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※授業日程については、経管研webサイト・授業日程（https://www.waseda.jp/fcom/wbs/students-and-alumni/calendar）をご参照ください。
授業実施科目キー クラス 担当教員 学期 曜日 時限 科目名 言語

5700101031 01 山口 善昭 秋学期 月 ２時限 企業倫理 日本語
5700100054 01 山田 英夫 冬クォーター 月 ３時限～４時限 経営戦略の策定 日本語
5700100058 01 植岡 敬典 秋クォーター 月 ３時限～４時限 ターンアラウンド・マネジメント 日本語
5700100070 01 永井 猛 秋学期 月 ５時限 マーケティング戦略 日本語
5700101048 01 伊藤 秀史 秋学期 月 ５時限 Organizational Economics 英語
5700200012 01 根本 直子 秋学期 月 ５時限 Management of Financial Institutions 英語
5700100048 01 平野 雅章 秋学期 火 １時限 Organisational Design（組織デザイン） 英語
5700100061 02 平野 雅章 秋学期 火 ２時限 Strategic Information Management (戦略的情報マネジメント) 英語
5700100094 01 眞野 芳樹 秋学期 火 ３時限 マネジリアル・エコノミクス 日本語
5700100100 01 相葉 宏二 秋学期 火 ４時限 世界の企業の戦略変革 日本語
5700100178 01 平野 雅章 秋学期 火 ４時限 戦略的情報マネジメント 日本語
5700100278 01 薄井 彰 秋学期 火 ４時限 投資・財務戦略のための財務諸表分析（全日制） 日本語
5700100055 01 丹羽 昇一 秋学期 水 ５時限 M&A戦略 日本語

5700101071 01

相葉 宏二 / 池上 重輔 /
川上 智子 / 清水 信匡 /
根来 龍之 / 平野 正雄 秋クォーター 水

（※）
６時限～７時限 実践事例研究 日本語

5700100068 01 眞野 芳樹 秋学期 木 ３時限 経済性分析 日本語
5700101047 01 伊藤 秀史 秋学期 木 ３時限 組織の経済学（全日制） 日本語
5700100218 01 山根 節 秋学期 木 ４時限 戦略経営分析 日本語
5700101041 01 田村 泰一 秋学期 木 ４時限 インターミディエイト・ビジネス・ベーシックス 日本語
5700200015 01 斯波 恒正 秋学期 木 ４時限 Applied Time Series Econometrics 英語
5700200017 01 川本 裕子 秋学期 木 ４時限 Corporate Governance 英語
5700100271 01 竹澤 伸哉 秋学期 木 ５時限 Sports Finance: An Introduction 英語
5700100065 01 小宮山 賢 秋学期 金 ３時限 国際財務報告基準と国際的動向（全日制） 日本語
5700100073 02 木村 達也 秋学期 金 ３時限 マーケティング＆ブランド・マネジメント 日本語
5700101043 02 岸本 義之 秋学期 金 ３時限 Advanced Corporate Finance (応用コーポレート・ファイナンス) 英語
5700200018 01 中里 大輔 秋学期 金 ３時限 Mathematical Finance 英語
5700101042 01 岸本 義之 秋学期 金 ４時限 企業の投資意思決定 日本語
5700100116 01 竹内 規彦 秋学期 土 １時限 Human Behavior in Organizations 英語
5700100146 01 岩村 充 秋学期 土 １時限 金融市場と企業財務戦略 日本語
5700100167 01 小宮山 賢 秋学期 土 ２時限 金融ビジネスの会計 日本語
5700101017 01 清水 信匡 秋学期 土 ２時限 業績評価と管理会計 日本語
5700100101 01 長谷川 博和 秋クォーター 土 ３時限～４時限 Growth Strategy & Creation of Sustainable Business 英語
5700100104 01 米田 隆 秋クォーター 土 ３時限～４時限 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 日本語
5700100147 01 翁 百合 / 山本 茂 秋クォーター 土 ３時限～４時限 金融資本市場論 日本語

5700100177 01
長沢 伸也 / 染谷 高士 /
杉本 香七 秋クォーター 土 ３時限～４時限 感性マーケティング論 日本語

5700100241 01 謝 凱宇 秋クォーター 土 ５時限～６時限 Organizational Strategy 英語

5700101026 01 定森 幸生 秋クォーター 土 ５時限～６時限
Advanced Business Communication in English for Non-native
Speakers 英語

5700101074 01
コールバッハ フローリアン
ドミニク オリヴァー 秋クォーター 土 ５時限～６時限 Consumer Behavior 英語

※シラバス上は「６時限～７時限」と表示されますが「夜間７時限～８時限」と読替えてください。
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