
■凡例の説明 =春クォーター科目 【財、監、管】 =短答免除対象科目

注）教室は受講者数等によって変更となる場合があります。最新情報は掲示板にて確認してください。 =夏クォーター科目 【（企業名）】 =提携講座

注）教室表示で●●-●●のように、ハイフンのあるものは、前半が号館、後半が教室番号となります。ハイフンなし（e.g. 901）は11号館の教室です。

担当教員 担当教員 担当教員 担当教員 担当教員 担当教員

[教室] [教室] [教室] [教室] [教室] [教室]

加藤 滑川 佐々木 篠原 篠原

913 913 901 913 901

加藤 鈴木 秋葉 篠原

913 601 1112 901

栗原

913

加藤
大平・清水・古賀・秋

葉
臼倉・奥村・牧野・佐々

木（惠）・神崎・秋葉 DOLAN 篠原

913 913 913 1108 901

加藤 小林 佐々木 DOLAN 篠原

913 907 901 1112 901

矢口 DOLAN 栗原
河野・熊見・住川・
津端・宮下・佐々木

清水

601 904 1102 913 913

片岡 豊泉 栗原 中里

907 908 908 904

青山 尾関
狐塚・小野・石倉・
篠塚・丸田・鈴木

松本 矢口

904 913 913 901 901

矢口 亀岡 大塚 DOLAN 清水

601 904 1105 904 913

豊泉 坂野 篠原 松本

908 901 1103 1102

奥村 豊泉 栗原

901 908 1108

青山 尾関 川村 松本 千葉

904 913 901 901 904

加藤 小林 川村 加藤

913 901 901 901

吉田 DOLAN 本田 小林

908 904 913 913

青山 DOLAN

1104 904

吉田 秋葉
山本・住田・関口・井上・

大森・秋山・秋葉 川村 松本

901 908 913 901 901

米山 秋葉 川村 加藤

913 913 901 901

清水 本田 小林

1111 913 904

秋葉 秋葉 東

908 905 904

秋葉 青山
粟野・藤島・林・東・

下平
913 8-613 913

河田・宗像・石黒・古嶋・高
橋・本徳・権田・鈴木

鈴木・鳥居・長谷川・稲生・
佐久間・藤嶋・山田

1104 601

柳

901
【春学期オンデマンド】 【夏季集中】

科目名 担当教員 科目名 担当教員
財務会計ﾘﾃﾗｼｰ（1）（春 ） 川村・秋葉 監査現場シミュレーション　　※ 嶋田
財務会計ﾘﾃﾗｼｰ（2）（夏） 川村・秋葉 管理会計Ⅰ（2）【管】 青木 9/4(月）-9/8（金）　2-4限/913教室

9/11（月）-9/13（水）1-5限/904教室　※9/11は10時から開始

金 土

科目名 科目名 科目名 科目名 科目名 科目名

情報基礎
非営利会計【財】
（商研合併科目）

ｱｸﾁｭｱﾘｰ数学
（商研合併科目）

International Negotiation 原価計算（1）【管】

租税法 会社法
IPO実務

【優成監査法人】
財務分析【管】

【春学期(春・夏クォーター科目を含む）および夏季集中】

月 火 水 木

簿記Ⅱ（1）（夏）【財】 ﾋﾞｼﾞﾈｽｹﾞｰﾑ･ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ IFRSワークショップ 監査B（1）（夏）【監】
1

9:00
10:30

簿記Ⅰ（1）（春）【財】
損害保険の数理と会計

（基幹研合併科目）
ビジネス・エコノミクスⅠ 監査C（1）【監】 監査A（1）（春）【監】

所得税法

2
10:40
12:10

簿記Ⅰ（1）（春）【財】
企業の成長戦略としての税務

【EY税理士法人】(春)

金融機関のｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ･ﾘｽｸ管理･
ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ

【新日本有限責任監査法人】

Corporate Governance -
Basic（春）

監査A（1）（春）【監】

簿記Ⅱ（1）（夏）【財】

ミクロ経済学
（商研合併科目）

ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｽﾞ･ﾘｻｰﾁ 消費税法 経営財務

管理会計各論【管】 現代経済学A
Business Communication -

Basic（夏）
監査B（1）（夏）【監】

情報基礎 Professional Presentations （1） 租税法実務ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ（1） CRM実務
【デロイトトーマツコンサルティング】

原価計算（1）【管】

基礎原価計算（1）

ﾋﾞｼﾞﾈｽ数学
経営戦略

（商研合併科目）
監査の実務と応用ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

（1）
財務会計応用ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

企業評価【管】 ビジネスデータサイエンス
Corporate Tax Law

Workshop(1）

4
14:45
16:15

租税法 会社法 財務会計A（1）（春）【財】 財務会計B（1）（春）【財】 相続税法

基礎簿記【財】 管理会計Ⅰ（1）【管】

3
13:00
14:30

国際課税実務ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ
Corporate Fraud Case

Studies

財務会計各論Ⅰ（夏）【財】 応用簿記（1）（夏）【財】

不正会計事例と監査人
ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ（1）

Introduction to Accounting
Communication （1）

法人税法Ⅰ 基礎管理会計【管】

財務会計各論II【財】 財務会計C（夏）【財】 財務会計各論Ⅰ（夏）【財】 応用簿記（1）（夏）【財】

6
18:15
19:45

財務会計基礎ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ（春） 国際会計基準Ⅱ【財】 公監査論

財務会計C（夏）【財】

5
16:30
18:00

資本市場と会計職業倫理（1）
【監】

財務会計基礎ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ（春）
会計・監査の最新実務

【あずさ監査法人】
財務会計A（1）（春）【財】 財務会計B（1）（春）【財】

原価計算実務ワークショップ 法人税法Ⅰ 管理会計英文外書講読

6月8日変更（赤字部分）

株主価値創造理論とIR

租税法各論Ⅰ
（法学研合併科目）

【新設】ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｶﾞﾊﾞﾅﾝｽと企
業ﾘｽｸ管理

夜
19:00
20:30

ﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ実務
【ｱｸｾﾝﾁｭｱ】

ERP財務会計実務
【ｱﾋﾞｰﾑｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ】


