
■凡例の説明 =秋クォーター科目 【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。 =冬クォーター科目 =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 ドーラン 佐々木 小林・服部 鈴木

901 1112 901 1110 601

加藤 栗原 鈴木 加藤・若林 鈴木

901 913 601 908 601

KPMG FAS 弥永

901 904

清水

913

加藤 清水　弘幸 佐々木 小林・服部 鈴木

901 908 1110 1110 601

加藤 ドーラン 石橋 清水 鈴木

901 1111 907 913 601

清水 大塚 篠原 谷口

1112 908 1109 54-202

大塚 本田

913 913

豊泉 ドーラン 野村 篠原 篠原 川崎

908 1111 908 913 901 1102

秋葉 ドーラン
太陽有限責任

監査法人
ドーラン 篠原 西村

913 1111 901 904 901 1110

栗原 伏見 伏見 安藤

1102 901 913 601

栗原 豊泉

1102 53-304

久保田

901

豊泉

908

加藤 栗原
ジャパン ビジネス ア

シュアランス
川村 篠原 川崎

1111 1102 913 913 901 1102

加藤 栗原 松岡 川村 篠原 西村

1111 1102 1102 913 901 1110

金子 大塚 大森 ドーラン 松本 安藤

901 1112 1109 1110※1 913 601

稲垣・外賀 小池 金子 岩沢

913 27-201 901 819

加藤 大塚 安達・田中・浜田 川村
ＰｗＣあらた有限責任

監査法人

1111 1112 901 913 901

加藤
野村資産承継

研究所
小林 他 川村 松本

1111 901 913 913 1141

金子 稲垣・外賀 吉田 松本

901 913 1105 1108

金子 谷岡・枇杷・武藤 清水（理工） 金子

1102 53-401 53-104 1102

伏見

8-616

花津谷

53-203

荒井・関口・藤澤 實石・松森 企業会計基準ワークショップ 秋葉 鈴木

901 913 905 601

伊澤 川村 東

913 1104 904

鈴木

601

平松 稲生　他

908 601

松尾　他

908
【秋学期オンデマンド】

科目名 担当教員 ※AIと監査の未来（隔週）の講義実施日：10月1日、10月15日、10月29日、11月12日

財務会計リテラシー（３） 秋葉・川村
基礎原価計算（２） 清水

※1　11/28、12/5、12/12のみ904教室

法人税法実務ワークショップ
（隔週）

法人税法実務ワークショップ
（隔週）

経済分析実務ワークショップ
（隔週）

アクチュアリー統計演習 監査C　（２）【監】

租税法実務ワークショップ（２） 税務会計トピックス 国際税務 データ分析（隔週）

数理統計基礎

内部統制の実務と監査

人的資源管理

6
18:15
19:45

アクチュアリー年金数理演習 アクチュアリー損保数理演習 ERPシステム実務

保険数理概論
（基幹合併科目）

AIと監査の未来（隔週）

管理会計II【管】

夜
19:00
20:30

ディスクロージャー制度 ERP管理会計実務

7
19:55
21:25

ERPシステム実務

公会計【財】
Financial Accounting

Workshop
公監査論

年金数理概論
(基幹研合併科目)

現代保険リスク理論
（基幹研合併科目）

会計と監査実践
ワークショップA（2）

会計と監査実践
ワークショップB

租税法各論ＩＩ（法人税）
(法研合併科目)

財務会計ワークショップ 事業承継対策実務入門 金融機関の会計 簿記II（２）【財】 国際交流会計ワークショップII

会計実務ワークショップ アクチュアリー生保理論 アクチュアリー生保数理演習 財務会計Ａ（２）【財】 グローバル会計入門

プロフェッションと倫理（３） AIと監査の未来（隔週） 現代民法I 財務会計トピックス5
16:30
18:00

監査B （２）【監】
経済分析実務ワークショップ

（隔週）

アクチュアリー生保理論

相続税法
（法務研合併科目）

監査各論（２）【監】 予測モデリング論

データ分析（隔週）監査基礎（２）

4
14:45
16:15

会計実務ワークショップ 租税法実務ワークショップ（２） 経理部門における内部統制 財務会計Ａ（２）【財】 監査A （２）【監】

3
13:00
14:30

監査実務ワークショップ Business Communication 財務会計Ｂ（２）【財】

Corporate Tax Law Workshop
応用確率モデル理論
（基幹研合併科目）

Corporate Fraud Case Studies
- Basic

IPO実務
International Business News

and Trends

Business Communication -
Basic (2)

財務会計ワークショップ Corporate Tax Law Workshop
所得税法・消費税法実務

ワークショップ
簿記II（２）【財】

国際会計基準I　【財】

金融工学 監査A （２）【監】

監査B （２）【監】

ビジネス確率統計

2
10:40
12:10

簿記I（２）【財】
マクロ経済学

(商研合併科目)
ビジネス・エコノミクスII

業種別監査実務ワークショッ
プ

システムと監査　【監】

監査の実務と応用
ワークショップ　（２）

時系列解析
（基幹研合併科目）

事業戦略管理会計
ワークショップ

Corporate Governance 管理会計II【管】

エンタープライズ・リスク・
マネジメント

法人税法II

応用簿記　（２）【財】 消費税法 管理会計ワークショップ
アクチュアリー会計・投資理論

演習
コンサルティング実務

ワークショップ

応用簿記　（２）【財】 管理会計英文外書講読II
コンサルティング実務

ワークショップ

事業再生実務 企業会計法

1
9:00
10:30

簿記I（２）【財】
Introduction to Accounting

Communication (2)
ビジネス・エコノミクスI

業種別監査実務ワークショッ
プ

システムと監査　【監】

科目名 科目名 科目名 科目名 科目名 科目名

【秋学期(秋・冬クォーター科目を含む）】

月 火 水 木 金 土


