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月 ２時限 Seminar in Financial Economics[MSc in
Finance]

池田 昌幸 ２６－３０１春学期

５時限 アントレプレヌールシップと起業家的リーダ
ーシップ演習[全日制G]

東出 浩教 １１－１１０３（指導室）春学期

６時限 アントレプレヌールシップと起業家的リーダ
ーシップ研究指導[全日制G]

東出 浩教 １１－１１０３（指導室）春学期

火 ２時限 Seminars on Risk Management チェン ミンヤン
ウィリアム

２６－３０１春学期

４時限 Seminar on Risk Management(Research
Guidance)[MSc in Finance]

チェン ミンヤン
ウィリアム

２６－３０１春学期

５時限 Seminars:Japan Industry Studies 謝 凱宇 １１－１１０３（指導室）春学期

５時限 事業戦略と総合経営演習[全日制G] 相葉 宏二 １１－１１０５（指導室）春学期

５時限 フロンティアの経営学演習[全日制Ｇ] 入山 章栄 １１－１１０８（指導室）春学期

５時限 経営戦略と産業進化演習[全日制Ｇ] 淺羽 茂 １１－１１０９（指導室）春学期

５時限 組織と情報演習[全日制Ｇ] 平野 雅章 １１－１１１０（指導室）春学期

５時限 マーケティング戦略演習[全日制G] 永井 猛 １１－１１１１（指導室）春学期

５時限 マーケティングと新市場創造演習[全日制G] 川上 智子 １１－１１１２（指導室）春学期

５時限 組織戦略とオペレーション戦略演習[全日制
G]

菅野 寛 １１－１１４１（指導室）春学期

５時限 起業プロセスとビジネスプラン研究[1年制総
合]

東出 浩教 １１－９０６（演習室）春学期

５時限 経営戦略の策定研究[1年制総合] 山田 英夫 １１－９０９（演習室）春学期

５時限 企業価値演習[全日制G] 西山 茂 １１－９１５（演習室）春学期

５時限 Seminar on Risk Management[全日制Ｇ] チェン ミンヤン
ウィリアム

２６－３０１春学期

５時限 会計制度の経済分析演習[全日制Ｇ] 薄井 彰 ２６－３０３春学期

５時限 Seminar on Economics[MSc in Finance] 蟻川 靖浩 ２６－５０１春学期

６時限 Project Research:Japan Industry Studies 謝 凱宇 １１－１１０３（指導室）春学期

６時限 Seminar on Portfolio
Management(Research Guidance)[MSc in
Finance]

竹原 均 １１－１１０５（指導室）春学期

６時限 フロンティアの経営学研究指導[全日制Ｇ] 入山 章栄 １１－１１０８（指導室）春学期

６時限 経営戦略と産業進化研究指導[全日制Ｇ] 淺羽 茂 １１－１１０９（指導室）春学期

６時限 組織と情報研究指導[全日制Ｇ] 平野 雅章 １１－１１１０（指導室）春学期
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火 ６時限 マーケティング戦略研究指導[全日制G] 永井 猛 １１－１１１１（指導室）春学期

６時限 マーケティングと新市場創造研究指導[全日
制G]

川上 智子 １１－１１１２（指導室）春学期

６時限 組織戦略とオペレーション戦略研究指導[全
日制Ｇ]

菅野 寛 １１－１１４１（指導室）春学期

６時限 経営戦略の策定研究指導[1年制総合] 山田 英夫 １１－９０９（演習室）春学期

６時限 Seminar on Risk Management(Research
Guidance)[全日制Ｇ]

チェン ミンヤン
ウィリアム

２６－３０１春学期

６時限 会計制度の経済分析研究指導[全日制Ｇ] 薄井 彰 ２６－３０３春学期

夜間７時
限

企業経済学演習[夜間主プロＦ] 蟻川 靖浩 ２６－５０１春学期

木 ５時限 戦略とマネジメントコントロール研究[1年制
総合]

山根 節 １１－１１０３（指導室）春学期

５時限 財務情報と企業評価研究[1年制総合] 小宮山 賢 １１－１１０４（指導室）春学期

５時限 マネジリアル・エコノミクス演習[全日制Ｇ] 眞野 芳樹 １１－１１０５（指導室）春学期

５時限 組織行動演習[全日制Ｇ] 竹内 規彦 １１－１１０８（指導室）春学期

５時限 マーケティング・マネジメント演習[全日制Ｇ] 木村 達也 １１－１１０９（指導室）春学期

５時限 市場と組織のインセンティブ設計演習[全日
制G]

伊藤 秀史 １１－１１１０（指導室）春学期

５時限 企業のグローバル化とビジネスリーダーシッ
プ演習[全日制G]

大滝 令嗣 １１－９０８（指導室）春学期

５時限 Seminar on Management of Financial
Institutions

川本 裕子 ２６－３０３春学期

５時限 Seminar on Empirical Analysis of Corporate
finance[MSc in Finance]

鈴木 一功 ２６－６０２（ＰＣルーム
）

春学期

５時限 Seminar on Real
Estate/Insurance/Finance[MSc in Finance]

川口 有一郎 ２６－６０３（ＰＣルーム
）

春学期

６時限 マネジリアル・エコノミクス研究指導[全日制
G]

眞野 芳樹 １１－１１０３（指導室）春学期

６時限 組織行動研究指導[全日制Ｇ] 竹内 規彦 １１－１１０８（指導室）春学期

６時限 マーケティング・マネジメント研究指導[全日
制Ｇ]

木村 達也 １１－１１０９（指導室）春学期

６時限 市場と組織のインセンティブ設計研究指導[
全日制G]

伊藤 秀史 １１－１１１０（指導室）春学期

６時限 Credit Modeling and Incomplete
Markets(Research Guidance)[MSc in
Finance]

中里 大輔 ２６－３０１春学期

夜間７時
限

コーポレート・ファイナンス実証分析演習[夜
間主プロＦ]

鈴木 一功 ２６－５０３春学期

夜間７時
限

不動産・保険・金融演習[夜間主プロＦ] 川口 有一郎 ２６－６０３（ＰＣルーム
）

春学期
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木 夜間８時
限

コンピューテーショナル・ファイナンス研究指
導[夜間主プロF]

中里 大輔 ２６－３０１春学期

夜間８時
限

不動産・保険・金融研究指導[夜間主プロF] 川口 有一郎 ２６－６０３（ＰＣルーム
）

春学期

金 ２時限 Seminar on Portfolio Management[MSc in
Finance]

竹原 均 ２６－６０３（ＰＣルーム
）

春学期

４時限 Seminar on Financing of Innovation[MSc in
Finance]

樋原 伸彦 １１－１３２２（指導室）春学期

４時限 Credit Modeling and Incomplete
Markets[MSc in Finance]

中里 大輔 ２６－５０３春学期

５時限 企業価値研究指導[全日制G] 西山 茂 １１－１１０３（指導室）春学期

５時限 企業戦略とマーケティング研究[1年制総合] 内田 和成 １１－１１０５（指導室）春学期

５時限 デザイン＆ブランド・イノベーション演習[全
日制Ｇ]

長沢 伸也 １１－１１０９（指導室）春学期

５時限 金融ビジネスと企業財務戦略研究[1年制総
合]

岩村 充 １１－１１１０（指導室）春学期

５時限 イノベーションとアントレプレナーシップ演習[
全日制G]

牧 兼充 １１－１１１１（指導室）春学期

５時限 競争戦略と総合経営研究[1年制総合] 相葉 宏二 １１－１１１２（指導室）春学期

５時限 財務情報と企業評価研究指導[1年制総合] 小宮山 賢 １１－１２１２（指導室）春学期

５時限 Seminar on Financing of
Innovation(Research Guidance)[MSc in
Finance]

樋原 伸彦 １１－１３２２（指導室）春学期

５時限 Global Strategy and Organization[全日制Ｇ] 謝 凱宇 １１－８０５（演習室）春学期

５時限 技術経営演習[全日制Ｇ] 長内 厚 １１－９１４（演習室）春学期

５時限 Seminar on Economics(Research
Guidance)[MSc in Finance]

蟻川 靖浩 ２６－３０１春学期

５時限 Seminar on Empirical Analysis of Corporate
finance(Research Guidance)[MSc in
Finance]

鈴木 一功 ２６－３０３春学期

５時限 金融法務事情演習[全日制G] 柴崎 暁 ２６－５０１春学期

５時限 企業の戦略と管理会計演習[全日制G] 清水 信匡 ２６－５０２春学期

６時限 企業のグローバル化とビジネスリーダーシッ
プ研究指導[全日制G]

大滝 令嗣春学期

夜間７時
限

企業価値創造のための経営と管理研究[夜
間主総合]

西山 茂 １１－１１０３（指導室）春学期

夜間７時
限

市場と組織のインセンティブ設計研究[夜間
主総合]

伊藤 秀史 １１－１１０４（指導室）春学期

夜間７時
限

競争戦略演習[夜間主プロM] 内田 和成 １１－１１０５（指導室）春学期

６時限 企業戦略とマーケティング研究指導[1年制
総合]

内田 和成 １１－１１０５（指導室）春学期
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金 夜間７時
限

企業・事業戦略研究指導[夜間主総合] 今村 英明 １１－１１０８（指導室）春学期

６時限 デザイン＆ブランド・イノベーション研究指導
[全日制Ｇ]

長沢 伸也 １１－１１０９（指導室）春学期

６時限 金融ビジネスと企業財務戦略研究指導[1年
制総合]

岩村 充 １１－１１１０（指導室）春学期

夜間７時
限

戦略的人材マネジメント研究[夜間主総合] 杉浦 正和 １１－１１１１（指導室）春学期

６時限 競争戦略と総合経営研究指導[1年制総合] 相葉 宏二 １１－１１１２（指導室）春学期

夜間７時
限

フロンティアの経営学研究[夜間主総合] 入山 章栄 １１－１２１２（指導室）春学期

６時限 Global Strategy and Organization(Research
Guidance)[全日制Ｇ]

謝 凱宇 １１－８０５（演習室）春学期

夜間７時
限

イノベーションのためのファイナンス戦略研
究[夜間主総合]

樋原 伸彦 １１－８１３春学期

夜間７時
限

戦略構想力研究[夜間主総合] 淺羽 茂 １１－９０６（演習室）春学期

夜間７時
限

ベンチャーと新規事業のマネジメント研究[
夜間主総合]

長谷川 博和 １１－９０７（指導室）春学期

夜間７時
限

競争戦略と市場創造戦略研究[夜間主総合] 池上 重輔 １１－９０９（演習室）春学期

夜間７時
限

マーケティング研究[夜間主総合] 木村 達也 １１－９１０（演習室）春学期

夜間７時
限

科学技術とアントレプレナーシップ研究[夜間
主総合]

牧 兼充 １１－９１１（演習室）春学期

夜間７時
限

マーケティング・ストラテジー研究[夜間主総
合]

永井 猛 １１－９１２（演習室）春学期

夜間７時
限

イノベーションと価値創造[夜間主総合] 長内 厚 １１－９１４（演習室）春学期

夜間７時
限

ビジネスモデル／ネットビジネス／プラットフ
ォーム戦略研究[夜間主総合]

根来 龍之 １１－９１５（演習室）春学期

夜間７時
限

マクロ・ファイナンス研究[夜間主総合] 米澤 康博 ２６－１２０４研究室春学期

６時限 企業の戦略と管理会計研究指導[全日制G] 清水 信匡 ２６－３０１春学期

夜間７時
限

企業戦略と管理会計研究[夜間主総合] 清水 信匡 ２６－３０１春学期

夜間７時
限

債券投資戦略演習[夜間主プロＦ] 四塚 利樹 ２６－３０３春学期

夜間７時
限

会計制度の経済分析研究[夜間主総合] 薄井 彰 ２６－５０１春学期

夜間８時
限

企業価値創造のための経営と管理研究指
導[夜間主総合]

西山 茂 １１－１１０３（指導室）春学期

夜間８時
限

市場と組織のインセンティブ設計研究指導[
夜間主総合]

伊藤 秀史 １１－１１０４（指導室）春学期

夜間８時
限

競争戦略研究指導[夜間主プロM] 内田 和成 １１－１１０５（指導室）春学期
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金 夜間８時
限

企業・事業戦略研究[夜間主総合] 今村 英明 １１－１１０８（指導室）春学期

夜間８時
限

金融ビジネスと企業財務戦略研究指導[夜
間主総合]

岩村 充 １１－１１１０（指導室）春学期

夜間８時
限

戦略的人材マネジメント研究指導[夜間主総
合]

杉浦 正和 １１－１１１１（指導室）春学期

夜間８時
限

グローバル経営の戦略研究[夜間主総合] 平野 正雄 １１－１１１２（指導室）春学期

夜間８時
限

フロンティアの経営学研究指導[夜間主総合
]

入山 章栄 １１－１２１２（指導室）春学期

夜間８時
限

イノベーションのためのファイナンス戦略研
究指導[夜間主総合]

樋原 伸彦 １１－８１３春学期

夜間８時
限

戦略構想力研究指導[夜間主総合] 淺羽 茂 １１－９０６（演習室）春学期

夜間８時
限

ベンチャーと新規事業のマネジメント研究指
導[夜間主総合]

長谷川 博和 １１－９０７（指導室）春学期

夜間８時
限

競争戦略と市場創造戦略研究指導[夜間主
総合]

池上 重輔 １１－９０９（演習室）春学期

夜間８時
限

マーケティング研究指導[夜間主総合] 木村 達也 １１－９１０（演習室）春学期

夜間８時
限

科学技術とアントレプレナーシップ研究指導[
夜間主総合]

牧 兼充 １１－９１１（演習室）春学期

夜間８時
限

マーケティング・ストラテジー研究指導[夜間
主総合]

永井 猛 １１－９１２（演習室）春学期

夜間８時
限

イノベーションと価値創造研究指導[夜間主
総合]

長内 厚 １１－９１４（演習室）春学期

夜間８時
限

ビジネスモデル／ネットビジネス／プラットフ
ォーム戦略研究指導（８時限）[夜間主総合]

根来 龍之 １１－９１５（演習室）春学期

夜間８時
限

マクロ・ファイナンス研究指導[夜間主総合] 米澤 康博 ２６－１２０４研究室春学期

夜間８時
限

企業戦略と管理会計研究指導[夜間主総合] 清水 信匡 ２６－３０１春学期

夜間８時
限

会計制度の経済分析研究指導[夜間主総合
]

薄井 彰 ２６－５０１春学期

夜間８時
限

コンピューテーショナル・ファイナンス演習[
夜間主プロＦ]

中里 大輔 ２６－６０３（ＰＣルーム
）

春学期

土 １時限 経営戦略とオペレーション戦略研究[夜間主
総合]

菅野 寛 １１－１１１１（指導室）春学期

１時限 マーケティング・マネジメント研究指導[夜間
主プロ]

守口 剛 １１－１２１２（指導室）春学期

１時限 事業創造とアントレプレナー研究指導[夜間
主プロM]

長谷川 博和 １１－９０７（指導室）春学期

１時限 債券投資戦略研究指導[夜間主プロF] 四塚 利樹 ２６－１２０３研究室春学期

１時限 マクロ・ファイナンス実証分析研究指導[夜間
主プロＦ]

米澤 康博 ２６－１２０４研究室春学期

１時限 計量経済学研究指導[夜間主プロF] 斯波 恒正 ２６－１３０６研究室春学期
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土 １時限 企業経済学研究指導[夜間主プロF] 蟻川 靖浩 ２６－１４０２研究室春学期

１時限 マーケット・マイクロストラクチャー研究指導[
夜間主プロF]

宇野 淳 ２６－３０１春学期

１時限 ファイナンス理論と金融ビジネス研究指導[
夜間主プロＦ]

大村 敬一 ２６－３０３春学期

１時限 ポートフォリオ・マネジメント研究指導[夜間
主プロF]

竹原 均 ２６－５０１春学期

１時限 グローバルビジネスの経営戦略研究指導[
夜間主プロM]

平野 正雄 ７－３０６春学期

２時限 金融ビジネスと企業財務戦略研究[夜間主
総合]

岩村 充 １１－１１０２（指導室）春学期

２時限 組織行動研究[夜間主総合] 竹内 規彦 １１－１１０３（指導室）春学期

２時限 経営戦略演習[夜間主プロM] 根来 龍之 １１－１１０４（指導室）春学期

２時限 人材・組織マネジメント演習[夜間主プロM] 杉浦 正和 １１－１１１０（指導室）春学期

２時限 経営戦略とオペレーション戦略研究指導[夜
間主総合]

菅野 寛 １１－１１１１（指導室）春学期

２時限 マーケティングと新市場創造演習[夜間主プ
ロM]

川上 智子 １１－１１１２（指導室）春学期

２時限 マーケティング・マネジメント演習[夜間主プ
ロM]

守口 剛 １１－１２１２（指導室）春学期

２時限 事業創造とアントレプレナー演習[夜間主プ
ロM]

長谷川 博和 １１－９０７（指導室）春学期

２時限 マクロ・ファイナンス実証分析演習[夜間主プ
ロＦ]

米澤 康博 ２６－３０１春学期

２時限 ファイナンス理論と金融ビジネス演習[夜間
主プロＦ]

大村 敬一 ２６－３０３春学期

２時限 マーケット・マイクロストラクチャー演習[夜間
主プロＦ]

宇野 淳 ２６－６０２（ＰＣルーム
）

春学期

２時限 計量経済学演習[夜間主プロＦ] 斯波 恒正 ２６－６０３（ＰＣルーム
）

春学期

２時限 グローバルビジネスの経営戦略演習[夜間
主プロM]

平野 正雄 ７－３０６春学期

３時限 金融経済学演習[夜間主プロＦ] 池田 昌幸 ２６－３０１春学期

３時限 ポートフォリオ・マネジメント演習[夜間主プロ
Ｆ]

竹原 均 ２６－６０２（ＰＣルーム
）

春学期

３時限 Seminar in Market Microstructure[MSc in
Finance]

宇野 淳 ２６－６０３（ＰＣルーム
）

春学期

４時限 金融経済学研究指導[夜間主プロＦ] 池田 昌幸 ２６－１２０２研究室春学期

４時限 金融機関マネジメント演習[夜間主プロ] 川本 裕子 ２６－３０３春学期

４時限 Topics in Fixed Income Strategies[MSc in
Finance]

四塚 利樹 ２６－５０１春学期
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土 ４時限 Econometrics Workshop[MSc in Finance] 斯波 恒正 ２６－６０２（ＰＣルーム
）

春学期

４時限 Seminar in Market Microstructure(Research
Guidance)[MSc in Finance]

宇野 淳 ２６－６０３（ＰＣルーム
）

春学期

５時限 金融機関マネジメント研究指導[夜間主プロ
F]

川本 裕子 ２６－３０３春学期

５時限 コーポレート・ファイナンス実証分析研究指
導[夜間主プロF]

鈴木 一功 ２６－５０１春学期

７時限 イノベーションとアントレプレナーシップ演習
研究指導[全日制G]

牧 兼充 １１－１１０２（指導室）春学期

７時限 戦略とマネジメントコントロール研究指導[1
年制総合]

山根 節 １１－１１０３（指導室）春学期

夜間８時
限

経営戦略研究指導[夜間主プロM] 根来 龍之 １１－１１０４（指導室）春学期

７時限 事業戦略と総合経営研究指導[全日制G] 相葉 宏二 １１－１１１０（指導室）春学期

夜間８時
限

人材・組織マネジメント研究指導[夜間主プ
ロM]

杉浦 正和 １１－１１１１（指導室）春学期

夜間８時
限

マーケティングと新市場創造研究指導[夜間
主プロM]

川上 智子 １１－１１１２（指導室）春学期

７時限 起業プロセスとビジネスプラン研究指導[1年
制総合]

東出 浩教 １１－１１２１研究室春学期

夜間８時
限

組織行動研究指導[夜間主総合] 竹内 規彦 １１－９１１（演習室）春学期

夜間８時
限

グローバル経営の戦略研究指導[夜間主総
合]

平野 正雄 １１－９１５（演習室）春学期

７時限 Topics in Fixed Income
Strategies(Research Guidance)[MSc in
Finance]

四塚 利樹 ２６－５０１春学期


