
科目名付クラス名 学期名称 漢字氏名 曜日名称 時限名称 施設名称

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] 秋学期 東出　浩教 月 ５時限 １１－８１７

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：日本語] 秋学期 牧　兼充 月 ５時限 １１－１１１２（指導室）

起業プロセスとビジネスプラン研究[1年制総合] 秋学期 東出　浩教 月 ６時限 １１－８１７

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] 秋学期 東出　浩教 月 ６時限 １１－８１７

コーポレート・ファイナンス実証分析演習[夜間主プロＦ] 秋学期 鈴木　一功 月 夜間７時限 ２６－５０２

Seminar on Topics in Financial Markets/ESG/SDGs 秋学期 根本　直子 月 夜間７時限 １１－８１５

Seminar on Empirical Analysis of Corporate finance[MSc in Finance] 秋学期 鈴木　一功 月 夜間８時限 ２６－５０２

Seminar on Topics in Financial Markets/ESG/SDGs(Research Guidance) 秋学期 根本　直子 月 夜間８時限 １１－８１５

経営戦略（夜間主） 秋クォーター 今村　英明 月 夜間７・８時限 ３－３０２

会計から見た企業経営 秋クォーター 須藤　修司 月 夜間７・８時限 １１－９０５（演習室）

ビジネス英語（夜間主） 秋クォーター 曽根　宏 月 夜間７・８時限 １１－９０３（馬蹄形）

ビジネス英語（夜間主） 秋クォーター 杉浦　正和 月 夜間７・８時限 １１－９０３（馬蹄形）

企業分析と経営指標（KPI） 冬クォーター 大津　広一 月 夜間７・８時限 ３－３０２

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 月 夜間７・８時限 １１－９０４（指導室）

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 西山　茂 月 夜間７・８時限 １１－９０４（指導室）

不動産とファイナンス 冬クォーター 野田　誠 月 夜間７・８時限 ２６－３０２

不動産とファイナンス 冬クォーター 岡野　淳 月 夜間７・８時限 ２６－３０２

応用コーポレート・ファイナンス 秋クォーター 新井　富雄 月 夜間７・８時限 ２６－３０２

年金マネジメント 冬クォーター 鈴木　誠 月 夜間７・８時限 １１－９０８（指導室）

年金マネジメント 冬クォーター 大輪　秋彦 月 夜間７・８時限 １１－９０８（指導室）

ブロックチェーンによるビジネス変革 冬クォーター 増田　一之 月 夜間７・８時限 ３－４０１

マーケティングとトップマネジメント 秋クォーター 守口　剛 月 夜間７・８時限 ３－４０１

事業計画策定 秋クォーター 秦　充洋 月 夜間７・８時限 ３－２０２（CTLT Classroom2）

デジタル化と破壊的イノベーション 秋クォーター 根来　龍之 月 夜間７・８時限 ３－６０２

戦略的CSR経営 冬クォーター 重本　彰子 月 夜間７・８時限 １１－９０１（指導室）

サービス・マーケティング 秋クォーター 黒岩　健一郎 月 夜間７・８時限 １１－９０１（指導室）

Seminar on Corporate Governance(Research Guidance)[MSc in Finance] 秋学期 川本　裕子 火 ３時限 ２６－５０１

Seminar on Corporate Governance[MSc in Finance] 秋学期 川本　裕子 火 ４時限 ２６－５０１

経営戦略の策定研究[1年制総合] 秋学期 山田　英夫 火 ４時限 １１－１１０４（指導室）

マーケティング戦略演習[全日制G] 秋学期 永井　猛 火 ５時限 １１－１１０３（指導室）

企業価値演習[全日制G] 秋学期 西山　茂 火 ５時限 １１－１１０２（指導室）

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

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

組織戦略とオペレーション戦略演習[全日制G] 秋学期 菅野　寛 火 ５時限 １１－１１１０（指導室）

経営戦略の策定研究指導[1年制総合] 秋学期 山田　英夫 火 ５時限 １１－１１０４（指導室）

経営戦略と産業進化演習[全日制Ｇ] 秋学期 淺羽　茂 火 ６時限 １１－１１４１（指導室）

マーケティング戦略研究指導[全日制G] 秋学期 永井　猛 火 ６時限 １１－１１０３（指導室）

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

組織戦略とオペレーション戦略研究指導[全日制Ｇ] 秋学期 菅野　寛 火 ６時限 １１－１１１０（指導室）

大川ドリーム基金寄附講座　グローバル・ベンチャー企業の創出と経営
－起業家の価値創造戦略

秋学期 井上　智治 火 ６・７時限 １１－５０５

大川ドリーム基金寄附講座　グローバル・ベンチャー企業の創出と経営
－起業家の価値創造戦略

秋学期 東出　浩教 火 ６・７時限 １１－５０５

経営戦略と産業進化研究指導[全日制Ｇ] 秋学期 淺羽　茂 火 ７時限 １１－１１４１（指導室）

金融機関マネジメント演習[夜間主プロ] 秋学期 川本　裕子 火 夜間７時限 ２６－５０１

金融機関マネジメント研究指導[夜間主プロF] 秋学期 川本　裕子 火 夜間８時限 ２６－５０１

総合経営（夜間主） 秋クォーター 平野　正雄 火 夜間７・８時限 ３－４０１

管理会計（夜間主） 秋クォーター 西山　茂 火 夜間７・８時限 ３－３０２

企業の経済学（夜間主） 冬クォーター 伊藤　秀史 火 夜間７・８時限 １１－９０１（指導室）

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 夜間７・８時限 ３－６０２

財務分析と財務管理 冬クォーター 西山　茂 火 夜間７・８時限 ３－３０２

M&Aと企業価値評価 秋クォーター 服部　暢達 火 夜間７・８時限 ３－３０５

ファイナンスのためのデータサイエンス 秋クォーター 田上　悠太 火 夜間７・８時限 ２６－５０２

イノベーションマネジメントのための定性研究 秋クォーター 長内　厚 火 夜間７・８時限 ３－４０５

エクイティ・インベストメント 冬クォーター 米澤　康博 火 夜間７・８時限 ２６－５０２

マーケティング・リサーチ 秋クォーター 萩原　雅之 火 夜間７・８時限 １１－９０２（馬蹄形）

Seminar on Accounting and Finance 秋学期 ラオ　デイヴィッド 水 ５時限 １１－９１４（演習室）

Seminar on Accounting and Finance(Research Guidance)[MSc in
Finance]

秋学期 ラオ　デイヴィッド 水 ６時限 １１－９１４（演習室）

実践事例研究 秋クォーター 牧　兼充 水 ６・７時限 １１－９１３（指導室）

実践事例研究 秋クォーター 川上　智子 水 ６・７時限 １１－９１３（指導室）

実践事例研究 秋クォーター 長内　厚 水 ６・７時限 １１－９１３（指導室）

実践事例研究 秋クォーター 相葉　宏二 水 ６・７時限 １１－９１３（指導室）

実践事例研究 秋クォーター 池上　重輔 水 ６・７時限 １１－９１３（指導室）

経営戦略（夜間主） 秋クォーター 淺羽　茂 水 夜間７・８時限 ３－６０１

グローバル経営（夜間主） 冬クォーター 池上　重輔 水 夜間７・８時限 ３－３０２

アントレプレヌールシップ（夜間主） 秋クォーター 長谷川　博和 水 夜間７・８時限 ３－５０２

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（冬クォー
ター）

冬クォーター 鶴谷　武親 水 夜間７・８時限 ３－２０２（CTLT Classroom2）

リーダーシップ論Ｂ 秋学期 内田　和成 水 夜間７・８時限 ３－４０２

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 夜間７・８時限 １１－６０２（第２コンピュータ教室）



科目名付クラス名 学期名称 漢字氏名 曜日名称 時限名称 施設名称

不動産証券分析 秋クォーター 石川　尋夫 水 夜間７・８時限 ２６－６０３（ＰＣルーム）

株式ポートフォリオ運用 秋クォーター 竹原　均 水 夜間７・８時限 ２６－５０２

M&A 秋クォーター 中根　徳昭 水 夜間７・８時限 １１－９０１（指導室）

M&A 秋クォーター 欅田　洋次郎 水 夜間７・８時限 １１－９０１（指導室）

デジタル・イノベーションとマーケティング[夜間主総合] 冬クォーター 及川　直彦 水 夜間７・８時限 ３－６０１

グローバル人材マネジメント 冬クォーター 島田　圭子 水 夜間７・８時限 １１－９０１（指導室）

グローバル人材マネジメント 冬クォーター 大滝　令嗣 水 夜間７・８時限 １１－９０１（指導室）

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 夜間７・８時限 １１－１１０４（指導室）

消費者行動論 冬クォーター 澁谷　覚 水 夜間７・８時限 ３－４０１

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 水 夜間７・８時限 １１－９０５（演習室）

市場創造のための知財マネジメント 冬クォーター 田村　泰一 水 夜間７・８時限 １１－９０５（演習室）

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

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] 秋学期 大滝　令嗣 木 ５時限 １１－１１１０（指導室）

市場と組織のインセンティブ設計演習[全日制G] 秋学期 伊藤　秀史 木 ５時限 １１－１１０３（指導室）

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] 秋学期 牧　兼充 木 ５時限 １１－１１０５（指導室）

Seminar on Power of Financial Numbers 秋学期 ラオ　デイヴィッド 木 ５時限 １１－８０８（演習室）

技術進化がもたらす新しい組織とイノベーション演習[全日制G] 秋学期 清水　たくみ 木 ５時限 ７－３０６

Seminar on Economics[MSc in Finance] 秋学期 蟻川　靖浩 木 ５時限 ２６－６０２（ＰＣルーム）

財務情報と企業評価研究指導[1年制総合] 秋学期 小宮山　賢 木 ５時限 １１－１１０８（指導室）

マーケティング・マネジメント研究指導[全日制Ｇ] 秋学期 木村　達也 木 ６時限 １１－１１０９（指導室）

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] 秋学期 大滝　令嗣 木 ６時限 １１－１１１０（指導室）

市場と組織のインセンティブ設計研究指導[全日制G] 秋学期 伊藤　秀史 木 ６時限 １１－１１０３（指導室）

Seminar on Power of Financial Numbers(Research Guidance) 秋学期 ラオ　デイヴィッド 木 ６時限 １１－８０８（演習室）

企業経済学演習[夜間主プロＦ] 秋学期 蟻川　靖浩 木 夜間７時限 ２６－３０２

グローバル経営（夜間主） 秋クォーター 入山　章栄 木 夜間７・８時限 ３－３０２

グローバル経営（夜間主） 冬クォーター 池上　重輔 木 夜間７・８時限 ３－４０５

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 夜間７・８時限 １１－９０１（指導室）

組織行動論：モチベーションとキャリアマネジメント 秋クォーター 山本　寛 木 夜間７・８時限 ３－６０１

トップ起業家との対話 冬クォーター 入山　章栄 木 夜間７・８時限 １１－５０１

ブランド戦略 秋クォーター 首藤　明敏 木 夜間７・８時限 ３－４０２

経営と脳科学 冬クォーター 枝川　義邦 木 夜間７・８時限 ３－３０２

ミッションとリーダーシップ 秋クォーター 岩田　松雄 木 夜間７・８時限 ７－３０５

ミッションとリーダーシップ 秋クォーター 杉浦　正和 木 夜間７・８時限 ７－３０５

ライフサイエンスの破壊的イノベーション 秋クォーター 黒河　昭雄 木 夜間７・８時限 ３－５０２

ライフサイエンスの破壊的イノベーション 秋クォーター 前田　祐二郎 木 夜間７・８時限 ３－５０２

ライフサイエンスの破壊的イノベーション 秋クォーター 瀬尾　亨 木 夜間７・８時限 ３－５０２

Seminar on Economics(Research Guidance)[MSc in Finance] 秋学期 蟻川　靖浩 金 １時限 ２６－３０１

Seminar on Portfolio Management(Research Guidance)[MSc in Finance] 秋学期 竹原　均 金 １時限 ２６－５０１

Seminar on Portfolio Management[MSc in Finance] 秋学期 竹原　均 金 ２時限 ２６－６０２（ＰＣルーム）

技術経営演習[全日制G] 秋学期 長内　厚 金 ５時限 １１－１１０８（指導室）

金融ビジネスと企業財務戦略研究[1年制総合] 秋学期 岩村　充 金 ５時限 １１－１１０４（指導室）

競争戦略と総合経営研究[1年制総合] 秋学期 相葉　宏二 金 ５時限 １１－１１０５（指導室）

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

企業戦略とマーケティング研究[1年制総合] 秋学期 内田　和成 金 ５時限 １１－９０３（馬蹄形）

経営戦略と市場創造研究[1年制総合] 秋学期 池上　重輔 金 ５時限 １１－８１１

テクノロジー企業戦略と新規事業マネジメント[1年制総合] 秋学期 田村　泰一 金 ５時限 １１－１３１２

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

Applied Mathematical Finance 秋学期 中里　大輔 金 17:00～17:30 ２６－６０３（ＰＣルーム）

金融ビジネスと企業財務戦略研究指導[1年制総合] 秋学期 岩村　充 金 ６時限 １１－１１０４（指導室）

企業戦略とマーケティング研究指導[1年制総合] 秋学期 内田　和成 金 ６時限 １１－９０３（馬蹄形）

技術経営研究指導[全日制G] 秋学期 長内　厚 金 ６時限 １１－１１０８（指導室）

コーポレート・ファイナンスの理論と企業価値評価 秋学期 鈴木　一功 金 夜間７時限
【9/25～11/20】１１－６０２（第２コン

ピュータ教室）
【11/27～１/29】２６－５０２

経営戦略演習[夜間主プロM] 秋学期 根来　龍之 金 夜間７時限 １１－９１０（演習室）

競争戦略演習[夜間主プロM] 秋学期 内田　和成 金 夜間７時限 １１－９０３（馬蹄形）

ポートフォリオ・マネジメント演習[夜間主プロＦ] 秋学期 竹原　均 金 夜間７時限 ２６－６０３（ＰＣルーム）

戦略構想力研究[夜間主総合] 秋学期 淺羽　茂 金 夜間７時限 １１－１１４１（指導室）

マーケティング研究[夜間主総合] 秋学期 木村　達也 金 夜間７時限 １１－１１１１（指導室）

戦略的人材マネジメント研究[夜間主総合] 秋学期 杉浦　正和 金 夜間７時限 ７－３０５

マーケティング・ストラテジー研究[夜間主総合] 秋学期 永井　猛 金 夜間７時限 １１－９１２（演習室）

企業価値創造のための経営と管理研究[夜間主総合] 秋学期 西山　茂 金 夜間７時限 １１－１１０３（指導室）

ベンチャーと新規事業のマネジメント研究[夜間主総合] 秋学期 長谷川　博和 金 夜間７時限 １１－９０７（指導室）

フロンティアの経営学研究[夜間主総合] 秋学期 入山　章栄 金 夜間７時限 １１－１１０９（指導室）

マクロ・ファイナンス研究[夜間主総合] 秋学期 米澤　康博 金 夜間７時限 ２６－３０３

競争戦略と市場創造戦略研究[夜間主総合] 秋学期 池上　重輔 金 夜間７時限 １１－８１１

会計制度の経済分析研究[夜間主総合] 秋学期 薄井　彰 金 夜間７時限 ２６－３０１

イノベーションと価値創造戦略研究[夜間主総合] 秋学期 長内　厚 金 夜間７時限 １１－１１０８（指導室）



科目名付クラス名 学期名称 漢字氏名 曜日名称 時限名称 施設名称

科学技術とアントレプレナーシップ研究[夜間主総合] 秋学期 牧　兼充 金 夜間７時限 １１－１１０５（指導室）

経営戦略とビジネスモデル[夜間主総合] 秋学期 平井　孝志 金 夜間７時限 １１－９１５（演習室）

サステイナブルビジネスと戦略的CSR[夜間主総合] 秋学期 重本　彰子 金 夜間７時限 １１－８１５

戦略とファイナンス[夜間主総合] 秋学期 佐藤　克宏 金 夜間７時限 １１－８１４

デジタル・イノベーションとマーケティング[夜間主総合] 秋学期 及川　直彦 金 夜間７時限 １１－９１４（演習室）

企業・事業戦略研究指導[夜間主総合] 秋学期 今村　英明 金 夜間７時限 １１－１１１２（指導室）

グローバル経営の戦略研究指導[夜間主総合] 秋学期 平野　正雄 金 夜間７時限 ７－３０６

マーケティング研究指導[全日制G] 秋学期 川上　智子 金 夜間７時限 １１－９０１（指導室）

Applied Mathematical Finance(Research Guidance)[MSc in Finance] 秋学期 中里　大輔 金 夜間７時限 ２６－５０１

市場と組織のインセンティブ設計研究[夜間主総合] 秋学期 伊藤　秀史 金 夜間７時限 １１－１１０２（指導室）

ファイナンスのための数学基礎 秋学期 山本　芳嗣 金 夜間７時限 １１－７０３

マーケティング演習[全日制Ｇ] 秋学期 川上　智子 金 夜間８時限 １１－９０１（指導室）

マーケティング演習[夜間主プロＭ] 秋学期 川上　智子 金 夜間８時限 １１－９０１（指導室）

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] 秋学期 中里　大輔 金 夜間８時限 ２６－６０３（ＰＣルーム）

企業・事業戦略研究[夜間主総合] 秋学期 今村　英明 金 夜間８時限 １１－１１１２（指導室）

グローバル経営の戦略研究[夜間主総合] 秋学期 平野　正雄 金 夜間８時限 ７－３０６

経営戦略研究指導[夜間主プロM] 秋学期 根来　龍之 金 夜間８時限 １１－９１０（演習室）

競争戦略研究指導[夜間主プロM] 秋学期 内田　和成 金 夜間８時限 １１－９０３（馬蹄形）

戦略構想力研究指導[夜間主総合] 秋学期 淺羽　茂 金 夜間８時限 １１－１１４１（指導室）

マーケティング研究指導[夜間主総合] 秋学期 木村　達也 金 夜間８時限 １１－１１１１（指導室）

戦略的人材マネジメント研究指導[夜間主総合] 秋学期 杉浦　正和 金 夜間８時限 ７－３０５

マーケティング・ストラテジー研究指導[夜間主総合] 秋学期 永井　猛 金 夜間８時限 １１－９１２（演習室）

企業価値創造のための経営と管理研究指導[夜間主総合] 秋学期 西山　茂 金 夜間８時限 １１－１１０３（指導室）

フロンティアの経営学研究指導[夜間主総合] 秋学期 入山　章栄 金 夜間８時限 １１－１１０９（指導室）

マクロ・ファイナンス研究指導[夜間主総合] 秋学期 米澤　康博 金 夜間８時限 ２６－３０３

ポートフォリオ・マネジメント研究指導[夜間主プロF] 秋学期 竹原　均 金 夜間８時限 ２６－５０１

競争戦略と市場創造戦略研究指導[夜間主総合] 秋学期 池上　重輔 金 夜間８時限 １１－８１１

会計制度の経済分析研究指導[夜間主総合] 秋学期 薄井　彰 金 夜間８時限 ２６－３０１

市場と組織のインセンティブ設計研究指導[夜間主総合] 秋学期 伊藤　秀史 金 夜間８時限 １１－１１０２（指導室）

イノベーションと価値創造戦略研究指導[夜間主総合] 秋学期 長内　厚 金 夜間８時限 １１－１１０８（指導室）

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] 秋学期 牧　兼充 金 夜間８時限 １１－１１０５（指導室）

経営戦略とビジネスモデル研究指導[夜間主総合] 秋学期 平井　孝志 金 夜間８時限 １１－９１５（演習室）

サステイナブルビジネスと戦略的CSR研究指導[夜間主総合] 秋学期 重本　彰子 金 夜間８時限 １１－８１５

戦略とファイナンス研究指導[夜間主総合] 秋学期 佐藤　克宏 金 夜間８時限 １１－８１４

デジタル・イノベーションとマーケティング研究指導[夜間主総合] 秋学期 及川　直彦 金 夜間８時限 １１－９１４（演習室）

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

秋学期 鈴木　一功 金 夜間８時限 ２６－５０２

経営戦略（夜間主） 秋クォーター 山田　英夫 金 夜間７・８時限 １１－９０２（馬蹄形）

企業の経済学（夜間主） 冬クォーター 蟻川　靖浩 金 夜間７・８時限 ３－５０２

資本市場と不動産評価 秋クォーター 小川　兵衛 金 夜間７・８時限 ２６－３０２

資本市場と不動産評価 秋クォーター 横田　雅之 金 夜間７・８時限 ２６－３０２

企業データ分析の手法と活用 冬クォーター 坂野　友昭 金 夜間７・８時限 １１－６０２（第２コンピュータ教室）

経営戦略とオペレーション戦略研究[夜間主総合] 秋学期 菅野　寛 土 １時限 １１－１１１１（指導室）

グローバルビジネスの経営戦略研究指導[夜間主プロM] 秋学期 平野　正雄 土 １時限 １１－５０６

企業経済学研究指導[夜間主プロF] 秋学期 蟻川　靖浩 土 １時限 ２６－３０１

マーケット・マイクロストラクチャー研究指導（秋学期）[夜間主プロF] 秋学期 宇野　淳 土 １時限 １１－１１０２（指導室）

マーケティング・マネジメント研究指導[夜間主プロ] 秋学期 守口　剛 土 １時限 １１－１１０３（指導室）

人材・組織マネジメント演習[夜間主プロM] 秋学期 杉浦　正和 土 ２時限 ７－３０５

マーケティング・マネジメント演習[夜間主プロM] 秋学期 守口　剛 土 ２時限 １１－１１０３（指導室）

グローバルビジネスの経営戦略演習[夜間主プロM] 秋学期 平野　正雄 土 ２時限 １１－５０６

経営戦略の理論と実践研究[夜間主総合] 秋学期 宮元　万菜美 土 ２時限 １１－１１１２（指導室）

経営戦略の理論と実践研究[夜間主総合] 秋学期 根来　龍之 土 ２時限 １１－１１１２（指導室）

経営戦略とオペレーション戦略研究指導[夜間主総合] 秋学期 菅野　寛 土 ２時限 １１－１１１１（指導室）


