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財政政策論Ａ 七 諸富 経済学のための数学 N202 原・小佐野 国際財政論 (隔週） 311 新岡 国際財政論 (隔週） 311 新岡 価格理論A Ⅱ 新後閑

マーケティング論A 201 若林（靖） 地域産業分析１ (隔週） 108 岡田 地域産業分析１ (隔週） 108 岡田 地域産業分析１ (隔週） 108 岡田

国際マクロ経済学A Ⅱ 柴田 国際農業分析１ (隔週） 108 久野 国際農業分析１ (隔週） 108 久野 国際農業分析１ (隔週） 108 久野

Ｒｅｓｅａｒｃｈ　Ｄesign B (隔週） 104 マスワナ Ｒｅｓｅａｒｃｈ　Ｄesign B (隔週） 104 マスワナ Ｒｅｓｅａｒｃｈ　Ｄesign B (隔週） 104 マスワナ アジア経済数量分析１ 101 矢野（剛）

統計的情報分析1 情演１ 秋田 公共経営論1 (隔週） 二 加藤（秀） 公共経営論1 (隔週） 二 加藤（秀）

英語マクロ経済学 105 遊喜 ツーリズム産業論 五 前川

経営組織論 101 若林（直）

数理経済学Ａ Ⅱ 佐野 上級統計学 101 人見 社会経済学・理論Ａ 311 佐々木 計量経済学１ 会 西山 欧米経済史Ａ 107 坂出

国土交通政策の経済分析 N202 要藤 201 ヤルナゾフ 上級ミクロ経済学 Ⅱ 梶井・森 財務会計論Ａ (隔週） 311 藤井 財務会計論Ａ (隔週） 311 藤井

社会思想史A 研 竹澤 社会思想史B 研 竹澤 数値計算による経済分析 N202 照山 国際会計論Ａ (隔週） 311 草野 国際会計論Ａ (隔週） 311 草野

経済哲学Ａ (隔週） 103 柘植 経済哲学Ａ (隔週） 103 柘植

アジア経済史Ａ (隔週） 104 堀 アジア経済史Ａ (隔週） 104 堀

リスクマネジメントと保険 (隔週） 情演1 白須 リスクマネジメントと保険 (隔週） 情演1 白須

現代中国経済分析１ 106 劉

現代経済思想史１ 研 根井

Academic Writing &
Discussion

(注1) 201 徳丸
Academic Writing &
Discussion

(注1) 201 徳丸

Introduction to Field
Research Methods

(注2) 201 スクサバン
Introduction to Field
Research Methods

(注2) 201 スクサバン

組織情報通信システムA 情演１ 松井 中級マクロ経済学 大講 片山 契約理論 Ⅱ 陳 中級統計学 311 金谷 マーケティング経済論Ａ 105 宇高

経済学のための数学 N202 原・小佐野 Enviromental Economics 108 井上 途上国経済論１ 薬3F 三重野 企業の国際活動 N101 伊藤(公）

経営学原理 102 椙山 医療経済学Ａ (隔週） 101 後藤（励） 医療経済学Ａ (隔週） 101 後藤（励）

意思決定論１ 103 若井 産業経済学 102 依田 中級ミクロ経済学 105 小島

現代資本主義分析Ａ 001 佐々木 日本の財政政策 〔隔週) N202 小嶋 日本の財政政策 〔隔週) N202 小嶋

環境経済分析Ａ 八
伊藤

(哲)・東
條・諸富

制度のゲーム分析１ (隔週） 会 岡田(章) 制度のゲーム分析１ (隔週） 会 岡田(章)

アジア経済の実証研究 AA415 三重野

都市経済学 107 文 　

開発経済学２ 101 高野 経営史Ａ 101 西牟田 非線形経済成長論１ Ⅱ 矢野誠 国際経済学１ (隔週） 107 神事 国際経済学１ (隔週） 107 神事

数値計算経済学１ N101 高橋 比較制度・組織分析Ａ 104 菊谷 現代金融理論１ 104 島本 投資銀行業務とグローバル戦略 七 三井住友銀行

英語ミクロ経済学 103 千葉 企業価値創造と評価 七 砂川 日本経済史B (隔週） 201 渡邊 日本経済史B (隔週） 201 渡邊
Field Research in
Japan B

101 久野・徳丸

雇用・労働システム論1 105 久本 組織間関係の経済分析Ａ (隔週） 105 成生 組織間関係の経済分析Ａ (隔週） 105 成生

国際貿易論A 107 神事 労働経済学Ａ 108 山田

事業創成会計論A (隔週） 研 徳賀 事業創成会計論A (隔週） 研 徳賀

デリバティブ論 MM 岩城

International Business CS ﾁｮﾙﾊﾟﾝ

Geopolitical Economy
of Development

(注1) 106 ランビーノ
Geopolitical Economy
of Development

(注1) 106 ランビーノ

Sustainable
Development and Ethics

(注2) 106 チョイ Sustainable
Development and Ethics

(注2) 106 チョイ

マクロ経済動学B Ⅰ 中嶋 比較経済システム論 会 溝端 金融システム論 七 曲 比較経済発展論Ａ
東南研

東棟４Fセ
ミナー室

水野

上級ミクロ経済学 Ⅱ 梶井・森 国際経済政策A 107 岩本 現代経済理論形成史A 研 小島

ファイナンス工学１ 108 江上 社会経済学・理論C 公共３ 宇仁 経済学原理 103 宇仁

M&A実践論 五 佐山 日本経営史 (隔週） 105 田中彰 日本経営史 (隔週） 105 田中彰

会計文化論A (隔週） 101 澤邉 会計文化論A (隔週） 101 澤邉

企業金融のフロンティア (隔週） 三 杉浦 企業金融のフロンティア (隔週） 三 杉浦

Corporate Finance
and Capital Markets

(隔週） CS 熊谷
Corporate Finance
and Capital Markets

(隔週） CS 熊谷

集中
講義

(注1) 前期前半に集中して行われます。

(注2) 前期後半に集中して行われます。

月

大講：大講義室（総研２号館１階）、大演１：大演習室１（総研２号館３階）、大演３：大演習室３（総研２号館地下１階）、小演１：小演習室１総研２号館３階、MM：マルチメディア室（総研２号館３階）、ＣＳ：ケーススタディー室（総研２号館３階）

公共一：公共政策第一教室（総研２号館２階）、公共２：公共政策第２演習室（総研２号館２階）、公共３：公共政策第３演習室（総研２号館２階）、東南ア：東南アジア研究棟４階セミナー室

平成２８年度　経済学研究科　前期　授業時間割 

曜日

１限（８：４５～１０：１５） ２限（１０：３０～１２：００） ３限（１３：００～１４：３０） ５限（１６：３０～１８：００）

科目

４限（１４：４５～１６：１５）

科目

地域主導の再生可能エネルギー事業とキャリア（山下）、Comparative Studies on East Asian Economic Development（宇仁）、Agrarian Change and Peasant Studies（久野）

N101：N１01室経済研究所北館１階、N102：N１02室（経済研究所北館１階）、N202：N202室（経済研究所北館２階）、法１演：法学部第１演習室（法経北館３階）、法２演：法学部第２演習室（法経北館３階）

火

Readings on International
Economics

木

備考

会：経研会議室（経済研究所１階）、Ⅰ：第１共同研究室（経済研究所４階）、Ⅱ：第２共同研究室（経済研究所１階）、総２第二：第二会議室（総研２号館４階）

水

金

科目

AA415：総合研究２号館４Ｆ（ＡＳＡＦＡＳ管理フロアー）AA415、薬3F：薬学部構内　稲森会館記念館　３F　小会議室

科目

(漢数字)：教室、(算用数字)：演習室、研：教員研究室、情演１：情報演習室１（法経東館地下1階）、情２：情報演習室２（法経東館地下1階）、001：001演習室（法経東館地下１階）

科目
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マーケティング論B 201 若林（靖） 労働市場とマクロ経済学 105 遊喜 企業戦略論A 102 武石 経済動学A Ⅱ 新後閑

上級マクロ経済学 N101 柴田・中嶋 103 千葉 アジア経済数量分析２ 101 矢野（剛）

統計的情報分析2 情演１ 秋田 国際農業分析２ (隔週） 108 久野 国際農業分析２ (隔週） 108 久野 国際農業分析２ (隔週） 108 久野

地域産業分析２ (隔週） 108 岡田 地域産業分析２ (隔週） 108 岡田 地域産業分析２ (隔週） 108 岡田

経営学研究法 情演1 若林（直） ビジネスエシックス (隔週） 五 徳賀・曳野 ビジネスエシックス (隔週） 五 徳賀・曳野

公共経営論２ (隔週） 二 加藤（秀） 公共経営論２ (隔週） 二 加藤（秀）

中級計量経済学 311 西山 管理会計論Ａ MM 澤邉 実証マクロ経済分析 研 照山 計量経済学２ 経研 西山 欧米経済史Ｂ 107 坂出

比較経済政策史Ａ (隔週） 103 黒澤 比較経済政策史Ａ (隔週） 103 黒澤 アジア経済史B (隔週） 104 堀 アジア経済史B (隔週） 104 堀 ミクロ組織行動論 201 王

比較経済政策史B (隔週） 103 黒澤 比較経済政策史B (隔週） 103 黒澤 ＩＴビジネス論1 CS 末松 ＩＴビジネス論1 CS 末松 一般均衡理論 (隔週）
総研2号館

451 梶井

社会経済思想史Ａ 研 竹澤 社会経済思想史Ｂ 研 竹澤 金融市場分析 (隔週） 情演1 白須 金融市場分析 (隔週） 情演1 白須

社会資本の政策分析 N202 要藤 コーポレートファイナンス 大講 砂川 財務会計論Ｂ (隔週） 311 藤井 財務会計論Ｂ (隔週） 311 藤井

国際会計論Ｂ (隔週） 311 草野 国際会計論Ｂ (隔週） 311 草野

比較社会思想史A (隔週） 103 岩井 比較社会思想史A (隔週） 103 岩井

ゲーム理論 Ⅱ 関口

現代中国経済分析２ 106 劉

現代経済思想史２ 研 根井

Comparative Business Ethics (注4) 201 徳丸 Comparative Business Ethics (注4) 201 徳丸

情報処理論A 情演１ 松井 上級マクロ経済学 N101 柴田・中嶋 情報とインセンティブ Ⅱ 陳 経済情報調査論 五 白井 マーケティング経済論Ｂ 105 宇高

数理経済学Ｂ Ⅱ 佐野 意思決定論２ 103 若井 応用経済学 102 依田 途上国経済論２ 薬3F 三重野 貿易政策評価論 N101 伊藤(公）

環境経済分析Ｂ (隔週） 106 諸富 環境経済分析Ｂ (隔週） 106 諸富 103 稲葉 制度のゲーム分析２ (隔週） 会 岡田(章) 制度のゲーム分析２ (隔週） 会 岡田(章)

財政政策論Ｂ (隔週） 106 諸富 財政政策論Ｂ (隔週） 106 諸富 現代農政の財政分析 (隔週） N202 小嶋 現代農政の財政分析 (隔週） N202 小嶋

応用マクロ経済分析1 105 片山 京都経済論 二 京都銀行

集積の経済学 Ⅱ 森 Enviromental Management (注3) 101 井上 Enviromental Management (注3) 101 井上

現代資本主義分析B 001 佐々木

金融工学実務 大演3 加藤（康）

日本経済経営論基礎 CS 曳野･チョルパン

グローバル・ビジネスA 102 椙山

ASEAN Economy &
Sustainable Development1

(注1) 104 ランビーノ
ASEAN Economy &
Sustainable Development1

(注1) 104 ランビーノ

ASEAN Economy &
Sustainable Development2

(注2) 104 スクサバン
ASEAN Economy &
Sustainable Development2

(注2) 104 スクサバン

Ⅰ 原（千） 比較制度・組織分析Ｂ 104 菊谷 非線形経済成長論２ Ⅱ 矢野誠 国際経済学２ (隔週） 107 神事 国際経済学２ (隔週） 107 神事

開発経済学１ 101 高野 雇用・労働システム論2 105 久本 労働経済学Ｂ 108 山田 現代マーケティング (隔週） 三 若林（靖）ほか 現代マーケティング (隔週） 三 若林（靖）ほか

国際貿易論Ｂ 107 神事 組織間関係の経済分析Ｂ (隔週） 105 成生 組織間関係の経済分析Ｂ (隔週） 105 成生 101 久野・徳丸

102 黒澤・久野 Research Design A (隔週） 106 稲葉 Research Design A (隔週） 106 稲葉

金融とマクロ経済 104 島本 先端バンキング論 (隔週） 二 みずほFG 先端バンキング論 (隔週） 二 みずほFG

数理ファイナンス 情報１ 岩城 厚生経済学 (隔週） 311 岡 厚生経済学 (隔週） 311 岡

201 ヤルナゾフ ファイナンスと契約理論 Ⅰ 小佐野 応用マクロ経済学 (隔週） N202 高橋 応用マクロ経済学 (隔週） N202 高橋

上級計量経済学 N102 奥井 会 溝端 現代経済理論形成史Ｂ 研 小島

ファイナンス工学持論A 108 江上 イノベーション・マネジメント CS 原（良） 経済理論形成史 103 宇仁 一般均衡理論 (隔週）
総研2号館

451
梶井

都市経営学 107 文 現代日本産業論Ｂ 001 塩地 現代日本産業論Ｂ 001 塩地

現代日本経営史 (隔週） 105 田中彰 現代日本経営史 (隔週） 105 田中彰

管理会計論Ｂ (隔週） 101 澤邉 管理会計論Ｂ (隔週） 101 澤邉

106 矢野剛 財務戦略論 (隔週） 大講 杉浦 財務戦略論 (隔週） 大講 杉浦

金融資本市場論 (隔週） 大講 熊谷 金融資本市場論 (隔週） 大講 熊谷

集
中
講

公共一：公共政策第一教室（総研２号館２階）、公共２：公共政策第２演習室（総研２号館２階）、公共３：公共政策第３演習室（総研２号館２階）、東南ア：東南アジア研究棟４階セミナー室

(注1) ASEAN Economy & Sustainable Development1（ランビーノ）は、後期前半に集中して行われます。

(注2) ASEAN Economy & Sustainable Development2（スクサバン）は、後期後半に集中して行われます。

(注3) Enviromental Management（井上）は、12-1月に集中して行われます。

(注4) Comparative Business Ethics（徳丸）は、10-11月に集中して行われます。

月

情報集約・コミュニケーション
とゲーム理論

火

平成２８年度　経済学研究科　後期　授業時間割 

１限（８：４５～１０：１５） ２限（１０：３０～１２：００） ３限（１３：００～１４：３０） ４限（１４：４５～１６：１５） ５限（１６：３０～１８：００）

Readings on Human Resources

Field Research in Japan A

証券市場の一般均衡分析B

科目 科目 科目科目 科目

ロシア東欧経済経営システム

N101：N１01室経済研究所北館１階、N102：N１02室（経済研究所北館１階）、N202：N202室（経済研究所北館２階）、法１演：法学部第１演習室（法経北館３階）、法２演：法学部第２演習室（法経北館３階）

水

木

金

備考

(漢数字)：教室、(算用数字)：演習室、研：教員研究室、情演１：情報演習室１（法経東館地下1階）、情２：情報演習室２（法経東館地下1階）、001：001演習室（法経東館地下１階）

会：経研会議室（経済研究所１階）、Ⅰ：第１共同研究室（経済研究所４階）、Ⅱ：第２共同研究室（経済研究所１階）、総２第二：第二会議室（総研２号館４階）、セミナー２：セミナー室２（総研２号館４階）

Comparative Development Studies(久野）、Qualitative Research Methods（久野）、Spatial Thinking in Social Sciences（久野）、International Business and Nation States（黒澤）、Historical Approaches to Business and Economics（黒澤）

Comparative Industry
Policy Studies

Introduction to East Asian
Economies

大講：大講義室（総研２号館１階）、大演１：大演習室１（総研２号館３階）、大演３：大演習室３（総研２号館地下１階）、小演１：小演習室１総研２号館３階、MM：マルチメディア室（総研２号館３階）、ＣＳ：ケーススタディー室（総研２号館３階）

Readings on Institutional
Economics
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