
【経営管理研究科開放科目】

配当年度 科目キー 科目名付クラス名 学期名称 教員氏名 曜日時限名称

2021 5700100059 Turnaround Management (ターンアラウンド・マネジメント) 秋学期          今井　英次郎 金５時限

2021 5700100062 Corporate Valuation (企業評価論) 秋学期          岩澤　誠一郎 月２時限

2021 5700100065 国際財務報告基準と国際的動向（全日制） 秋学期          小宮山　賢 金３時限

2021 5700100097
ビジネスのためのクリエイティブ・プロセスと倫理
 (Creative Process and Ethics for Business) 秋学期          東出　浩教 月３時限

2021 5700100100 世界の企業の戦略変革 秋学期          相葉　宏二 金３時限

2021 5700100167 金融ビジネスの会計 秋学期          小宮山　賢 土２時限

2021 5700100183 債券インベストメント 秋学期          四塚　利樹 土３時限

2021 5700100184 デリバティブ 秋学期          楠美　将彦 土１時限

2021 5700100197 金利デリバティブ原理とクレジットリスク 秋学期          中里　大輔 金６時限

2021 5700100253 アセット・アロケーション（夜間主)　 秋学期          伊藤　敬介 土４時限

2021 5700100261 リアル・オプション 秋学期          小林　秀二 土２時限

2021 5700100262 国際金融論 秋学期          永野　護 金６時限

2021 5700101041 インターミディエイト・ビジネス・ベーシックス 秋学期          田村　泰一 金４時限

2021 5700200018 Mathematical Finance 秋学期          中里　大輔 金３時限

2021 5700100054 経営戦略の策定 秋クォーター 山田　英夫 月３-４

2021 5700100058 ターンアラウンド・マネジメント 秋クォーター 植岡　敬典 月３-４

2021 5700100073 マーケティング＆ブランド・マネジメント 秋クォーター 木村　達也 木３-４

2021 5700100096
マネジメント・ディレンマ：日本語と英語によるケース討議
 (Management Dilemma : Case Discussions in English and Japanese) 秋クォーター 相葉　宏二 金１-２

2021 5700100104 ファミリービジネスの経営B: ライブケースを利用した深堀り 秋クォーター 米田　隆 土３-４

2021 5700100108 GOTOワークショップ（オックスフォード大学連携科目）：気候変動対策 秋クォーター 重本　彰子 土３-４

2021 5700100129 ブランド戦略 秋クォーター 首藤　明敏 木６-７

2021 5700100140 マーケティング・リサーチ 秋クォーター 萩原　雅之 火６-７

2021 5700100155 会計から見た企業経営 秋クォーター 須藤　修司 月６-７

2021 5700100159 経営戦略と新規事業マネジメント 秋クォーター 田村　泰一 水５-６

2021 5700100173 持続成長戦略論 -グローバルリーダーの社会課題解決の実践- 秋クォーター 船橋　仁@西山　茂 月６-７

2021 5700100177 感性マーケティング論 秋クォーター 長沢　伸也 土３-４

2021 5700100185 組織の経済学（夜間主） 秋クォーター 伊藤　秀史 火６-７

2021 5700100257 不動産証券分析 秋クォーター 石川　尋夫 水６-７

2021 5700100259 資本市場と不動産評価 秋クォーター 小川　兵衛@横田　雅之 金６-７

2021 5700100260 ファイナンスのための確率過程 秋クォーター 児玉　信明 土５-６

2021 5700100268 M&Aと企業価値評価 秋クォーター 服部　暢達 火６-７

2021 5700100271 Sports Finance: An Introduction 秋クォーター 竹澤　伸哉 木５-６

2021 5700100278 投資・財務戦略のための財務諸表分析（全日制） 秋クォーター 薄井　彰 火３-４

2021 5700100280 投資・財務戦略のための財務諸表分析（夜間主） 秋クォーター 薄井　彰 火６-７

2021 5700100282 不動産経済学 秋クォーター 川口　有一郎 土３-４

2021 5700100289 M&A 秋クォーター 欅田　洋次郎@中根　徳昭 水６-７

2021 5700101005 ブランド戦略 秋クォーター 首藤　明敏 木６-７

2021 5700101006 ブランド戦略 秋クォーター 首藤　明敏 木６-７

2021 5700101008 マーケティング・リサーチ 秋クォーター 萩原　雅之 火６-７

2021 5700101020 会社法Ⅱ（資金調達の手段） 秋クォーター 柴崎　暁 土３-４

2021 5700101022 金融法Ⅱ（融資契約と商業証券） 秋クォーター 柴崎　暁 土５-６

2021 5700101028 実務者のための生産管理・経営管理 秋クォーター 関　利隆 土３-４

2021 5700101031 企業倫理 秋クォーター 山口　善昭 木３-４

2021 5700101048 Organizational Economics 秋クォーター 伊藤　秀史 月３-４

2021 5700101071 実践事例研究 秋クォーター
川上　智子@相葉　宏二
@池上　重輔@牧　兼充@長内　厚 水６-７

2021 5700101142 Corporate Strategy in Practice 秋クォーター 菅野　寛 火１-２

2021 5700200017 Corporate Governance 秋クォーター 根本　直子 月４-５

2021 5700200027 Theory of Accounting Choice 秋クォーター ラオ　デイヴィッド 木１-２

2021 5700100055 M&A戦略 冬クォーター 岩口　敏史 水３-４

2021 5700100063 戦略的マネジメントコントロール 冬クォーター 植松　則行 土３-４

2021 5700100087
Strategic Human Resource Management
(戦略的人材組織マネジメント) 冬クォーター 大島　洋 火３-４

2021 5700100132 サービス・マネジメント 冬クォーター 小野　譲司 月６-７

2021 5700100134 顧客情報分析（データおよびテキスト・マイニング） 冬クォーター 松田　芳雄 火６-７

2021 5700100151 国際財務報告基準と国際的動向（夜間主） 冬クォーター 小宮山　賢 木６-７

2021 5700100154 組織行動論：モチベーションとキャリアマネジメント 冬クォーター 竹内　規彦 木６-７

2021 5700100163 財務データと非財務データの連携による企業評価 冬クォーター 松島　憲之 水６-７

2021 5700100168 企業分析と経営指標（KPI） 冬クォーター 大津　広一 月６-７

2021 5700100187 不動産とファイナンス 冬クォーター 岡野　淳@野田　誠 月６-７

2021 5700100194 コーポレート・ガバナンス 冬クォーター 根本　直子 土３-４

2021 5700100250 応用コーポレート・ファイナンス 冬クォーター 伊藤　友則 水６-７

2021 5700100251 年金マネジメント 冬クォーター 大輪　秋彦@鈴木　誠 月６-７

2021 5700101030 Cross-Cultural Management 冬クォーター ハギリアン　パリッサ 火６-７

2021 5700101033 消費者行動論 冬クォーター 澁谷　覚 水６-７

2021 5700101039 市場創造のための知財マネジメント 冬クォーター 杉村　純子@田村　泰一 火６-７

2021 5700101092 企業データ分析の手法と活用 冬クォーター 坂野　友昭 金６-７

2021 5700101097 トップ起業家との対話 冬クォーター 入山　章栄 木６-７

2021 5700200012 Management of Financial Institutions 冬クォーター 根本　直子 月４-５

2021 5700200032 ECONOMETRICS 冬クォーター コアド　アレックス 木３-４


