
 ２０１３ 年度　経営学部 授業時間割表（駿河台キャンパス）　【前期】

時限

時間

曜日 教室 担当者 教室 担当者 教室 担当者 教室 担当者 教室 担当者 教室 担当者

● 外国書講読Ａ【英語・会計学】 1104 小俣光文 イギリス文化論 1143 宇野毅 演習ⅡA 1102 青木克生 演習ⅡA 1108 佐々木聡 演習ⅡＡ 1102 鈴木研一

● 外国書講読Ａ【フランス語・会計学】 1115 金井正 演習ⅡA 1127 大倉学 演習ⅡA 2041 高橋正泰 演習ⅡＡ 1101 水野忠恒

演習ⅡA 1101 キアナン 演習ⅡA 2092 小俣光文 演習ⅡA 1107 平沼高

比較経営論（中国）Ａ 1021 郝燕書 演習ⅡA 1122 鈴井正敏 演習ⅢA 1107 小俣光文

演習ⅢA 1102 青木克生 演習ⅡA 403Ｎ 田中充洋 演習ⅢA 1127 大倉学 演習ⅢA 1092 川竹英克

演習ⅢA 1107 平沼高 演習ⅡA 1128 髙栁美香 演習ⅢA 1122 鈴井正敏 演習ⅢA 1108 佐々木聡

演習ⅢA 403Ｎ 田中充洋 演習ⅢA 2041 高橋正泰

日本経営論Ａ 演習ⅢA 1104 岡田浩一 演習ⅢA 1101 水野忠恒

【2010年度以降入学者対象】 演習ⅢA 1101 キアナン 演習ⅢA 1102 髙栁美香 経営学特別講義Ａ 1105 安部悦生

日本経営論Ⅰ 演習ⅢA 2101 鈴木研一 マーケティング経営論Ａ 1032 髙栁美香

【2009年度以前入学者対象】 中小企業論 1063 岡田浩一

日本企業者史 1031 佐々木聡 企業内教育論 1103 平沼高 学部間共通総合講座C 1163 コーディネーター


★ 経営学特別講義C 経営学史Ａ 1126 木全晃 予算管理論Ａ 1103 鈴木研一 (日本の国際競争力とソフトパワー) (法)阪井和男

【2006年度以降入学者対象】 比較経営論（西欧）Ａ 1116 清水一之 学部間共通総合講座C コーディネーター


★ 基幹科目(経済) Ⅰ 学部間共通総合講座C コーディネーター
 (安全と再生のマネジメント) (理)山本俊哉

【2007年度以降入学者対象】 法人税法Ａ 1105 水野忠恒 (未来の自分をつかめ) (商)柳沢敏勝

学部間共通総合講座C コーディネーター


会計監査論Ａ 1123 小俣光文 (現代カナダ) (文)藤田直晴

スポーツ・マネジメント論 1163 田中充洋

ＮＰＯ経営戦略論 1165 粉川一郎

経営統計学Ａ 2091 藤江昌嗣 経営統計学B 2091 藤江昌嗣 ● ＴＯＥＦＬ　Ｉｎｔｅｎｓｉｖｅ　Ａ 経営社会学A 1032 山下充 労働法Ａ 学部間共通総合講座C コーディネーター


経営と環境Ａ 1093 松野裕 【2007年度以降入学者対象】 手形法・小切手法 1096 高木正則 【2010年度以降入学者対象】 (明治大学の歴史Ⅰ) (法)村上一博

● 外国書講読Ａ【英語・経営学】 1086 姜英美 財産法Ａ 労働法Ⅰ

● ビジネス英語Ａ 1087 大石美和 哲学基礎論 1094 八田隆司 演習ⅢＡ 1092 辻昌宏 【2010年度以降入学者対象】 【2009年度以前入学者対象】

● ビジネス英語Ａ 1095 峯慎一 演習ⅢＡ 1098 松野裕 財産法Ⅰ
● ビジネス・プレゼンテーションＡ 1135 中谷安男 英語コミュニケーション上級Ａ 1087 大石美和 演習ⅢＡ 1091 森久 【2009年度以前入学者対象】 演習ⅡＡ 1097 一之瀬真志

● ビジネス・プレゼンテーションＡ 1104 井洋次郎 英語コミュニケーション上級Ａ 2041 峯慎一 演習ⅡＡ 1091 黒田兼一

経営戦略論Ａ 1063 歌代豊 演習ⅡＡ 1102 加藤志津子

管理会計総論B【特設】 演習ⅡA 1098 阿部卓 ★ Innovation Strategy in Japan A 演習ⅡA 1098 鷲見淳 演習ⅢA 1098 大槻晴海

【2010年度以降入学者対象】 【2006年度以降入学者対象】 演習ⅡA 1092 千葉貴律 演習ⅢA 1092 千葉貴律

管理会計総論Ⅱ【特設】 ナレッジ・マネジメント論Ａ 1021 中西晶 ★ 基幹科目(経済) Ⅰ 演習ⅡA 1091 森久 演習ⅢA 2122 中西晶

【2009年度以前入学者対象】 ★ 比較経営論(アメリカ) Ａ 【2007年度以降入学者対象】 演習ⅡA 2122 中西晶

税務会計論Ａ 1083 鈴木豊 ★ 基幹科目(経済) Ⅰ ★ 国際経営論Ａ 比較経営論（ロシア・東欧）A 1096 加藤志津子

【2007年度以降入学者対象】 【2010年度以降入学者対象】 演習ⅢＡ 1097 一之瀬真志

公共思想論 1094 八田隆司 ★ 国際経営論Ⅰ 経営分析論Ａ 1063 森久

原価管理論Ａ 1022 﨑章浩 【2009年度以前入学者対象】 ★ Strategic Analysis of Japanese Companies A

★ 基幹科目(経済) Ⅰ 【2006年度以降入学者対象】

情報公共論 1134 佐野正博 【2007年度以降入学者対象】 ★ 基幹科目(経済) Ⅰ

公会計論(会計学科) 【2007年度以降入学者対象】

公会計論(公共経営学科) 環境会計論Ａ 1094 千葉貴律 ★ Strategic Marketing A

【2006年度以降入学者対象】

商 Essentials of Commerce Ａ 1144 関孝哉 ★ 基幹科目(経済) Ⅰ

【2007年度以降入学者対象】

学部間共通総合講座C コーディネーター 人事労務管理論Ａ 1143 黒田兼一

(ファッションビジネスの実際) (商)西剛広

自治体マネジメント論 1113 鈴木滉二郎

学部間共通総合講座C コーディネーター

（自治労寄附講座） （営）遠藤公嗣

● 外国書講読Ａ【英語・経営学】 1084 石川公彦 ★ コンテンツ・ビジネス論Ａ ★ ネット・コンテンツ論A 経営文献研究A 演習ⅡA 2041 岡田浩一 フィールドスタディＣ 2063 中澤高志

● 外国書講読Ａ【英語・経営学】 1086 佐藤一郎 【2007年度以降入学者対象】 【2007年度以降入学者対象】 【2006年度以降入学者対象】

● 外国書講読Ａ【英語・経営学】 1104 佐野里樹 経営文献研究A 経済地理学Ａ 1083 中澤高志 演習ⅢＡ 1089 中澤高志 学部間共通総合講座Ｃ コーディネーター

● 外国書講読Ａ【英語・経営学】 1115 島袋隆志 【2006年度以降入学者対象】 ★ 共通専門特別講義A 中国語コミュニケーション上級Ａ 1075 遠藤絢 演習ⅢＡ 1141 福満正博 (タイの政治・経済) (政)大六野耕作

● 外国書講読Ａ【英語・会計学】 1076 長野史麻 【2006年度以降入学者対象】

● 外国書講読Ａ【英語・会計学】 1075 森久 演習ⅡＡ 2082 佐野正博 ★ 基幹科目(法律・政治) Ⅰ 演習ⅡA 1089 中澤高志 国際経営史Ａ 1096 服部哲郎

● 外国書講読Ａ【英語・公共経営学】 1144 服部篤子 演習ⅡＡ 1081 中西貢 【2007年度以降入学者対象】

● 外国書講読Ａ【英語・公共経営学】 1155 関正雄 演習ⅡＡ 1088 長野史麻 演習ⅢA 2041 歌代豊 財務諸表論Ａ Gホール 大倉学

● 外国書講読Ａ【韓国語・経営学】 1164 安兌爀 フランス語コミュニケーション上級Ａ 2061 レウルス．Ⅴ

演習ⅢＡ 1089 菊地端夫 組織行動論 1143 福原康司 公共経営学特別講義Ａ 1105 菊地端夫

演習ⅢA 1082 山下充 演習ⅡA 2041 歌代豊

演習ⅡＡ 1089 菊地端夫 国際会計論Ａ Gホール 大倉学 商 異文化コミュニケーション論 1125 バワーズ

経営文化論Ａ 1105 安部悦生 演習ⅡＡ 1168 塚本一郎

経営哲学Ａ 1085 小笠原英司 演習ⅡA 1082 山下充 公共セクター経済論 1105 松野裕

非営利組織論Ａ 1165 塚本一郎 演習ⅢＡ 2082 佐野正博 学部間共通総合講座C コーディネーター

演習ⅢＡ 1088 長野史麻 (日本の外交とグローバル人材) (営)坂本恒夫

学部間共通総合講座C コーディネーター 演習ⅢA 1081 中西貢

(損害保険入門) (政)大六野耕作

経営組織論 1031 福原康司

公共ガバナンス論Ａ

【2006年度以降入学者対象】

● 外国書講読Ａ【英語・経営学】 1064 高橋清美 産業生理学Ａ 1063 一之瀬真志 ★ 共通専門特別講義A 税法 1134 水野忠恒 演習ⅡＡ 1135 清水一之 フィールドスタディＣ 1135 清水一之

● 外国書講読Ａ【英語・経営学】 1075 山下智佳 【2006年度以降入学者対象】 海外経営事情C 演習ⅡA 2041 山下佳江 フィールドスタディＣ 1075 鷲見淳

● 外国書講読Ａ【中国語・経営学】 2102 張博惠 英語（初・中級）Ａ【特設】 1135 宮田理奈子 ★ 基幹科目(文化・歴史) Ⅰ 【2006年度以降入学者対象】 フィールドスタディＣ 1131 藤江昌嗣

● ビジネス英語Ａ 1135 宮田理奈子 ドイツ語コミュニケーション上級Ａ 1131 小林信行 【2007年度以降入学者対象】 演習ⅢA 1138 安部悦生 フィールドスタディＣ 1064 大石芳裕

演習ⅡA 1138 安部悦生 演習ⅢA 1131 藤江昌嗣

演習ⅡＡ 1138 遠藤公嗣 演習ⅢＡ 1138 大石芳裕 吉川あゆみ 演習ⅡA 2041 薩摩秀登 学部間共通総合講座C

倉谷慶子 演習ⅡA 1131 藤江昌嗣 ★ Transcultural Management Ａ (国際キャリア特論)

生産管理論A 1143 藤原篤志 国際公共経営事情 1133 菊地端夫 【2006年度以降入学者対象】

自治体財政分析論 2051 藤江昌嗣 演習ⅡＡ 1138 大石芳裕 グローバル・マーケティング論Ａ ★ 基幹科目(経済) Ⅰ

行政評価論 2051 藤江昌嗣 スポーツマーケティング論 1163 原田尚幸 【2008年度以降入学者対象】 【2007年度以降入学者対象】

演習ⅢA 2041 薩摩秀登 マーケティング論
学部間共通総合講座C コーディネーター 【2007年度以前入学者対象】 学部間共通総合講座C コーディネーター

(図書館活用法) (営)森久 ★ Comparative Business Management Ａ 労使関係論Ａ 1032 遠藤公嗣 (環境と政治・経済・社会Ⅰ) (政)大森正之

【2007年度以降入学者対象】

★ 基幹科目(経済) Ⅰ

【2007年度以降入学者対象】

現代会計基準論Ａ 1146 浅野千鶴

社会会計論 1153 中西貢

企業の社会的責任論（日本語）

【2011年度以降入学者対象】

フィランソロピー論
【2010年度以前入学者対象】

学部間共通総合講座C コーディネーター

(ビジネス・イノベーションⅠ) (営)佐野正博

● 外国書講読Ａ【英語・経営学】 1076 松野裕 会社法Ａ 英語スペシャルスタディＡ 財務管理論 1032 鳥居陽介 ビジネス・エコノミックスＡ 1032 岸啓二郎 生活文化論 1073 居駒永幸

● 外国書講読Ａ【英語・経営学】 1144 多田稔 【2010年度以降入学者対象】 【2007年度以降入学者対象】

● 外国書講読Ａ【英語・会計学】 1064 﨑章浩 会社法Ⅰ 会計情報システム論Ａ 1065 本橋正美 ● ＴＯＥＦＬ　Ｉｎｔｅｎｓｉｖｅ　Ｂ 英語（初・中級）Ａ【特設】 1065 山下佳江

● 外国書講読Ａ【英語・会計学】 1135 広原雄二 【2009年度以前入学者対象】 演習ⅡA 1075 牛丸元 【2007年度以降入学者対象】

● 外国書講読Ａ【英語・公共経営学】 1115 鈴 木滉二郎 海外経営事情Ａ 演習ⅡA 1089 宇野毅 学部間共通総合講座C コーディネーター フィールドスタディＣ 1064 阿部卓

● 外国書講読Ａ【ドイツ語・経営学】 1087 清水一之 【2006年度以降入学者対象】 演習ⅡA 1088 小笠原英司 (ジェンダーを考えるⅠ) (情)堀口悦子 演習ⅢA 1062 小笠原英司

● 外国書講読Ａ【ロシア語・経営学】 1075 加藤　志津子 演習ⅡA 1168 折方のぞみ 演習ⅢA(坂本ゼミ) 1151 鳥居陽介

● ビジネス英語Ａ 1084 井洋次郎 演習ⅡA 2101 浅野千鶴 演習ⅡA 1092 川竹英克

● ビジネス英語Ａ 1155 阿久津純恵 演習ⅡA 1161 井洋次郎 演習ⅡA 308A 小林信行 学部間共通総合講座C コーディネーター

● ビジネス・プレゼンテーションＡ 1164 宮田理奈子 演習ⅡA 1062 居駒永幸 演習ⅡA 1167 瀧井美保子 (人権って何?) (法)江藤英樹

演習ⅡA 1162 郝 燕書 演習ⅡA（坂本ゼミ） 308B 趙丹

演習ⅢA（折世ゼミ） 1061 アンディ・Ｖ 演習ⅡA 2061 辻昌宏 演習ⅡA 1072 東條由紀彦 　
演習ⅢＡ 2081 藤本佳久 演習ⅡA 308B 三上真寛 演習ⅡA 2124 畑中基紀　

演習ⅡA 1082 八田隆司

財務会計総論Ｂ【特設】 演習ⅢA 1089 宇野毅 演習ⅡA 1098 福満正博

【2010年度以降入学者対象】 演習ⅢA 1168 折方のぞみ 演習ⅡA 2051 藤本佳久

財務会計総論Ⅱ【特設】 演習ⅢA 1088 黒田兼 一 演習ⅡA 1061 星野敏男

【2009年度以前入学者対象】 演習ⅢA 308A 小林信行 演習ⅡA 1112 松野裕

演習ⅢA 2092 清水一之 演習ⅡA 1071 守屋宏則

演習ⅢA 1167 瀧井美保子

演習ⅢA 1072 東條由紀彦 演習ⅢA 2101 浅野千鶴

演習ⅢA 2121 畑中基紀　 演習ⅢA 1117 阿部卓

演習ⅢA 1082 八田隆司 演習ⅢA 1161 井洋次郎

演習ⅢA 1102 平井克彦 演習ⅢA 1062 居駒永幸

演習ⅢA 1061 星野敏男 演習ⅢA 1162 郝燕書

演習ⅢA 1071 守屋宏則 演習ⅢA 1138 鷲見淳

演習ⅢA 1107 塚本一郎

演習ⅢA 2041 山下佳江

経営技術論 Gホール 佐野正博

経営情報論 1032 中西貢

コーディネー

ター

(政)武田巧

1143 学部間共通総合講座C
(２１世紀のクレジット社会と

クレジット＆リテールファイナンス)

1085
コーディネーター

(営)藤江昌嗣

鈴木滉二郎

土屋一樹

山本明男

ミシュラン

1031

1133 大石芳裕

1133

1153

1022

1136

榊原嘉明

1165 柴田高

1061 マーロウ

学部間共通総合講座C
(個別労働紛争への対処の方法と

良い会社づくり)
1064

コーディネーター

(営)平沼高

1064 辻昌宏

1063

1083

1065 平井克彦

1073 泉田栄一

遠藤元1065

1134 加藤志津子

1156

手話コミュニケーション（初級）Ⅰ 1131

1032

1093 佐藤嘉信

1063 設楽浩吉

1022 﨑章浩

1085

1106 佐野里樹

1013

2102 佐藤嘉信

鈴木豊

2062

金

科　目 科　目科　目

1094

1065

1126

水

木

1限 2限

9：00～10：30

1083 東條由紀彦

科　目

10：40～12：10

1021

1123

1106 佐野里樹

関山健

1097 マーロウ

柴田高

1096

鷲見淳

1166 姜英美

1093

石川公彦

1106

6限5限4限3限

13：00～14：30

科　目

18：00～19：3014：40～16：10 16：20～17：50

科　目

1136 関正雄

火

月

1164

1105

水越豊1106

1096

1133

 

■科目名称・配当年次について 

 入学年度によって科目名称，配当年次が異なる科目があります。詳細は，別冊「２０１３年度履修の手引」を熟読のこと。  

■事前登録科目について 

 「●」のついた科目は，事前登録科目です。詳細は，別冊「２０１３年度履修の手引」を熟読のこと。  

■英語による授業科目について 

 「★」のついた科目は，英語による授業科目です。詳細は，別冊「２０１３年度経営学部シラバス」を参照のこと。  

■学部間共通総合講座・国際教育プログラムについて 

 科目によっては，配当年次の違いや，履修制限等が設けられています。履修にあたっては，それぞれのシラバスを熟読のこ

と。 

■商学部の「英語による授業科目」実施に伴う経営学部科目への読替について  

 「商」のついた科目は，商学部の英語による授業科目で，経営学部科目への読替ができます。詳細は，別冊「２０１３年度履

修の手引」を熟読のこと。 

■教室番号について 

   リバティタワー・・・・・１から始まる４桁の数字（１０００番台の教室） 

     １２号館・・・・・・・・・・２から始まる４桁の数字（２０００番台の教室） 

  アカデミーコモン・・・・３から始まる４桁の数字（３桁の数字とｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ１文字の教室） 

  グローバルフロント・・４から始まる４桁の数字（４０００番台の教室及び３桁の数字とｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ１文字の教室）  

   ※Gホールは「グローバルホール」を表す。 

 


