
曜日/時限 学期 単位数登録番号 授業科目名 担当者名 教室

オンライン

月 春学期 2K4290 マーケティング1[1][特例・遠隔授業][月6] 大平　修司 オンライン

月 春学期 2K1850 ミクロ経済学[E][特例・遠隔授業][月6] 笠松　怜史 オンライン

月 春学期 2K2570 経営管理論1[特例・遠隔授業][月6] 西村　陽一郎 オンライン

月 春学期 2K2590 経営史1[特例・遠隔授業][月6] 竹原　有吾 オンライン

月 春学期 2B0030 現代社会と経済[特例・遠隔授業][月6] 長橋　透 オンライン

月 春学期 2B0040 情報技術と人間社会[特例・遠隔授業][月6] 伊藤　大貴 オンライン

月 春学期 2K3660 組織論1[特例・遠隔授業][月6] 森永　雄太 オンライン

月 春学期 2K1480 中級マクロ経済学[E][特例・遠隔授業][月6] 伊藤　成康 オンライン

月 春学期 2K4190 簿記演習1[2][特例・遠隔授業][月6] 髙井　駿 オンライン

月 秋学期 2B0060 データ分析の応用[特例・遠隔授業][月6] 金子　勝一 オンライン

月 秋学期 2K4310 マーケティング2[1][特例・遠隔授業][月6] 大平　修司 オンライン

月 秋学期 2K1840 マクロ経済学[E][特例・遠隔授業][月6] 伊藤　成康 オンライン

月 秋学期 2K2580 経営管理論2[特例・遠隔授業][月6] 西村　陽一郎 オンライン

月 秋学期 2K2600 経営史2[特例・遠隔授業][月6] 竹原　有吾 オンライン

月 秋学期 2B0020 現代社会と政治[特例・遠隔授業][月6] 村田　玲 オンライン

月 秋学期 2K3670 組織論2[特例・遠隔授業][月6] 森永　雄太 オンライン

月 秋学期 2K1490 中級ミクロ経済学[E][特例・遠隔授業][月6] 笠松　怜史 オンライン

火 春学期 2K4300 マーケティング1[2][特例・遠隔授業][火6] 大平　修司 オンライン

火 春学期 2K2550 経営学基礎[M1年][特例・遠隔授業][火6] 笠原　一絵 オンライン

火 春学期 2K2770 財務会計論1[特例・遠隔授業][火6] 山下　奨 オンライン

火 春学期 2K0800 世界経済/世界経済1[特例・遠隔授業][火6] 二階堂　有子 オンライン

火 春学期 2K0780 西洋経済史1[特例・遠隔授業][火6] 河合　康夫 オンライン

火 春学期 2K1500 日本経済史1[特例・遠隔授業][火6] 攝津　斉彦 オンライン

火 春学期 2K4200 簿記演習1[3][特例・遠隔授業][火6] 髙井　駿 オンライン

火 秋学期 2K0600 ｹﾞｰﾑ理論入門[特例・遠隔授業][火6] 吉田　昌裕 オンライン

火 秋学期 2K2050 会計学基礎[2][特例・遠隔授業][火6] 髙橋　由香里 オンライン

火 秋学期 2K2560 経営学基礎[M2年～,E,F][特例・遠隔授業][火6] 笠原　一絵 オンライン

火 秋学期 2K2660 経営戦略論2[特例・遠隔授業][火6] 積田　淳史 オンライン

火 秋学期 2K2780 財務会計論2[特例・遠隔授業][火6] 山下　奨 オンライン

火 秋学期 2K0790 西洋経済史2[特例・遠隔授業][火6] 河合　康夫 オンライン

火 秋学期 2K1510 日本経済史2[特例・遠隔授業][火6] 攝津　斉彦 オンライン

火 秋学期 2K4180 簿記演習1[1][特例・遠隔授業][火6] 金　奕群 オンライン

水 春学期 2K2480 経営学概論[ﾘﾚｰ講義][特例・遠隔授業][水6] 大平　修司 オンライン

水 春学期 2K0400 経済学説史/経済学説史1[特例・遠隔授業][水6] 舩木　恵子 オンライン

水 春学期 2K0720 産業組織論1[特例・遠隔授業][水6] 田中　健太 オンライン

水 秋学期 2K2040 会計学基礎[1][特例・遠隔授業][水6] 髙橋　由香里 オンライン

水 秋学期 2K0730 産業組織論2[特例・遠隔授業][水6] 田中　健太 オンライン

水 秋学期 2B0010 社会思想の歴史[特例・遠隔授業][水6] 舩木　恵子 オンライン

水 秋学期 2K4210 簿記演習1[4][特例・遠隔授業][水6] 金　奕群 オンライン

木 秋学期 2K2960 情報と職業[特例・遠隔授業][木6] 清水　吉弘 オンライン

金 春学期 2K1960 オートメーション1[特例・遠隔授業][金6] 金子　勝一 オンライン

金 春学期 2K4060 ベンチャー企業論1[特例・遠隔授業][金6] 鈴木　正明 オンライン

金 春学期 2K2650 経営戦略論1[特例・遠隔授業][金6] 伊藤　誠悟 オンライン

金 春学期 2K0670 国際経済入門[特例・遠隔授業][金6] 二階堂　有子 オンライン



曜日/時限 学期 単位数登録番号 授業科目名 担当者名 教室

オンライン

金 春学期 2K2990 人事管理論1[特例・遠隔授業][金6] 土屋　直樹 オンライン

金 春学期 2B0090 日本国憲法[1][特例・遠隔授業][金6] 砂押　以久子 オンライン

金 春学期 2K4250 簿記演習2[1][特例・遠隔授業][金6] 高原　康太郎 オンライン

金 春学期 2K1860 民法1[特例・遠隔授業][金6] 田中　謙一 オンライン

金 秋学期 2K1970 オートメーション2[特例・遠隔授業][金6] 金子　勝一 オンライン

金 秋学期 2K4070 ベンチャー企業論2[特例・遠隔授業][金6] 鈴木　正明 オンライン

金 秋学期 2K5700 財務報告論2[特例・遠隔授業][金6] 福島　隆 オンライン

金 秋学期 2K3010 人事管理論2[特例・遠隔授業][金6] 土屋　直樹 オンライン

金 秋学期 2B0100 日本国憲法[2][特例・遠隔授業][金6] 砂押　以久子 オンライン

金 秋学期 2K4270 簿記演習2[3][特例・遠隔授業][金6] 高原　康太郎 オンライン

金 秋学期 2K1870 民法2[特例・遠隔授業][金6] 田中　謙一 オンライン



曜日/時限 学期 単位数登録番号 授業科目名 担当者名 教室

月曜日

1 春学期 2K2640 経営情報基礎 朴　英元 1001教室

2 秋学期 2K5800 証券市場論2[特例・遠隔授業] 中嶋　幹 オンライン

3 春学期 2K5400 金融各論(ファイナンシャルプランナー講座)/金融各論1(ファイナンシャルプランナー講
座)

鈴木　暁子 1201教室

3 春学期 2K0680 国際法1 雨野　統 1101教室

3 春学期 2K5710 証券アナリスト(経済分析) 鈴木　雅貴 3315教室

3 秋学期 2K5530 金融各論(ファイナンシャルプランナー演習)/金融各論2(ファイナンシャルプランナー演
習)

鈴木　暁子 1201教室

3 秋学期 2K0690 国際法2 雨野　統 1101教室

3 秋学期 2K3700 多国籍企業論 鈴木　真也 1001教室

4 春学期 2K5670 国際ファイナンス1 熊本　方雄 3102教室

5 春学期 2S0520 法律学概説(国際法を含む) 雨野　統 1203教室



曜日/時限 学期 単位数登録番号 授業科目名 担当者名 教室

火曜日

1 春学期 2K0010 アジア経済/アジア経済1 梅﨑　創 8604教室

1 春学期 2K5630 金融論1[特例・遠隔授業] 小川　俊明 オンライン

1 春学期 2K1880 労働経済1 神林　龍 6103教室

1 秋学期 2K5640 金融論2[特例・遠隔授業] 小川　俊明 オンライン

1 秋学期 2K1890 労働経済2/労働経済学 神林　龍 6103教室

2 春学期 2K2680 経営分析論 髙橋　由香里 1201教室

2 秋学期 2K3720 経営学各論(ビジネス・イングリッシュ2)/ビジネス・イングリッシュ2 鈴木　正明 3224教室

2 秋学期 2K4340 経営学各論(企業と社会) 大平　修司 3314教室

2 秋学期 2K0530 経済ﾃﾞｰﾀ分析[2] 佐藤　宇樹 11201教室

3 春学期 2K0090 環境経済学1 阿部　景太 8503教室

3 春学期 2K2140 企業法基礎[E,F,人,社] 水島　治 1101教室

3 春学期 2K5570 金融機関経営論1 茶野　努 1001教室

3 春学期 2K5590 金融数学1 神楽岡　優昌 1201教室

3 春学期 2K0490 経済数学 吉田　昌裕 8603教室

3 春学期 2K0700 財政学1 広田　啓朗 8702教室

3 秋学期 2K0100 環境経済学2 阿部　景太 8503教室

3 秋学期 2K2120 企業法 水島　治 8603教室

3 秋学期 2K5580 金融機関経営論2 茶野　努 6101教室

3 秋学期 2K5600 金融数学2[メディア授業] 中嶋　幹 オンライン

3 秋学期 2K0630 公共経済学1 広田　啓朗 1201教室

4 春学期 2K5940 外書講読1[1] 神林　龍 3312教室

4 春学期 2K5340 金融各論(情報開示：IR)/金融各論1(情報開示：IR) 福田　徹 8502教室

4 春学期 2K5650 金融論3 茶野　努 1001教室

4 春学期 2K0660 国際経済学2 新海　尚子 8604教室

4 春学期 2K5750 証券アナリスト(証券分析1) 福田　正雄 3101教室

4 秋学期 2K5970 外書講読2[1] 神林　龍 3312教室

4 秋学期 2K5460 金融各論(コーポレートガバナンス)/金融各論2(コーポレートガバナンス) 福田　徹 8502教室

4 秋学期 2K5660 金融論4 茶野　努 6101教室

4 秋学期 2S0510 経済学概説(国際経済を含む) 長橋　透 8604教室

4 秋学期 2K5760 証券アナリスト(証券分析2) 福田　正雄 3101教室

5 春学期 2K4910 金融学概論[ﾘﾚｰ講義][特例・遠隔授業] 蓮見　亮 6201教室(第2小講堂)

5 春学期 2K5730 証券アナリスト(財務分析) 山下　奨 6103教室

5 秋学期 2K5740 証券アナリスト(財務分析演習) 山下　奨 6103教室



曜日/時限 学期 単位数登録番号 授業科目名 担当者名 教室

水曜日

1 春学期 2K0610 憲法1 山本 和弘 8604教室

1 春学期 2K5820 税務会計 小池　敏雄 1201教室

1 秋学期 2K2070 会計学各論(監査論2)/監査論2 小池　敏雄 1201教室

1 秋学期 2K0620 憲法2 山本 和弘 8604教室

2 春学期 2K5900 ファイナンス3 神楽岡　優昌 6103教室

2 春学期 2K6090 経済各論(水産資源経済学)/経済各論1(水産資源経済学) 阿部　景太 8502教室

2 春学期 2K1520 経済各論(比較経済論)/比較経済論 攝津　斉彦 3311教室

2 春学期 2B0110 現代社会と法 山本 和弘 8604教室

2 秋学期 2K5910 ファイナンス4 神楽岡　優昌 6103教室

2 秋学期 2K1910 経済各論(海洋経済)/経済各論2(海洋経済) 阿部　景太 8502教室

3 春学期 2K5240 各国金融論(アメリカ) 阪本　真一 3315教室

3 春学期 2K2130 企業法基礎[M] 水島　治 8603教室

3 春学期 2K5610 金融法1 豊田　俊一 1201教室

3 春学期 2K0030 経済各論(アメリカ経済1)/アメリカ経済1 日髙　卓朗 1002教室

3 春学期 2K6100 経済各論(戦争と経済発展)/経済各論1(戦争と経済発展) 神林　龍 8702教室

3 春学期 2K0580 計量経済学1 佐藤　宇樹 6102教室

3 春学期 2K5770 証券アナリスト(証券分析演習1) 蜂須賀　一誠 3314教室

3 春学期 2K2970 情報ネットワーク基礎[特例・遠隔授業] 荻野　紫穂 オンライン

3 春学期 2K5830 投資政策論1 北村　智紀 8503教室

3 秋学期 2K5620 金融法2 豊田　俊一 1201教室

3 秋学期 2K0040 経済各論(アメリカ経済2)/アメリカ経済2 日髙　卓朗 1002教室

3 秋学期 2K6110 経済各論(マネジメントと労働市場)/経済各論2(マネジメントと労働市場) 神林　龍 8702教室

3 秋学期 2K0590 計量経済学2 佐藤　宇樹 6102教室

3 秋学期 2K2720 国際経営論[特例・遠隔授業] 鈴木　真也 オンライン

3 秋学期 2K5780 証券アナリスト(証券分析演習2) 蜂須賀　一誠 3314教室

3 秋学期 2K2980 職業指導論 山本　安夫 3315教室

3 秋学期 2K5840 投資政策論2 北村　智紀 8503教室

4 春学期 2K5250 各国金融論(中国) 林　康史 8701教室

4 秋学期 2K1950 イノベーション論 伊藤　誠悟 1001教室

4 秋学期 2K6120 金融各論(経営戦略と企業価値評価)/金融各論1(経営戦略と企業価値評価) 北村　智紀 8502教室

4 秋学期 2K5680 国際ファイナンス2 野崎　真利 3102教室

5 春学期 2K5300 金融各論(現代商品市場論)/金融各論1(現代商品市場論) 林　康史 8701教室

5 秋学期 2K5870 金融各論(ファイナンシャル・イングリッシュ4)/ファイナンシャル・イングリッシュ4 守谷　治 7112教室



曜日/時限 学期 単位数登録番号 授業科目名 担当者名 教室

木曜日

2 春学期 2K1470 経済各論(地方財政論)/地方財政論 広田　啓朗 3102教室

2 春学期 2K5920 保険・年金論 茶野　努 8603教室

2 秋学期 2K5360 金融各論(統合リスク管理)/金融各論1(統合リスク管理) 茶野　努 8603教室

2 秋学期 2A3080 情報経済論1 笠松　怜史 1101教室

2 秋学期 2K5090 中級ミクロ経済学[MF] 荒田　映子 3224教室

3 春学期 2K2620 マネジメント・サイエンス2/経営情報各論(経営の数学) 下川　拓平 3321教室

3 春学期 2K5080 ミクロ経済学[MF][特例・遠隔授業] 蓮見　亮 オンライン

3 秋学期 2K2760 サービスマネジメント[2][特例・遠隔授業] 荻野　紫穂 オンライン

3 秋学期 2K5070 マクロ経済学[MF][特例・遠隔授業] 蓮見　亮 オンライン

3 秋学期 2K2610 マネジメント・サイエンス1/経営情報各論(意思決定分析入門) 下川　拓平 3321教室

4 春学期 2K0740 経済各論(社会福祉1)/社会福祉1 中田　大悟 8503教室

4 秋学期 2K0750 経済各論(社会福祉2)/社会福祉2 中田　大悟 8503教室



曜日/時限 学期 単位数登録番号 授業科目名 担当者名 教室

金曜日

1 秋学期 2K5890 ファイナンス2[特例・遠隔授業] 徳永　俊史 オンライン

2 春学期 2K2700 原価計算論/原価計算論1 渡邊　直人 8604教室

2 春学期 2K5060 中級マクロ経済学[MF] 浦沢　聡士 3321教室

2 秋学期 2K2710 会計学各論(原価計算論2)/原価計算論2 渡邊　直人 8604教室

3 春学期 2K0070 開発経済学1 原　朋弘 8604教室

3 春学期 2K0020 各国経済論(アジア経済2)/アジア経済2 トゥイ・グェン 3224教室

3 春学期 2K2080 管理会計論1 渡邊　直人 6103教室

3 春学期 2K0500 経済政策1 釣　雅雄 8603教室

3 春学期 2K3020 生産管理論 梅田　茂樹 3212教室

3 秋学期 2K0080 開発経済学2 原　朋弘 8604教室

3 秋学期 2K2090 管理会計論2 渡邊　直人 6103教室

3 秋学期 2K0510 経済政策2 釣　雅雄 8603教室

3 秋学期 2K5720 証券アナリスト(経済分析演習) 鈴木　雅貴 11204教室

4 春学期 2K5810 信託論 清水　規正 8702教室

4 秋学期 2S0500 政治学概説(国際政治を含む) 村田　玲 3102教室

5 春学期 2B1980 現代社会と経済[2] 鈴木　正明 1101教室

5 春学期 2K4330 労働法 石川　茉莉 6103教室

5 秋学期 2B0450 現代日本の課題[2] 鈴木　正明 1101教室

5 秋学期 2K4080 法学各論(労働法) 石川　茉莉 6103教室


