
2020年度経営管理研究科

夜間主講義時間割一覧
以下科目リストに掲載のない科目は「昼夜合併科目」として全日制講義リストに掲載している場合があります。

「昼夜合併科目」は夜間主一次科目登録では登録できません。 ２０２０年９月８日時点

科目名付クラス名 氏名 学期名称 曜日名称 時限名称 授業言語 備考

リーダーシップ論Ａ 内田　和成 春学期          水 夜間7～8時限 日本語

隔週開講（別途選考有）

Web科目登録不可

デリバティブ・モデリング 中里　大輔 春学期          金 夜間7時限 日本語

事業再生 奥　総一郎/青木　義則 春学期          金 夜間7時限 日本語

ファイナンス（夜間主） 岩村　充 春学期          土 １時限 日本語 必修コア（夜間主）

イノベーションのための経営システム設計 大久保　孝俊 春学期          土 １時限 日本語

財務会計（夜間主） 小宮山　賢 春学期          土 ２時限 日本語 必修コア（夜間主）

ＣＦＯの役割と課題 昆　政彦 春学期          土 ２時限 日本語

企業とマーケット 宇野　淳 春学期          土 ２時限 日本語

エクイティ・インベストメント 池田　昌幸 春学期          土 ２時限 日本語

ヘッジファンド 四塚　利樹 春学期          土 ３時限 日本語

デリバティブ 米澤　康博 春学期          土 ３時限 日本語

金融機関の課題とESG 根本　直子 春学期          土 ４時限 日本語
イスラム金融 吉田　悦章 集中講義（春学期） 無 その他 日本語
ビジネス・リーダーシップ 大島　洋 集中講義（春学期） 無 その他 日本語

財務会計（夜間主） 須藤　修司 春クォーター 月 夜間7～8時限 日本語 必修コア（夜間主）

技術・オペレーションのマネジメント（夜間主） 田村　泰一 春クォーター 月 夜間7～8時限 日本語 選択必修コア（夜間主）

組織の経済学（夜間主） 伊藤　秀史 春クォーター 月 夜間7～8時限 日本語

ファイナンス（夜間主） 樋原　伸彦 春クォーター 火 夜間7～8時限 日本語 必修コア（夜間主）

ファイナンス（夜間主） 鈴木　一功 春クォーター 火 夜間7～8時限 日本語 必修コア（夜間主）

管理会計（夜間主） 植松　則行 春クォーター 火 夜間7～8時限 日本語 選択必修コア（夜間主）

ファイナンスのための計量分析 川口　有一郎 春クォーター 火 夜間7～8時限 日本語

マクロ経済とファイナンス 米澤　康博 春クォーター 火 夜間7～8時限 日本語

住宅とファイナンス 小林　正宏/勝俣　基 春クォーター 火 夜間7～8時限 日本語

マネジメントのためのデータサイエンス 田上　悠太 春クォーター 火 夜間7～8時限 日本語

意思決定理論の実践 橋立　洋祐 春クォーター 火 夜間7～8時限 日本語

マーケティング・データの分析と活用 豊田　裕貴 春クォーター 火 夜間7～8時限 日本語

マーケティング（夜間主） 木村　達也 春クォーター 水 夜間7～8時限 日本語 必修コア（夜間主）

新規事業開発とビジネスモデルとマーケティング 永井　猛 春クォーター 水 夜間7～8時限 日本語

行動ファイナンス 俊野　雅司 春クォーター 水 夜間7～8時限 日本語

プロジェクト・インフラのファイナンスと証券化 赤井　厚雄/谷山　智彦 春クォーター 水 夜間7～8時限 日本語

ファイナンスのための確率・統計学 竹原　均 春クォーター 水 夜間7～8時限 日本語

人的資源マネジメントの国際比較分析 白木　三秀 春クォーター 水 夜間7～8時限 日本語

財務会計（夜間主） 小宮山　賢 春クォーター 木 夜間7～8時限 日本語 必修コア（夜間主）

グローバルビジネスのマネジメント 池上　重輔 春クォーター 木 夜間7～8時限 日本語

コーポレート・ファイナンス 竹原　均 春クォーター 木 夜間7～8時限 日本語

クリエイティブ・シンキング 横田　幸信 春クォーター 木 夜間7～8時限 日本語

人材・組織（夜間主） 堀江　徹 春クォーター 金 夜間7～8時限 日本語 必修コア（夜間主）

企業データ分析（夜間主） 久保　克行 春クォーター 金 夜間7～8時限 日本語 選択必修コア（夜間主）

人材・組織（夜間主） 杉浦　正和 春クォーター 土 ３時限～４時限 日本語 必修コア（夜間主）

技術・オペレーションのマネジメント（夜間主） 長内　厚 春クォーター 土 ３時限～４時限 日本語 選択必修コア（夜間主）

金融機関マネジメント 川本　裕子 春クォーター 土 ３時限～４時限 日本語

マーケティングと競争戦略 内田　和成 春クォーター 土 ３時限～４時限 日本語

マーケティング（夜間主） 川上　智子 春クォーター 土 ５時限～６時限 日本語 必修コア（夜間主）

事業承継者のアントレプレナーシップ 落合　康裕 春クォーター 土 ５時限～６時限 日本語

事例で学ぶベンチャー・新規事業の創造 長谷川　博和 春クォーター 土 ５時限～６時限 日本語

競争戦略のフロンティア 淺羽　茂 春クォーター 土 ５時限～６時限 日本語

マーケティング（夜間主） 永井　猛 夏クォーター 月 夜間7～8時限 日本語 必修コア（夜間主）

企業データ分析（夜間主） 宮地　惠美 夏クォーター 月 夜間7～8時限 日本語 選択必修コア（夜間主）
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- 西山　茂/船橋　仁

夏クォーター

⇒秋クォーター 月 夜間7～8時限 日本語

休講⇒復活

2020/4/3更新

サイバーセキュリティ 斉藤　賢爾 夏クォーター 月 夜間7～8時限 日本語

Lab to Market: 科学技術の商業化と科学的実験 牧　兼充 夏クォーター 月 夜間7～8時限 日本語

企業人のためのダイバーシティ・マネジメント 長内　厚 夏クォーター 月 夜間7～8時限 日本語 オムニバス科目

ファイナンス（夜間主） 鈴木　一功 夏クォーター 火 夜間7～8時限 日本語 必修コア（夜間主）

人材・組織（夜間主） 大滝　令嗣 夏クォーター 火 夜間7～8時限 日本語 必修コア（夜間主）

不動産金融工学(夜間主) 谷山　智彦/飯沼　綱平 夏クォーター 火 夜間7～8時限 日本語

M&Aストラクチャ論 服部　暢達 夏クォーター 火 夜間7～8時限 日本語

ベンチャー・ファイナンス 樋原　伸彦 夏クォーター 火 夜間7～8時限 日本語

顧客関係マネジメント 三谷　宏治 夏クォーター 火 夜間7～8時限 日本語

技術と戦略 長内　厚 夏クォーター 火 夜間7～8時限 日本語

企業価値向上のための人材マネジメント 河合　太介/永田　稔 夏クォーター 火 夜間7～8時限 日本語

マーケティング（夜間主） 木村　達也 夏クォーター 水 夜間7～8時限 日本語 必修コア（夜間主）

イノベーションのためのロジカルシンキング＆ネゴシエーショ

ン 鶴谷　武親 夏クォーター 水 夜間7～8時限 日本語

応用財務会計 小宮山　賢 夏クォーター 水 夜間7～8時限 日本語

経営戦略のための財務諸表分析（夜間主） 薄井　彰 夏クォーター 水 夜間7～8時限 日本語

新興市場のマーケティング 山下　裕子 夏クォーター 水 夜間7～8時限 日本語

財務会計（夜間主） 須藤　修司 夏クォーター 木 夜間7～8時限 日本語 必修コア（夜間主）

グローバルM&Aのマネジメント 平野　正雄 夏クォーター 木 夜間7～8時限 日本語

ソーシャルイノベーション 川上　智子/大畑　慎治 夏クォーター 木 夜間7～8時限 日本語

イノベーション研究のための定量分析 吉岡　徹 夏クォーター 木 夜間7～8時限 日本語

人材・組織（夜間主） 杉浦　正和 夏クォーター 土 ３時限～４時限 日本語 必修コア（夜間主）

企業の経済学（夜間主） 入山　章栄 夏クォーター 土 ３時限～４時限 日本語 選択必修コア（夜間主）
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会社法Ⅰ（経営管理と組織再編） 柴崎　暁 夏クォーター 土 ３時限～４時限 日本語

プロロジス寄附講座　ロジスティクス・SCM 長沢　伸也/横田　一彦

夏クォーター

⇒秋学期 未定 未定 日本語

2020/3/27更新

2020/9/8更新　休講

アントレプレヌールシップ（夜間主） 長谷川　博和 夏クォーター 土 ５時限～６時限 日本語 選択必修コア（夜間主）

金融法Ⅰ（銀行取引総論・預金契約） 柴崎　暁 夏クォーター 土 ５時限～６時限 日本語

リーダーシップ論Ｂ 内田　和成 秋学期          水 夜間7～8時限 日本語

隔週開講（別途選考有）

Web科目登録不可

プロジェクト研究エッセンス 平野　正雄 秋学期          金 夜間7～8時限 日本語

コーポレート・ファイナンスの理論と企業価値評価 鈴木　一功 秋学期          金 夜間7時限 日本語

金利デリバティブ原理とクレジットリスク 中里　大輔 秋学期          金 夜間7時限 日本語

国際金融論 永野　護 秋学期          金 夜間7時限 日本語

ファイナンスのための数学基礎 山本　芳嗣 秋学期          金 夜間7時限 日本語 自由科目

企業データ分析（夜間主） 清水　たくみ 秋学期          土 １時限 日本語

選択必修コア（夜間主）

2020/08/19追加

企業データ分析（夜間主） 宇野　淳 秋学期          土 ２時限 日本語 選択必修コア（夜間主）

イノベーション・社会的価値と管理会計 昆　政彦 秋学期          土 ２時限 日本語

リアル・オプション 小林　秀二 秋学期          土 ２時限 日本語

アセット・プライシング(夜間主) 池田　昌幸 秋学期          土 ２時限 日本語

マーケット・マイクロストラクチャー 宇野　淳 秋学期          土 ３時限 日本語

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

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

租税法 山上　淳一 秋学期          土 ４時限 日本語

デリバティブ 米澤　康博 秋学期          土 ４時限 日本語

サービス・マーケティング 黒岩　健一郎 秋クォーター 金⇒月 夜間7～8時限 日本語

マーケティングとトップマネジメント 守口　剛

夏クォーター

⇒秋クォーター

火⇒水⇒

月

夜間7～8時限⇒

夜間7〜8時限 日本語 2020/9/8更新

経営戦略（夜間主） 今村　英明 秋クォーター 月 夜間7～8時限 日本語 必修コア（夜間主）

会計から見た企業経営 須藤　修司 秋クォーター 月 夜間7～8時限 日本語

ビジネス英語（夜間主） 杉浦　正和/曽根　宏 秋クォーター 月 夜間7～8時限 日本語

応用コーポレート・ファイナンス 新井　富雄 秋クォーター 月 夜間7～8時限 日本語

事業計画策定 秦　充洋 秋クォーター 月 夜間7～8時限 日本語

デジタル化と破壊的イノベーション 根来　龍之 秋クォーター 月 夜間7～8時限 日本語 2020/8/19更新

総合経営（夜間主） 平野　正雄 秋クォーター 火 夜間7～8時限 日本語 必修コア（夜間主）

管理会計（夜間主） 西山　茂 秋クォーター 火 夜間7～8時限 日本語 選択必修コア（夜間主）

M&Aと企業価値評価 服部　暢達 秋クォーター 火 夜間7～8時限 日本語

ファイナンスのためのデータサイエンス 田上　悠太 秋クォーター 火 夜間7～8時限 日本語

スタートアップマネジメント 川田　尚吾 秋クォーター 火 夜間7～8時限 日本語

経営者の意思決定 内田　和成 秋クォーター 火 夜間7～8時限 日本語 2020/9/8更新 休講

マーケティング・リサーチ 萩原　雅之 秋クォーター 火 夜間7～8時限 日本語

イノベーションマネジメントのための定性研究 長内　厚 秋クォーター 火 夜間7～8時限 日本語

経営戦略（夜間主） 淺羽　茂 秋クォーター 水 夜間7～8時限 日本語 必修コア（夜間主）

アントレプレヌールシップ（夜間主） 長谷川　博和 秋クォーター 水 夜間7～8時限 日本語 選択必修コア（夜間主）

不動産証券分析 石川　尋夫 秋クォーター 水 夜間7～8時限 日本語

株式ポートフォリオ運用 竹原　均 秋クォーター 水 夜間7～8時限 日本語

投資・財務戦略のための財務諸表分析（夜間主） 薄井　彰 秋クォーター 水 夜間7～8時限 日本語

M&A 欅田　洋次郎/中根　徳昭 秋クォーター 水 夜間7～8時限 日本語

経営戦略と新規事業マネジメント 田村　泰一 秋クォーター 水 夜間7～8時限 日本語

グローバル経営（夜間主） 入山　章栄 秋クォーター 木 夜間7～8時限 日本語 必修コア（夜間主）

企業データ分析（夜間主） 清水　たくみ 秋クォーター 木 夜間7～8時限 日本語 選択必修コア（夜間主）

組織行動論：モチベーションとキャリアマネジメント 山本　寛 秋クォーター 木 夜間7～8時限 日本語

ミッションとリーダーシップ 杉浦　正和/岩田　松雄 秋クォーター 木 夜間7～8時限 日本語

ライフサイエンスの破壊的イノベーション

瀬尾　亨/前田　祐二郎/黒

河　昭雄 秋クォーター 木 夜間7～8時限 日本語

多極化時代におけるグローバル・ビジネス・マネジメント 程　近智 秋クォーター 木 夜間7～8時限 日本語

ブランド戦略 首藤　明敏 秋クォーター 金⇒木 夜間7～8時限 日本語 2020/3/16更新

経営戦略（夜間主） 山田　英夫 秋クォーター 金 夜間7～8時限 日本語 必修コア（夜間主）

プロジェクト研究エッセンス 平野　正雄 秋クォーター 金 夜間7～8時限 日本語

資本市場と不動産評価 横田　雅之/小川　兵衛 秋クォーター 金 夜間7～8時限 日本語

総合経営（夜間主） 菅野　寛 秋クォーター 土 ３時限～４時限 日本語 必修コア（夜間主）

会社法Ⅱ（資金調達の手段） 柴崎　暁 秋クォーター 土 ３時限～４時限 日本語

マーケティングと新市場創造 川上　智子 秋クォーター 土 ３時限～４時限 日本語

デジタル化と産業構造変革 安延　申/浜屋　敏 秋クォーター 土 ３時限～４時限 日本語

実務者のための生産管理・経営管理 関　利隆 秋クォーター 土 ３時限～４時限 日本語

経営戦略（夜間主） 淺羽　茂 秋クォーター 土 ５時限～６時限 日本語 必修コア（夜間主）

技術・オペレーションのマネジメント（夜間主） 牧　兼充 秋クォーター 土 ５時限～６時限 日本語 選択必修コア（夜間主）

ファイナンスのための確率過程 児玉　信明 秋クォーター 土 ５時限～６時限 日本語

金融法Ⅱ（融資契約と商業証券） 柴崎　暁 秋クォーター 土 ５時限～６時限 日本語

ヤマトグループ寄附講座－情報システムの戦略的投資と経

営戦略 根来　龍之/向　正道 秋クォーター 土 ５時限～６時限 日本語

企業分析と経営指標（KPI） 大津　広一 冬クォーター 月 夜間7～8時限 日本語

不動産とファイナンス 岡野　淳/野田　誠 冬クォーター 月 夜間7～8時限 日本語

年金マネジメント 鈴木　誠/大輪　秋彦 冬クォーター 月 夜間7～8時限 日本語

ブロックチェーンによるビジネス変革 増田　一之 冬クォーター 月 夜間7～8時限 日本語

戦略的CSR経営 重本　彰子 冬クォーター 月 夜間7～8時限 日本語

企業の経済学（夜間主） 伊藤　秀史 冬クォーター 火 夜間7～8時限 日本語 選択必修コア（夜間主）

顧客情報分析（データおよびテキスト・マイニング） 松田　芳雄 冬クォーター 火 夜間7～8時限 日本語
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夜間主講義時間割一覧
財務分析と財務管理 西山　茂 冬クォーター 火 夜間7～8時限 日本語

情報システムと組織 清水　たくみ 冬クォーター 火 夜間7～8時限 日本語

休講

Cancelled

エクイティ・インベストメント 米澤　康博 冬クォーター 火 夜間7～8時限 日本語

Cross-Cultural Management ハギリアン　パリッサ 冬クォーター 火 夜間7～8時限 英語

グローバル経営（夜間主） 池上　重輔 冬クォーター 水 夜間7～8時限 日本語 必修コア（夜間主）

イノベーションのためのロジカルシンキング＆ネゴシエーショ

ン 鶴谷　武親 冬クォーター 水 夜間7～8時限 日本語

財務データと非財務データの連携による企業評価 松島　憲之 冬クォーター 水 夜間7～8時限 日本語

デジタル・イノベーションとマーケティング 及川　直彦 冬クォーター 水 夜間7～8時限 日本語

グローバル人材マネジメント 大滝　令嗣 冬クォーター 水 夜間7～8時限 日本語 科目名称変更

消費者行動論 澁谷　覚 冬クォーター 水 夜間7～8時限 日本語

市場創造のための知財マネジメント 田村　泰一/杉村　純子 冬クォーター 水 夜間7～8時限 日本語

グローバル経営（夜間主） 池上　重輔 冬クォーター 木 夜間7～8時限 日本語 必修コア（夜間主）

国際財務報告基準と国際的動向（夜間主） 小宮山　賢 冬クォーター 木 夜間7～8時限 日本語

トップ起業家との対話 入山　章栄 冬クォーター 木 夜間7～8時限 日本語 オムニバス科目

経営と脳科学 枝川　義邦 冬クォーター 木 夜間7～8時限 日本語

企業の経済学（夜間主） 蟻川　靖浩 冬クォーター 金 夜間7～8時限 日本語 選択必修コア（夜間主）

不動産経済学 川口　有一郎 冬クォーター 金 夜間7～8時限 日本語

企業データ分析の手法と活用 坂野　友昭 冬クォーター 金 夜間7～8時限 日本語

グローバル経営（夜間主） 平野　正雄 冬クォーター 土 ３時限～４時限 日本語 必修コア（夜間主）

戦略的マネジメントコントロール 植松　則行 冬クォーター 土 ３時限～４時限 日本語

コーポレート・ガバナンス 川本　裕子 冬クォーター 土 ３時限～４時限 日本語

総合経営（夜間主） 平井　孝志 冬クォーター 土 ５時限～６時限 日本語 必修コア（夜間主）

総合経営（夜間主） 菅野　寛 冬クォーター 土 ５時限～６時限 日本語 必修コア（夜間主）

スタートアップ・ファクトリー 長谷川　博和/瀧口　匡 冬クォーター 土 ５時限～６時限 日本語


