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月 １時限 近代日本経済史演習 花井 俊介 １１－１１０３（指導室）春学期

１時限 財務会計情報研究指導 （Ｄ） 奥村 雅史 １１－１１０８（指導室）春学期

１時限 現代日本経済論・経済史演習 宮島 英昭 １１－１１１０（指導室）春学期

２時限 ファイナンス理論演習 谷川 寧彦 １１－１１０２（指導室）春学期

２時限 近代日本経済史研究指導 （Ｍ） 花井 俊介 １１－１１０３（指導室）春学期

２時限 マーケティング戦略演習 恩藏 直人 １１－１１０５（指導室）春学期

２時限 経済政策演習 横山 将義 １１－１１０９（指導室）春学期

２時限 現代日本経済論・経済史研究指導 （Ｄ） 宮島 英昭 １１－１１１０（指導室）春学期

２時限 競争戦略研究指導 （Ｍ） 井上 達彦 １１－１２１２（指導室）春学期

２時限 金融構造の国際比較研究指導 （Ｄ） 藤原 洋二 １１－１２３３研究室春学期

２時限 労働経済演習 小倉 一哉 １１－１３２２（指導室）春学期

３時限 計量経済学史・比較経済思想演習 池尾 愛子 １１－１１０２（指導室）春学期

３時限 近代日本経済史研究指導 （Ｄ） 花井 俊介 １１－１１０３（指導室）春学期

３時限 企業社会論研究指導 （Ｄ） 谷本 寛治 １１－１１０４（指導室）春学期

３時限 経営戦略と産業組織研究指導（Ｄ） 淺羽 茂 １１－１１０８（指導室）春学期

３時限 企業金融演習 広田 真一 １１－１１１１（指導室）春学期

３時限 国際金融経済演習 谷内 満 １１－１１４１（指導室）春学期

３時限 競争戦略演習 井上 達彦 １１－１２１２（指導室）春学期

３時限 金融構造の国際比較演習 藤原 洋二 １１－１２３３研究室春学期

４時限 企業社会論演習 谷本 寛治 １１－１１０４（指導室）春学期

４時限 マーケティング理論演習 武井 寿 １１－１１０５（指導室）春学期

４時限 財務会計情報演習 奥村 雅史 １１－１１０８（指導室）春学期

４時限 国際貿易と多国籍企業演習 横田 一彦 １１－１１０９（指導室）春学期

４時限 企業金融研究指導 （Ｍ） 広田 真一 １１－１１１１（指導室）春学期
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月 ４時限 競争戦略研究指導 （Ｄ） 井上 達彦 １１－１２１２（指導室）春学期

４時限 国際経営研究指導 （Ｍ） 谷口 真美 １１－１３１２（指導室）春学期

４時限 労働経済研究指導 （Ｍ） 小倉 一哉 １１－１３２２（指導室）春学期

５時限 計量経済学史・比較経済思想研究指導 （
Ｍ）

池尾 愛子 １１－１１０２（指導室）春学期

５時限 企業社会論研究指導 （Ｍ） 谷本 寛治 １１－１１０４（指導室）春学期

５時限 マーケティング理論研究指導 （Ｍ） 武井 寿 １１－１１０５（指導室）春学期

５時限 財務会計情報研究指導 （Ｍ） 奥村 雅史 １１－１１０８（指導室）春学期

５時限 応用ミクロ計量演習 片山 東 １１－１１０９（指導室）春学期

５時限 競争戦略研究指導 （Ｄ） 山田 英夫 １１－１１２２研究室春学期

５時限 国際金融経済研究指導 （Ｍ） 谷内 満 １１－１１４１（指導室）春学期

５時限 国際経営研究指導 （Ｄ） 谷口 真美 １１－１３１２（指導室）春学期

５時限 労働経済研究指導 （Ｄ） 小倉 一哉 １１－１３２２（指導室）春学期

６時限 マーケティング理論研究指導 （Ｄ） 武井 寿 １１－１１０５（指導室）春学期

６時限 応用ミクロ計量研究指導 （Ｍ） 片山 東 １１－１１０９（指導室）春学期

６時限 企業金融研究指導 （Ｄ） 広田 真一 １１－１１１１（指導室）春学期

７時限 アントレプレヌールシップとクリエイティビティ
プロセス研究指導 （Ｄ）

東出 浩教 １１－１１０２（指導室）春学期

火 １時限 ファイナンス理論研究指導 （Ｍ） 大村 敬一 １１－１１０２（指導室）春学期

１時限 ファイナンス理論研究指導 （Ｄ） 谷川 寧彦 １１－１１０３（指導室）春学期

１時限 企業経済学演習 久保 克行 １１－１１０４（指導室）春学期

１時限 経営戦略研究指導 （Ｄ） 坂野 友昭 １１－１１０８（指導室）春学期

１時限 欧州経済史研究指導 （Ｍ） 矢後 和彦 １１－１１４１（指導室）春学期

１時限 管理会計研究指導 （Ｄ） 長谷川 惠一 １１－１２１２（指導室）春学期

２時限 管理会計研究指導 （Ｄ） 清水 孝 １１－１１１１（指導室）春学期

３時限 ファイナンス理論研究指導 （Ｄ） 大村 敬一 １１－１１０２（指導室）春学期
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火 ３時限 マーケティング戦略研究指導 （Ｍ） 恩藏 直人 １１－１１０３（指導室）春学期

３時限 組織工学研究指導 （Ｄ） 平野 雅章 １１－１１０４（指導室）春学期

３時限 管理会計演習 清水 孝 １１－１１１１（指導室）春学期

３時限 応用マクロ経済学演習 片岡 孝夫 １１－１１４１（指導室）春学期

３時限 財務報告演習 山内 暁 １１－１３１２（指導室）春学期

４時限 ファイナンス理論研究指導 （Ｍ） 谷川 寧彦 １１－１１０３（指導室）春学期

４時限 デザイン＆ブランドイノベーション・マネジメ
ント研究指導 （Ｄ）

長沢 伸也 １１－１１１０（指導室）春学期

４時限 管理会計研究指導 （Ｍ） 清水 孝 １１－１１１１（指導室）春学期

４時限 応用マクロ経済学研究指導 （Ｍ） 片岡 孝夫 １１－１１４１（指導室）春学期

４時限 管理会計演習 長谷川 惠一 １１－１２１２（指導室）春学期

４時限 財務報告研究指導 （Ｍ） 山内 暁 １１－１３１２（指導室）春学期

４時限 管理会計演習 伊藤 嘉博 １１－１３２２（指導室）春学期

５時限 経営戦略とＩＴ研究指導 （Ｄ） 根来 龍之 １１－１１０４（指導室）春学期

５時限 応用マクロ経済学研究指導 （Ｄ） 片岡 孝夫 １１－１１４１（指導室）春学期

５時限 管理会計研究指導 （Ｍ） 長谷川 惠一 １１－１２１２（指導室）春学期

５時限 財務報告研究指導 （Ｄ） 山内 暁 １１－１３１２（指導室）春学期

５時限 管理会計研究指導 （Ｍ） 伊藤 嘉博 １１－１３２２（指導室）春学期

５時限 広告理論研究指導 （Ｄ） 嶋村 和恵 １１－９１０（演習室）春学期

５時限 計量経済学演習 坂野 慎哉 １１－９１４（演習室）春学期

水 １時限 国際貿易理論研究指導 （Ｍ） 市田 敏啓 １１－１１０３（指導室）春学期

２時限 国際貿易理論研究指導 （Ｄ） 市田 敏啓 １１－１１０３（指導室）春学期

２時限 財務会計演習 川村 義則 １１－１１０８（指導室）春学期

木 １時限 経営戦略研究指導 （Ｍ） 坂野 友昭 １１－１１０３（指導室）春学期

１時限 国際金融経済研究指導 （Ｄ） 谷内 満 １１－１１１１（指導室）春学期
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木 １時限 リスクマネジメント研究指導 （Ｍ） 李 洪茂 １１－１３２２（指導室）春学期

２時限 経営戦略演習 坂野 友昭 １１－１１０３（指導室）春学期

２時限 経営戦略研究指導 （Ｍ） 山野井 順一 １１－１１０４（指導室）春学期

２時限 広告理論演習 嶋村 和恵 １１－１１１０（指導室）春学期

２時限 国際貿易理論演習 市田 敏啓 １１－１１４１（指導室）春学期

２時限 現代日本経済論・経済史研究指導 （Ｍ） 宮島 英昭 １１－１２１２（指導室）春学期

３時限 組織・戦略演習 藤田 誠 １１－１１０２（指導室）春学期

３時限 経営戦略演習 山野井 順一 １１－１１０４（指導室）春学期

３時限 広告理論研究指導 （Ｍ） 嶋村 和恵 １１－１１１０（指導室）春学期

３時限 金融構造の国際比較研究指導 （Ｍ） 藤原 洋二 １１－１２３３研究室春学期

４時限 組織・戦略研究指導 （Ｍ） 藤田 誠 １１－１１０２（指導室）春学期

４時限 国際貿易と多国籍企業研究指導 （Ｍ） 横田 一彦 １１－１１０９（指導室）春学期

４時限 企業金融研究指導 （Ｄ） 岩村 充 １１－１１１０（指導室）春学期

４時限 財務会計演習 辻山 栄子 １１－１１１２（指導室）春学期

４時限 国際マーケティングマネジメント演習 太田 正孝 １１－１１４１（指導室）春学期

４時限 経営組織演習 大月 博司 １１－１３１２（指導室）春学期

５時限 組織・戦略研究指導 （Ｄ） 藤田 誠 １１－１１０２（指導室）春学期

５時限 計量経済学史・比較経済思想研究指導 （Ｄ
）

池尾 愛子 １１－１１１１（指導室）春学期

５時限 財務会計研究指導 （Ｍ） 辻山 栄子 １１－１１１２（指導室）春学期

５時限 国際マーケティングマネジメント研究指導 （
Ｍ）

太田 正孝 １１－１１４１（指導室）春学期

５時限 経営組織研究指導 （Ｍ） 大月 博司 １１－１３１２（指導室）春学期

５時限 リスクマネジメント演習 李 洪茂 １１－１３２２（指導室）春学期

６時限 財務会計研究指導 （Ｄ） 川村 義則 １１－１１０２（指導室）春学期

６時限 財務会計研究指導 （Ｄ） 辻山 栄子 １１－１１１２（指導室）春学期
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木 ６時限 国際マーケティングマネジメント研究指導 （
Ｄ）

太田 正孝 １１－１１４１（指導室）春学期

６時限 経営組織研究指導 （Ｄ） 大月 博司 １１－１３１２（指導室）春学期

６時限 リスクマネジメント研究指導 （Ｄ） 李 洪茂 １１－１３２２（指導室）春学期

７時限 財務会計研究指導 （Ｍ） 川村 義則 １１－１１０２（指導室）春学期

金 １時限 ファイナンス理論演習 大村 敬一 １１－１１０３（指導室）春学期

１時限 経済政策研究指導 （Ｄ） 横山 将義 １１－１１０９（指導室）春学期

１時限 企業経済学研究指導 （Ｄ） 久保 克行 １１－１１１０（指導室）春学期

１時限 生命保険研究指導 （Ｄ） 江澤 雅彦 １１－１１１１（指導室）春学期

１時限 欧州経済史研究指導 （Ｄ） 矢後 和彦 １１－１２１２（指導室）春学期

２時限 管理会計研究指導 （Ｄ） 伊藤 嘉博 １１－１１０８（指導室）春学期

２時限 経済政策研究指導 （Ｍ） 横山 将義 １１－１１０９（指導室）春学期

２時限 企業経済学研究指導 （Ｍ） 久保 克行 １１－１１１０（指導室）春学期

３時限 生命保険演習 江澤 雅彦 １１－１１１１（指導室）春学期

３時限 現代日本産業論演習 鵜飼 信一 １１－１３２２（指導室）春学期

４時限 計量経済学研究指導 （Ｄ） 坂野 慎哉 １１－１１０２（指導室）春学期

４時限 応用ミクロ計量研究指導 （Ｄ） 片山 東 １１－１１０３（指導室）春学期

４時限 生命保険研究指導 （Ｍ） 江澤 雅彦 １１－１１１１（指導室）春学期

４時限 開発経済学研究指導 （Ｄ） 高瀬 浩一 １１－１３１２（指導室）春学期

４時限 現代日本産業論研究指導 （Ｍ） 鵜飼 信一 １１－１３２２（指導室）春学期

５時限 経営戦略研究指導 （Ｄ） 山野井 順一 １１－１１０２（指導室）春学期

５時限 マーケティングと新市場創造研究指導 （Ｄ） 川上 智子 １１－１１４１（指導室）春学期

５時限 開発経済学演習 高瀬 浩一 １１－１３１２（指導室）春学期

５時限 不動産経済学・不動産ファイナンス研究指
導 （Ｄ）

川口 有一郎 ２６－３０３春学期

５時限 財務会計情報研究指導 （Ｄ） 薄井 彰 ２６－５０３春学期
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金 ６時限 開発経済学研究指導 （Ｍ） 高瀬 浩一 １１－１３１２（指導室）春学期

６時限 国際経営演習 谷口 真美 １１－９１４（演習室）春学期

土 １時限 企業法演習 中村 信男 １１－１１０４（指導室）春学期

１時限 マーケティング戦略研究指導 （Ｄ） 恩藏 直人 １１－１１０５（指導室）春学期

２時限 企業法研究指導 （Ｍ） 中村 信男 １１－１１０４（指導室）春学期

２時限 会計情報研究指導 （Ｍ） 河 榮 １１－１１０８（指導室）春学期

２時限 会計情報研究指導 （Ｍ） 河 榮 １１－１１０８（指導室）春学期

３時限 企業法研究指導 （Ｄ） 中村 信男 １１－１１０４（指導室）春学期

３時限 会計情報演習 河 榮 １１－１１０８（指導室）春学期

３時限 会計情報演習 河 榮 １１－１１０８（指導室）春学期

３時限 マーケティング・サイエンス研究指導 （Ｄ） 守口 剛 １１－１１１１（指導室）春学期

４時限 会計情報研究指導 （Ｄ） 河 榮 １１－１１０８（指導室）春学期

４時限 会計情報研究指導 （Ｄ） 河 榮 １１－１１０８（指導室）春学期

４時限 マーケティング・サイエンス研究指導 （Ｍ） 守口 剛 １１－１１１１（指導室）春学期

４時限 計量経済学研究指導 （Ｍ） 坂野 慎哉 １１－１１４１（指導室）春学期

５時限 マーケティング・サイエンス演習 守口 剛 １１－１１１１（指導室）春学期


