
・・・商学研究科、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

※授業実施方法・・・①対面授業（対面）、②リアルタイム配信授業（RT）、③オンデマンド配信授業（OD）
OD/対面・・・OD10回/対面5回、OD5回/対面10回など OD/RT・・・OD10回/RT5回、OD5回/RT10回など

※オンライン授業でも、科目によっては教場試験を実施することがあります。
RT・・・原則、時間割の曜日・時限に実施 OD・・・教場試験の実施日時は未定、土曜日の可能性あり

＜秋学期＞ ※夜間時限は19：00～20：30

科目名 教員氏名 単位数 実施方法 曜日・時限 使用言語

4801002401 01 法人税法各論 栗原 克文 2 RT 月・１ 日本語

4801003801 01 金融工学 豊泉 洋 2 RT 月・１ 日本語

4801001502 01 プロフェッショナルのためのミクロ経済学 大塚 忠義 2 OD/RT 月・２ 日本語

4801002706 01 ビジネス確率統計 豊泉 洋 2 RT 月・２ 日本語

4801003001 01 国際会計基準I 秋葉 賢一 2 対面 月・３ 日本語

4801003202 01 監査トピックス 辻野 幸子 2 対面 月・４ 日本語

4801003005 01 公会計 伊澤 賢司 2 対面 月・６ 日本語

4801003105 01 管理会計英文外書講読II 石橋 善一郎 2 RT 火・１ 日本語

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

4801003003 01 財務会計トピックス 松本 敏史 2 対面 火・３ 日本語

4801003302 01 ディスクロージャー制度 平松 朗 2 対面 火・夜間 日本語

4801003112 01 事業再生実務
井口 耕一／栗原 隆／知野 雅彦／中村 吉伸／鈴
木 孝則

2 対面 水・１ 日本語

4801003401 01 国際税務 伏見 俊行 2 対面 水・２ 日本語

4801003804 01 エンタープライズ・リスク・マネジメント 大塚 忠義 2 OD/対面 水・２ 日本語

4801003214 01 IPO実務
小野 潤／下川 高史／杉江 俊志／高田 政憲／長
嶋 陽宏／鈴木 孝則

2 対面 水・３ 日本語

4801003010 01 金融機関の会計 小林 尚明／榊原 康太／原田 優子／横尾 秀和 2 対面 水・５ 日本語

4801003710 01 ERP管理会計実務
稲生 英之／岩田 洋輔／重盛 政哉／鳥居 皓／長
谷川 崇／山田 貴博／鈴木 孝則

2 対面 水・夜間 日本語

4801001200 02 監査基礎 （２） 金子 裕子 2 RT 木・２ 日本語

4801002403 01 消費税法 村松 洋介 2 対面 木・３ 日本語

4801002203 02 監査各論 （２） 金子 裕子 2 OD/対面 木・５ 日本語

4801002603 01 経営財務 小寺 英司 2 対面 木・夜間 日本語

4801001403 02 租税法 （２） 伏見 俊行 2 OD/RT 金・２ 日本語

4801003011 01 グローバル会計入門
鵜飼 千恵／遠藤 英昭／新見 高史／光廣 成史／
秋葉 賢一

2 対面 金・５ 日本語

4801003209 01 公監査論 東 信男 2 対面 金・６ 日本語

4801003704 01 ERPシステム実務 鈴木 孝則／安藤 裕美／関口 善昭／中野 浩志 4 対面 金・６～７ 日本語

4801001001 02 基礎簿記 （２） 吉野 真治 2 OD － 日本語

4801001008 02 財務会計B （２） 松本 敏史 2 OD － 日本語

4801001101 02 基礎原価計算 （２） 清水 孝 2 OD － 日本語

4801002201 02 監査C （２） 篠原 真 2 OD － 日本語

4801002302 01 現代民法I 吉田 和夫 2 OD － 日本語

4801002E02 02 Introduction to Accounting Communication （２） ダニエル ドーラン 2 OD － 英語

4801003607 01 人的資源管理 麻野 進／奥野 薫／澤邊 なつき／松尾 重義 2 OD － 日本語

4801003E02 02 Business Communication ダニエル ドーラン 2 OD － 英語

4801003E05 01 International Business News and Trends ダニエル ドーラン 2 OD － 英語

4801003E09 01 Corporate Governance ダニエル ドーラン 2 OD － 英語

＜秋クォーター＞

科目名 教員氏名 単位数 実施方法 曜日・時限 使用言語

4801003812 01 アクチュアリー年金数理演習 荒井 昭／関口 健太郎／藤澤 陽介 1 OD/対面 月・６ 日本語

4801001307 01 会社法B 中村 信男 2 対面 火・３～４ 日本語

4801003217 01 AIと監査の未来 稲垣 直明／外賀 友明 1 対面 火・４～５ 日本語

4801003208 01 経理部門における内部統制とガバナンス実務 荒 雅人／崎山 謙治／脇 一郎／清水 孝 1 対面 水・４ 日本語

4801003808 01 アクチュアリー生保数理演習 安達 良喜／田中 浩一／浜田 淳一 1 対面 水・５ 日本語

4801003810 01 アクチュアリー損保数理演習 栗山 和樹／松森 至宏 1 対面 水・６ 日本語

4801002002 01 財務会計各論II 米山 正樹 2 RT 木・１～２ 日本語

4801001202 02 監査A （２） 篠原 真 2 RT 金・１～２ 日本語

4801001006 02 簿記II （２） 川村 義則 2 対面 土・１～２ 日本語

4801000101 03 財務会計リテラシー （３） 秋葉 賢一／川村 義則 1 OD － 日本語

4801001005 02 簿記I （２） 加藤 大吾 2 OD － 日本語

4801001103 02 管理会計I （２） 目時 壮浩 2 OD － 日本語

4801001107 01 管理会計II 目時 壮浩 2 OD － 日本語

4801001105 02 原価計算A （２） 清水 孝 2 OD － 日本語

4801001E02 02 Business Communication - Basic （２） ダニエル ドーラン 1 OD － 英語

＜冬クォーター＞

科目名 教員氏名 単位数 実施方法 曜日・時限 使用言語

4801000201 02 プロフェッションと倫理 （２） 金子 裕子 1 RT 木・１ 日本語

4801001203 02 監査B （２） 篠原 真 2 RT 金・１～２ 日本語

4801001007 02 財務会計A （２） 川村 義則 2 OD － 日本語

4801001106 02 原価計算B （２） 清水 孝 2 OD － 日本語

4801001E03 01 Corporate Fraud Case Studies - Basic ダニエル ドーラン 1 OD － 英語

4801002003 02 応用簿記 （２） 吉野 真治 2 OD － 日本語

4801002103 01 管理会計III 目時 壮浩 2 OD － 日本語

4801003301 01 企業会計法 弥永 真生 1 OD － 日本語
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