅彦／新発田 滋／吉岡 雅博
中村 吉伸／佐々木 宏夫

2 木１時限 日本語

4801002201 02 監査C （２） ※監査II既得者は履修不可 五十嵐 達朗 2 木２時限 日本語

4801003E06 01 International Negotiation ドーラン ダニエル Ｐ． 2 木２時限 英語

4801003003 01 財務会計トピックス 松本 敏史 2 木３時限 日本語

4801003004 01 財務会計英文外書講読 川村 義則 2 木３時限 日・英併用

4801003E03 02 Communication for Accounting Professionals (2) ドーラン ダニエル Ｐ． 2 木３時限 英語

4801003E05 01 International Business News and Trends ドーラン ダニエル Ｐ． 2 木４時限 英語

4801003E04 02 Professional Presentations I (2) ドーラン ダニエル Ｐ． 2 金２時限 英語

4801003401 01 国際税務 青山 慶二 2 金４時限 日本語

4801003011 01 グローバル会計入門
遠藤 英昭／稲田 丈朗／鵜飼 千恵
水野 文絵／秋葉 賢一

2 金５時限 日本語

4801001101 02
基礎原価計算（２） ※原価計算との並行履修不
可。原価計算を修得済の場合、履修不可

清水 孝 2 フルOD 日本語

※授業時間の夜間は19:00-20:30

＜秋学期前半＞

科目名 教員氏名 単位数 曜日時限 使用言語

4801001005 02 簿記I（２） ※基礎簿記との並行履修不可 加藤 大吾 2 月１～２時限 日本語

4801001202 02 監査A （２） ※監査I既得者は履修不可 五十嵐 達朗 2 月２～３時限 日本語

4801001007 02 財務会計Ａ（２） 川村 義則 2 木４～５時限 日本語

4801002604 01 経営学概論 山野井 順一 2 金１～２時限 日本語

＜秋学期後半＞

科目名 教員氏名 単位数 曜日時限 使用言語

4801001203 02 監査B （２） ※監査I既得者は履修不可 五十嵐 達朗 2 月２～３時限 日本語

4801002003 02 応用簿記 （２） 加藤 大吾 2 月１～２時限 日本語

4801001006 02 簿記II（２） ※基礎簿記との並行履修不可 川村 義則 2 木４～５時限 日本語

4801001008 02 財務会計Ｂ（２） 松本 敏史 2 金１～２時限 日本語

※Web科目登録時には、例えば「基礎簿記」と「簿記Iまたは簿記II」、「基礎原価計算」と「原価計算」などを同一学期並行履修の形で登録しても前提条
件エラーが表示されません。ただし、科目登録期間終了後に会計研究科にてチェックを行い、並行履修が認められていない科目を登録している場合に
はいずれかの科目をランダムに【不可】としますので、ご注意ください。
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