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科目提供箇所 科目名 教員氏名 開講学期 曜日時限名称 キャンパス単位数 志望理由 備考

商研 ビジネスモデル・デザイン 井上 達彦 春学期 月４時限 早稲田 2
基幹研 情報検索 山名 早人 秋学期 木１時限 西早稲田 2

基幹研 バイオインフォマティクス特論
油谷 幸代、富永 大介、福井 一
彦、本野 千恵、山名 早人

秋学期 木２時限 西早稲田 2

グローバル 研究倫理概論 ０１
三枝 健治、綾部 広則、横野 恵、
高林 龍、三嶋 博之、森岡 正博、
石山 敦士、大塚 英明、福田 耕治

夏クォーター 2

グローバル 研究倫理概論 ０２
三枝 健治、綾部 広則、横野 恵、
高林 龍、三嶋 博之、森岡 正博、
石山 敦士、大塚 英明、福田 耕治

冬クォーター 2

グローバル 起業特論Ａ：トップリーダーマネジメント 朝日 透、一木 広治 春クォーター 金６時限 早稲田 1

グローバル 起業特論Ｂ：企業内新規事業開発 朝日 透、小島 信明、島岡 未来子 夏クォーター 火６時限 早稲田 1

グローバル 起業特論Ｃ：トップリーダーマネジメント 朝日 透、鶴谷 武親 秋クォーター 火６時限 早稲田 1

グローバル Advanced Course on Entrepreneurship D
朝日 透、島岡 未来子、パーラック
ステイーブン ウイリス

春クォーター 木６時限 早稲田 1 ○

グローバル 博士実践特論Ａ：イノベーションリーダーシップ
朝日 透、杉浦 正和、鶴谷 武親、
島岡 未来子、谷 益美

集中講義（春学期） 無その他 早稲田 2

グローバル 博士実践特論Ｂ：産業イノベーションとキャリアデザイン 古川 行夫、朝日 透、廣末 雅之 秋クォーター 無その他 西早稲田 1
グローバル 博士実践特論Ｓ：ロジカルコミュニケーション 朝日 透、安田 正、上原 千友 春クォーター 月３-４ 早稲田 2
グローバル グローバルビジネスコミュニケーション基礎 朝日 透、安田 正 集中講義（秋学期） 月３-４ 早稲田 1

グローバル グローバルビジネスコミュニケーション上級 朝日 透、杉浦 正和、齊藤 絵理子 集中講義（秋学期） 無その他 早稲田 1

グローバル CSRマネジメント実践 ０２ 朝日 透、黒澤 正一 集中講義（秋学期） 無その他 西早稲田 2
グローバル イノベーション概論 α：次世代イノベータ―のためのエッセンシャルズ 朝日 透、戸川 望、井上 智治 秋クォーター 木６時限 西早稲田 1 ○
グローバル イノベーション概論 β：次世代イノベータ―のためのエッセンシャルズ 朝日 透、戸川 望、井上 智治 冬クォーター 木６時限 西早稲田 1 ○

グローバル
イノベーションとテクノロジー基礎 α：人工知能・先端ロボットテクノロ
ジーの基礎とスタートアップを学ぶ

朝日 透、樋原 伸彦、牧 兼充 春クォーター 水６時限 西早稲田 1 ○

グローバル
イノベーションとテクノロジー基礎 β：人工知能・先端ロボットテクノロ
ジーの基礎とスタートアップを学ぶ

朝日 透、樋原 伸彦、牧 兼充 夏クォーター 水６時限 西早稲田 1 ○

グローバル
イノベーションとテクノロジー実践 α：人工知能・先端ロボットテクノロ
ジー実践

朝日 透、樋原 伸彦、牧 兼充 秋クォーター 水６時限 西早稲田 1 ○

グローバル
イノベーションとテクノロジー実践 β：人工知能・先端ロボットテクノロ
ジー実践

朝日 透、樋原 伸彦、牧 兼充 冬クォーター 水６時限 西早稲田 1 ○

グローバル ビジネス・プロフェッション（企業） α
井上 達彦、清水 康、高橋 尚彦、
工藤 元

春クォーター 金４時限 早稲田 1

グローバル ビジネス・プロフェッション（企業） β
井上 達彦、清水 康、高橋 尚彦、
工藤 元

夏クォーター 金４時限 早稲田 1

グローバル ビジネス・プロフェッション（行政） α
井上 達彦、清水 康、高橋 尚彦、
工藤 元

秋クォーター 金４時限 早稲田 1

グローバル ビジネス・プロフェッション（行政） β
井上 達彦、清水 康、高橋 尚彦、
工藤 元

冬クォーター 金４時限 早稲田 1

グローバル ビジネスアイデア・デザイン（BID）
井上 達彦、浜口 隆則、野田 拓
志、瀧口 匡、黄塚 森

春クォーター 金４-５ 早稲田 2 ○

グローバル ビジネスモデル仮説検証（エッセンシャル） ０１ 堤 孝志、飯野 将人、高田 祥三 集中講義（春学期） 無その他 西早稲田 2 ○ 「志望理由：不要」に変更
グローバル ビジネスモデル仮説検証（エッセンシャル） ０２ 堤 孝志、飯野 将人、高田 祥三 集中講義（秋学期） 無その他 早稲田 2 ○
グローバル ビジネスモデル仮説検証（プレミアム） ０１ 堤 孝志、飯野 将人、高田 祥三 集中講義（秋学期） 無その他 西早稲田 4 ○
グローバル イノベーション人材になるためのコーチング研修（ベーシック） 島岡 未来子 夏クォーター 木６時限 早稲田 1 ○

※科目登録を行う前に、必ずWebシラバスを確認してください。
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科目提供箇所 科目名 教員氏名 開講学期 曜日時限名称 キャンパス単位数 志望理由 備考

グローバル 起業の技術（12 Essentials）
井上 達彦、黄塚 森、野田 拓志、
浜口 隆則

夏クォーター 金４-５ 早稲田 2 ○

グローバル 実践・起業インターン（REAL） I 井上 達彦、瀧口 匡 秋学期 金４時限 早稲田 2

グローバル Machine Learning for Advanced Integrated Intelligence α
朝日 透、戸川 望、丸山 祐丞、
カーン ムハンマド エムティアス

集中講義（春学期） 土その他 日本橋 1 ○

グローバル Machine Learning for Advanced Integrated Intelligence β
朝日 透、戸川 望、丸山 祐丞、田
部井 靖生、ザオ チビン

集中講義（春学期） 土その他 日本橋 1 ○

グローバル Machine Learning for Advanced Integrated Intelligence γ

朝日 透、戸川 望、丸山 祐丞、
カーン ムハンマド エムティアス、山
田 誠、山本 陽一朗、大武 美保
子、浜中 雅俊

集中講義（春学期） 土その他 日本橋 2 ○

グローバル 人工知能概論
朝日 透、尾形 哲也、丸山 祐丞、
市川 類、杉村 領一

集中講義（春学期） 土１-２ 日本橋 1 ○

グローバル 人工知能とその応用 α：エージェント
朝日 透、尾形 哲也、丸山 祐丞、
野田 五十樹、櫻井 祐子

集中講義（春学期） 土１-２ 日本橋 1 ○

グローバル
The Application of Artificial Intelligence β： Natural Language
Processing

朝日 透、尾形 哲也、丸山 祐丞、
マルティネス ゴメス パスカル、
ジョーンズ ベーベン キーリ

集中講義（春学期） 土１-２ 日本橋 1 ○

グローバル 現代演劇と多文化主義（入門） 澤田 敬司 夏クォーター 金２-３ 早稲田 2 ○
グローバル 現代演劇と多文化主義（発展） 澤田 敬司 冬クォーター 金２-３ 早稲田 2 ○
グローバル シェイクスピアと映像 本山 哲人 秋学期 木４時限 早稲田 2 ○
グローバル 日本語文体の背景 １ 坂本 麻裕子 秋クォーター 水３時限 早稲田 1 ○
グローバル 日本語文体の背景 ２ 坂本 麻裕子 冬クォーター 水３時限 早稲田 1
グローバル 言葉がひらく哲学 １ 外村 江里奈 秋クォーター 火４時限 早稲田 1
グローバル 言葉がひらく哲学 ２ 外村 江里奈 冬クォーター 火４時限 早稲田 1

グローバル 地域研究としての台湾 １
若林 正丈、梅森 直之、紀 旭峰、
浅野 豊美、平川 幸子

春クォーター 火２時限 早稲田 1

グローバル 地域研究としての台湾 ２
若林 正丈、梅森 直之、紀 旭峰、
浅野 豊美、平川 幸子

夏クォーター 火２時限 早稲田 1

グローバル 質的研究方法入門 １ ０２クラス 太田 裕子 秋クォーター 金４時限 早稲田 1
グローバル 質的研究方法入門 ２ ０２クラス 太田 裕子 冬クォーター 金４時限 早稲田 1
グローバル イノベーション創出思考法 １ 三原 康司、高田 祥三 集中講義（春学期） 土３-６ 西早稲田 1
グローバル イノベーション創出思考法 ２ 三原 康司、高田 祥三 集中講義（秋学期） 土３-６ 西早稲田 1
グローバル イノベーション・プラクティス 林 千晶、恩藏 直人 夏クォーター 水２時限 早稲田 1
グローバル 学術的文章の作成とその指導 １ ０１クラス 佐渡島 紗織 春クォーター 金２時限 早稲田 1 ○
グローバル 学術的文章の作成とその指導 １ ０２クラス 坂本 麻裕子 春クォーター 金３時限 所沢 1 ○
グローバル 学術的文章の作成とその指導 １ ０３クラス 太田 裕子 秋クォーター 金２時限 早稲田 1 ○
グローバル 学術的文章の作成とその指導 １ ０４クラス 外村 江里奈 春クォーター 火４時限 早稲田 1 ○
グローバル 学術的文章の作成とその指導 ２ ０１クラス 佐渡島 紗織 夏クォーター 金２時限 早稲田 1
グローバル 学術的文章の作成とその指導 ２ ０２クラス 坂本 麻裕子 夏クォーター 金３時限 所沢 1
グローバル 学術的文章の作成とその指導 ２ ０３クラス 太田 裕子 冬クォーター 金２時限 早稲田 1
グローバル 学術的文章の作成とその指導 ２ ０４クラス 外村 江里奈 夏クォーター 火４時限 早稲田 1

○

本科目はWeb履修申請ができません。
「起業の技術（12 Essentials）」を単位修
得し、選考に合格した者のみ自動登録さ
れます。詳細はWebシラバス確認のこと。


