
平成２９年度  時間割　【前期】 経済学部専門科目 平成29年3月31日

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

曜日 学年 9:00～10:30 10:40～12:10 13:00～14:30 14:40～16:10

1 入門経済学Ⅰ（山本陽）

教養教育科目 ３－１０１教室 基礎演習Ⅰ 教養教育科目

（外国語） 入門経済学Ⅰ（濱口） ※１ （特色・一般教養科目）

２－４０５教室

2 社会保障論Ⅰ（山本陽） 経済史Ⅰ（山口） 財政学Ⅰ（森田） 企業ファイナンス（臼杵）

３－２０１教室 ３－２０１教室 ３－２０１教室（最後の3回は2-404教室） ３－１０１教室

先物・オプション入門（渡辺） 情報処理論Ⅰ（茨木） イノベーション・マネジメント（大神）

２－２０７教室 ３－情報処理教室 ３－１０１教室

3･4 経営史Ⅰ（木谷） 労使関係論（平野） 経済学史（藤田）

３－１０１教室 ２－４０１教室 ２－２０７教室

監査論（●岡田）

３－３０２教室

1

３－２０１教室

2 行政法（●庄村）【通年】 制度経済学Ⅰ（●山田鋭） 国際経済学Ⅰ（川端）

１－２０１教室 ３－１０１教室 ２－４０４教室

民法Ⅰ（●柳） 民法Ⅰ（●柳） 財務分析（吉田）

３－２０１教室 ３－２０１教室 ２－４０３教室

経営組織（河合篤）

２－２０７

特別講義Ⅲ（●吉井）

３－３０２教室

3･4 応用マクロ経済学（●柳原） 経済法（●服部） 経済法（●服部）

３－３０２教室 ３－１０１教室 ３－１０１教室

国際経済関係論Ⅰ（●柳瀬） 地域経済学Ⅰ（●古川）

２－４０３教室 ３－３０２教室

1

2 ミクロ経済学（澤野） データ分析基礎（三澤）

３－２０１教室 ３－２０１教室 教養教育科目 教養教育科目

会社法（●吉行） 会社法（●吉行） （総合英語３） （総合英語３）

３－１０１教室 ３－１０１教室

3･4 金融システム論（坂和） 経営管理Ⅰ（余合） 経済開発論（樋口） 国際金融論Ⅱ（稲垣）

３－３０２教室 ２－４０３教室 ３－２０１教室 ３－２０１教室

財務会計（高橋） 応用企業ファイナンス（坂和） 事例研究特論（下野）

３－３０２教室 ３－３０２教室 ３－２０３教室

1 入門経営学Ⅰ（下野） 入門会計学（奥田）※２

教養教育科目 教養教育科目 ３－２０１教室 ３－２０１教室

（特色・一般教養科目） （特色・一般教養科目）

2 情報処理論Ⅰ（爲近） マーケティング（山本奈） 知的財産法（●小西） 現代経済・経営特殊講義（●東海財務局）

３－情報処理教室 ２－２０７教室 ２－２０７教室 ３－１０１教室

簿記実務（●田畑） 簿記実務（●田畑） 特別講義Ⅳ（●近藤）

３－２０１教室 ３－２０１教室 ３－２０３教室

特別講義Ⅰ（●諏訪）

３－１０１教室

3･4 租税法（●荒川） 公共政策Ⅰ（木村）

３－１０１教室 ３－３０２教室

1

2 ミクロ経済学（澤野） 金融論Ⅰ（横山）

３－２０１教室 ３－２０１教室 教養教育科目 教養教育科目

特別講義Ⅱ（●山田雅） 経営戦略（出口） （特色・一般教養科目） （特色・一般教養科目）

２－４０３教室 ２－４０４教室

3･4 会計実務（●新井） 会計実務（●新井）

３－２０３教室 ３－２０３教室

●は非常勤講師
　

※夏期集中講義　

１．入門ファイナンス（渡辺）　２．キャリアデザイン（●西村）　３．情報処理論Ⅱ【８月開講】（河合勝）　４．情報処理論Ⅱ【９月開講】（河合勝）　５．企業論（角田）

６．公共経済学Ⅰ（●焼田）　７．憲法（●小林）　８．アジア経済論（●李）　９．国際会計（●小川）

※１ 基礎演習Ⅰ　稲垣(2-201)、木谷(3-202)、坂和(3-301)、高橋(3-203)、爲近(2-202)、出口(3-セミナー室）、岡野(3-大学院第3教室）、樋口(2-203)、山口(2-204)

※２ 平成27年度以前に入学した学生は、「入門会計学」を履修することで「会計学Ⅰ」に読み替えられます。

※３ 演習Ⅰ【２単位】（木）　稲垣、臼杵、内田、岡野、河合勝、川端、木谷、木村、澤野、爲近、濱口、山口、山本奈、山本陽、渡辺

※４ 演習Ⅰ【２単位】（金）　茨木、大神、奥田、河合篤、下野、高橋、出口、外谷、中山、藤田、三澤、森田、吉田

※５ 演習Ⅱ【４単位】（木）　稲垣、内田、岡野、河合勝、川端、木谷、木村、渡辺（坂和）、澤野、爲近、濱口、山口、山本陽

※６ 演習Ⅱ【４単位】（金）　板倉（樋口）、茨木、大神、河合篤、下野、高橋、角田、出口、外谷、中山、藤田、三澤、森、森田、横山、吉田

教養教育科目
（英語または健康スポーツ）

時　限

教室１－は１号館、２－は２号館、３－は３号館を示す。

月

火

水

木

金

教養教育科目
（特色・一般教養科目）

教養教育科目
（特色・一般教養科目）

教養教育科目
（数学または情報処理）

教養教育科目
（数学または情報処理）

演習Ⅰ（半期・２単位）
※３

演習Ⅱ（通年・４単位）
※５

演習Ⅰ（半期・２単位）
※４

演習Ⅱ（通年・４単位）
※６

教養教育科目
（英語または数学）

教養教育科目
（英語または数学）

日本経済論Ⅰ
（内田、中山、樋口、森田、横山）

教養教育科目
（外国語または統計学）

教養教育科目
（外国語または統計学）

教養教育科目
（英語または健康スポーツ）



平成２９年度  時間割　【後期】 経済学部専門科目 平成29年3月31日

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

曜日 学年 9:00～10:30 10:40～12:10 13:00～14:30 14:40～16:10

1 経済経営数学（茨木）

教養教育科目 ２－４０１教室 教養教育科目 教養教育科目

（外国語） 経済経営数学（●杉浦） （地域連携参加型学習） （地域連携参加型学習）

２－４０５教室

2 公共経済学Ⅱ（●焼田） 地域企業活性化論（●中小企業家同友会）

基礎演習Ⅱ ３－１０１教室 ３－２０１教室

※１ 制度経済学Ⅱ（藤田） 統計分析基礎（●程島）

３－２０１教室 ３－３０２教室

3･4 実験経済学Ⅱ（濱口） 証券投資論Ⅰ（●程島） 環境経済学Ⅱ（内田）

３－１０１教室 ３－３０２教室 ２－４０４教室

管理会計（奥田）

３－２０３教室

1 入門経済学Ⅱ（●秋山） 簿記論（●加藤）

教養教育科目 教養教育科目 ２－４０３教室 ３－２０１教室

（英語または数学） （英語または数学） 入門経済学Ⅱ（稲垣）

２－４０５教室

2 行政法（●庄村）【通年】 世界経済論（板倉）

１－２０１教室 ３－１０１教室 教養教育科目 教養教育科目

特別セミナーⅢ（●吉井） 経済・経営政策特論（●名古屋市） （総合英語４） （総合英語４）

３－２０３教室 ２－４０４教室

3･4 経営情報学（河合勝） 消費者行動論（山本奈） 日本経済・経営（●瑞山会）

３－情報処理教室 ２－４０１教室 ３－２０１教室

ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｽﾞ・ﾘｻｰﾁ（茨木）

３－情報処理教室

1

教養教育科目 教養教育科目 教養教育科目 教養教育科目

（外国語または統計学） （外国語または統計学） （英語または健康スポーツ） （英語または健康スポーツ）

(現代経済・経営特論Ⅰ（●中日新聞社）)

2 マクロ経済学（外谷） 国際経済学Ⅱ（川端） 経済史Ⅱ（木谷） 現代経済・経営特論Ⅰ（●中日新聞社）

３－２０１教室 ３－２０１教室 ３－２０１教室 ３－２０１教室

組織行動（余合） 特別講義Ⅴ（●日税連） 原価計算（高橋）

３－１０１教室 ３－１０１教室 ３－１０１教室

3･4 日本経済史（山口） 医療経済学Ⅰ（和久津） 産業組織論Ⅰ（中山）

２－２０７教室 ２－４０１教室 ３－１０１教室

コーポレートガバナンス（臼杵） 事例研究特論（河合篤）

３－２０３教室 ３－２０３教室

応用財務分析（吉田）

３－３０２教室

1 入門経営学Ⅱ（下野）

教養教育科目 教養教育科目 ３－１０１教室

（特色・一般教養科目） （特色・一般教養科目）

2 社会保障論Ⅱ（山本陽） 金融論Ⅱ（横山） ファイナンス実務（●宮本） ファイナンス実務（●宮本）

３－１０１教室 ３－２０１教室 ３－２０１教室 ３－２０１教室

特別セミナーⅠ（●諏訪） 特別セミナーⅣ（●近藤）

３－２０３教室 ３－２０３教室

3･4 行政学（三浦） 都市経済学Ⅱ（山田恵）

３－２０１教室 ３－１０１教室 演習Ⅱ（半期・２単位） 演習Ⅱ（通年・４単位）

※２ ※４

1 教養教育科目 教養教育科目 教養教育科目 教養教育科目

（数学または情報処理） （数学または情報処理） （特色・一般教養科目） （特色・一般教養科目）

2 財政学Ⅱ（森田） マクロ経済学（外谷）

３－２０１教室 ３－２０１教室

人的資源管理（平野） 教養教育科目

３－１０１教室 （特色・一般教養科目）

特別セミナーⅡ（●山田雅）

３－２０３教室

3･4 地方財政論（●森）

３－１０１教室 演習Ⅱ（半期・２単位） 演習Ⅱ（通年・４単位）

制度と文化のマネジメント（出口） ※３ ※５

２－２０７教室

●は非常勤講師
　

※１ 基礎演習Ⅱ　板倉(3-202)、中山(3-大学院第3教室）、奥田(3-203)、木村(3-301)、外谷(3-セミナー室）、山田恵(2-104)、山本奈(3-302)、渡辺(2-402)、和久津(2-105)

※２ 演習Ⅱ【２単位】（木）　稲垣、臼杵、内田、岡野、河合勝、川端、木谷、木村、澤野、爲近、濱口、山口、山本奈、山本陽、渡辺

※３ 演習Ⅰ【２単位】（金）　茨木、大神、奥田、河合篤、下野、高橋、出口、外谷、中山、藤田、三澤、森田、吉田

※４ 演習Ⅱ【４単位】（木）　稲垣、内田、岡野、河合勝、川端、木谷、木村、渡辺（坂和）、澤野、爲近、濱口、山口、山本陽

※５ 演習Ⅱ【４単位】（金）　板倉、茨木、大神、河合篤、下野、高橋、角田、出口、外谷、中山、藤田、三澤、森、森田、横山、吉田

教室１－は１号館、２－は２号館、３－は３号館を示す。

木

金

時　限

月

火

水


	28前期
	28後期

