
2018/03/10現在

・・・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

＜春学期＞ ※夜間時限は19：00～20：30
科目名 教員氏名 単位数 曜日時限 使用言語

4801001802 01 ビジネス数学 豊泉 洋 2 月３時限 日本語

4801003102 01 企業評価 奥村 雅史 2 月３時限 日本語

4801001401 01 租税法 青山 慶二 4 月３～４時限 日本語

4801001001 01 基礎簿記 加藤 大吾 2 月４時限 日本語

4801003811 01 アクチュアリー年金数理 荒井 昭／関口 健太郎／藤澤 陽介 2 月６時限 日本語

4801001200 01 監査基礎 （１） 金子 裕子 2 火１時限 日本語

4801003805 01 損害保険の数理と会計 滑川 文明 2 火１時限 日本語

4801001101 01 基礎原価計算（１） 清水 孝 2 火２時限 日本語

4801003601 01 オペレーションズ・リサーチ 豊泉 洋 2 火２時限 日本語

4801003006 01 非営利会計 亀岡 保夫 2 火３時限 日本語

4801003802 01 ビジネスデータサイエンス 豊泉 洋 2 火３時限 日本語

4801001305 01 会社法 尾関 幸美 4 火３～４時限 日本語

4801002E01 01 Professional Presentations ドーラン ダニエル Ｐ． 2 火４時限 英語

4801001402 01 法人税法I 栗原 克文 4 水２～３時限 日本語

4801003104 01
管理会計英文外書講読 －米国公認管理会計士
試験対応科目

石橋 善一郎 2 水３時限 日・英併用

4801003213 01 会計・監査の最新実務
秋葉 賢一／住田 清芽／山本 浩二
／関口 智和／秋山 高広／栗栖 孝

2 水５時限 日本語

4801003807 01 アクチュアリー生保数理 安達 良喜／田中 浩一／浜田 淳一 2 水５時限 日本語

4801002402 01 所得税法 栗原 克文 2 木１時限 日本語

4801002E02 01 Introduction to Accounting Communication (1) ドーラン ダニエル Ｐ． 2 木１時限 英語

4801003002 01 国際会計基準II 秋葉 賢一 2 木１時限 日本語

4801001100 01 基礎管理会計 青木 章通 2 木２時限 日本語

4801002201 01 監査C （１） 篠原 真 2 木２時限 日本語

4801003611 01 CRM実務
鈴木 孝則／河野 慎哉／熊見 成浩
／住川 誠史／津端 清／宮下 剛

2 木２時限 日本語

4801003E03 01 Corporate Fraud Case Studies ドーラン ダニエル Ｐ． 2 木２時限 英語

4801001103 01 管理会計I （１） 青木 章通 2 木３時限 日本語

4801003103 01 財務分析 松本 敏史 2 木３時限 日本語

4801003E06 01 International Negotiation ドーラン ダニエル Ｐ． 2 木３時限 英語

4801003702 01 会計情報システム論 鈴木 孝則 2 金１時限 日本語

4801003809 01 アクチュアリー損保数理 岩沢 宏和 2 金２時限 日本語

4801002203 01 監査各論 （１） 金子 裕子 2 金４時限 日本語

4801003209 01 公監査論 東 信男 2 金６時限 日本語

＜春クォーター＞

科目名 教員氏名 単位数 曜日 使用言語

4801001005 01 簿記I（１） 加藤 大吾 2 月１～２時限 日本語

4801001E01 01 Corporate Governance - Basic ドーラン ダニエル Ｐ． 1 火２時限 英語

4801003403 01
グローバル企業へのタックスコンサルティング実
務

秋葉 賢一／大平 洋一／カーンズ 裕
子／山田 早苗

1 火２時限 日本語

4801003216 01 コーポレートガバナンスと企業リスク管理
鈴木 孝則／東 義弘／下平 伸義／
林 直樹

1 水４時限 日本語

4801001007 01 財務会計Ａ（１） 川村 義則 2 木４～５時限 日本語

4801001202 01 監査A （１） 篠原 真 2 金１～２時限 日本語

4801001105 01 原価計算Ａ （１） 清水 孝 2 金２～３時限 日本語

4801001008 01 財務会計Ｂ（１） 松本 敏史 2 金４～５時限 日本語

4801000101 01 財務会計リテラシー （１） 秋葉 賢一／川村 義則 1 フルOD 日本語

＜夏クォーター＞

科目名 教員氏名 単位数 曜日 時限

4801001006 01 簿記II（１） 加藤 大吾 2 月１～２時限 日本語

4801001E02 01 Business Communication - Basic （１） ドーラン ダニエル Ｐ． 1 火２時限 英語

4801001009 01 財務会計Ｃ 秋葉 賢一 2 火５～６時限 日本語

4801003215 01 金融機関のガバナンス・リスク管理・コンプライアンス
秋葉 賢一／臼倉 健司／神崎 有吾
／中桐 徹

1 水４時限 日本語

4801003813 01 アクチュアリー確率演習 明石 郁哉 1 木３時限 日本語

4801002001 01 財務会計各論I 川村 義則 2 木４～５時限 日本語

4801001203 01 監査B （１） 篠原 真 2 金１～２時限 日本語

4801001106 01 原価計算B （１） 清水 孝 2 金２～３時限 日本語

4801002003 01 応用簿記 （１） 加藤 大吾 2 金４～５時限 日本語

4801000101 02 財務会計リテラシー （２） 秋葉 賢一／川村 義則 1 フルOD 日本語
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