
<経営学部　経営学科>
教員名

教育実習Ⅰ　02＜春＞ 木2 教職実践演習（中・高）　02＜秋＞ 木2 演習４　＜通期＞ 木3 演習C　＜前期＞ 水1 演習D　＜後期＞ 水1
演習３　＜通期＞ 木4 経営学特別講義-インターンシップ　＜集中＞ 水5 教育経営学研究　＜前期＞ 木5

特殊演習C　＜前期＞ 土5 経営学特殊研究Ａ　01＜前期＞ 土5
特殊演習D　＜後期＞ 土5 経営学特殊研究Ｂ　01＜後期＞ 土5

博物館実習Ⅰ　＜集中＞ 集中 博物館実習Ⅱ　＜集中＞ 集中 博物館実習Ⅲ　＜集中＞ 集中 博物館経営論研究　＜前期＞ 月4 演習C　＜前期＞ 月5
教養教育特別講義-文化財保護論　01＜春＞ 月2 教養教育特別講義-文化財保護論　02＜秋＞ 月2 博物館経営論　＜秋＞ 月4 演習D　＜後期＞ 月5
演習３　＜通期＞ 木4 博物館資料保存論　＜春＞ 木5 博物館概論　＜秋＞ 木5
大学生活入門セミナー　01＜春＞ 月2 基礎演習　01＜秋＞ 月2 演習３　＜通期＞ 月4 国際マーケティング論研究　＜後期＞ 月3 演習C　＜前期＞ 木5
世界の市民-サービス・マーケティング　01＜春＞ 水1 世界の市民-サービス・マーケティング　02＜秋＞ 水1 基礎演習　02＜秋＞ 木2 演習D　＜後期＞ 木5
大学生活入門セミナー　02＜春＞ 木3 ブランド論　＜春＞ 木4 グローバル・マーケティング　＜秋＞ 木4
データサイエンス演習Ⅱ　＜秋＞ 火1 データサイエンス演習Ⅰ　＜春＞ 火2 演習４　＜通期＞ 火3 演習C　＜前期＞ 火5 演習D　＜後期＞ 火5
経営学特講-プレップセミナー　01＜秋＞ 水3 データサイエンス入門　＜春＞ 金1 経営学のための数学　＜春＞ 金2 経営統計学研究　＜前期＞ 木4
経営学のための統計　＜秋＞ 金2 演習３　＜通期＞ 金4
実践演習-本校出身税理士による会社経理入門　＜春＞ 月2 演習４　＜通期＞ 月3 経営分析[２１～]　＜春＞ 月4 経営分析研究A　＜前期＞ 水1 経営分析研究B　＜後期＞ 水1
基礎演習　03＜秋＞ 月4 英文簿記会計　＜春＞ 木1 基礎演習　04＜秋＞ 木2 監査論研究［２］　＜後期＞ 木1 演習C　＜前期＞ 木5
大学生活入門セミナー　03＜春＞ 木3 監査論［2］　＜秋＞ 木4 実践演習-会計職インターンシップ　＜秋＞ 土1 演習D　＜後期＞ 木5 特殊演習C　＜前期＞ 土5

会計学特殊研究Ａ　01＜前期＞ 土5 特殊演習D　＜後期＞ 土5
会計学特殊研究Ｂ　01＜後期＞ 土5

デジタル技術基礎　01＜春＞ 火1 演習４　＜通期＞ 火3 演習３　＜通期＞ 火4 ネットビジネス研究　＜前期＞ 火2 経営情報処理　＜後期＞ 火2
大学生活入門セミナー　04＜春＞ 水3 実践演習-Pythonによるプログラミング　＜秋＞ 金1 デジタル技術基礎　02＜春＞ 金4 演習C　＜前期＞ 火5 演習D　＜後期＞ 火5
ネットビジネス[学部]　＜秋＞　※遠隔授業（オンデマンド型） 土3 データ経営　＜秋＞　※遠隔授業（オンデマンド型） 土4 外国文献研究（中国）Ｂ　＜後期＞ 水1 外国文献研究（中国）Ａ　＜前期＞ 金1

特殊演習C　＜前期＞ 土5 経営情報論特殊研究Ａ　01＜前期＞ 土5
特殊演習D　＜後期＞ 土5 経営情報論特殊研究Ｂ　01＜後期＞ 土5

異文化間コミュニケーション論A　01＜春＞ 火1 異文化間コミュニケーション論A　02＜秋＞ 火1 英語ⅠＡ　221＜春＞ 火2 外国文献研究（英米）Ａ　＜前期＞ 火3 演習C　＜前期＞ 火4
英語ⅡＡ　221＜秋＞ 火2 実践演習-IBP:ヨーロピアン・ビジネス・スキル　＜春＞　※遠隔授業（同時双方向型） 火5 経営学特講-IBP:グローバル・リーダーシップ　＜春＞ 火5 外国文献研究（英米）Ｂ　＜後期＞ 火4 演習D　＜後期＞ 火5
経営学特講-プレップセミナー　02＜秋＞ 水3 異文化間コミュニケーション論B　01＜春＞ 金2 異文化間コミュニケーション論B　02＜秋＞ 金2 異文化コミュニケーション研究A　＜前期＞ 水1 コミュニケーション学研究Ⅰ　＜前期＞ 水1
ビジネスコミュニケーション　＜春＞ 金4 戦略的ビジネスコミュニケーション　＜秋＞ 金4 異文化コミュニケーション研究B　＜後期＞ 水1 コミュニケーション学研究Ⅱ　＜後期＞ 水1

英語コミュニケーション　＜前期＞ 金3 特殊演習C　＜前期＞ 土5
経営情報論特殊研究Ａ　02＜前期＞ 土5 特殊演習D　＜後期＞ 土5
経営情報論特殊研究Ｂ　02＜後期＞ 土5

経営学A　01＜春＞ 月1 経営学B　01＜秋＞ 月1 大学生活入門セミナー　05＜春＞ 月2 経営史研究　＜前期＞ 月4 演習C　＜前期＞ 木5
教養教育特別講義-スモールビジネス経営論　02＜秋＞ 月2 演習４　＜通期＞ 月3 実践演習-シェアリングビジネスモデル開発　＜秋＞ 木1 演習D　＜後期＞ 木5 特殊演習C　＜前期＞ 土5
基礎演習　05＜秋＞ 木2 経営史A　＜春＞ 木3 経営史B　＜秋＞ 木3 経営学特殊研究Ａ　02＜前期＞ 土5 特殊演習D　＜後期＞ 土5
教養教育特別講義-スモールビジネス経営論　01＜春＞ 木4 経営学特殊研究Ｂ　02＜後期＞ 土5
税務会計論　＜秋＞ 火1 簿記［2］　01＜春＞ 火2 演習４　＜通期＞ 火3 日本語リーディングA　＜前期＞ 火1 税務会計研究　＜後期＞ 火4
大学生活入門セミナー　06＜春＞ 水3 経営学特講-プレップセミナー　03＜秋＞ 水3 簿記［2］　02＜春＞ 金3 演習C　＜前期＞ 火5 演習D　＜後期＞ 火5
税務戦略論　＜秋＞ 金3 演習３　＜通期＞ 金4 簿記　＜前期＞ 金2 財務会計論研究Ⅰ　＜前期＞ 金5

特殊演習C　＜前期＞ 土5 会計学特殊研究Ａ　02＜前期＞ 土5
特殊演習D　＜後期＞ 土5 会計学特殊研究Ｂ　02＜後期＞ 土5

世界の市民-企業経営のステークホルダーとガバナンス　01＜秋＞ 月3 コーポレート・ファイナンス（応用）　＜秋＞ 水1 経営学特講-プレップセミナー　04＜秋＞ 水3 演習D　＜後期＞ 月4 経営財務論研究　＜後期＞ 水2
世界の市民-企業経営のステークホルダーとガバナンス　02＜秋＞ 木3 コーポレート・ファイナンス（基礎）　＜秋＞　※遠隔授業（オンデマンド型） 土5
国際経営論A　＜春＞ 火1 国際経営論B　＜春＞ 火3 グローバル＆ローカル基礎　01＜秋＞ 火3 国際経営論研究A　＜前期＞ 火4 国際経営論研究B　＜後期＞ 火4
大学生活入門セミナー　07＜春＞ 水3 経営学特講-プレップセミナー　05＜秋＞ 水3 グローバル＆ローカル基礎　02＜秋＞ 木1 演習C　＜前期＞ 火5 演習D　＜後期＞ 火5
演習４　＜通期＞ 木3 演習３　＜通期＞ 木4 特殊演習C　＜前期＞ 土5 経営管理論特殊研究Ａ　01＜前期＞ 土5

特殊演習D　＜後期＞ 土5 経営管理論特殊研究Ｂ　01＜後期＞ 土5
経営学基礎　01＜春＞ 火1 基礎演習　06＜秋＞ 火1 経営学基礎　02＜春＞ 火3 生産管理論研究　＜前期＞ 火4 演習C　＜前期＞ 火5
生産管理論A　＜秋＞ 火3 経営学特講-企業人に学ぶ　＜春＞ 金2 生産管理論B　＜秋＞ 金2 演習D　＜後期＞ 火5 特殊演習C　＜前期＞ 土5
演習４　＜通期＞ 金3 演習３　＜通期＞ 金4 経営管理論特殊研究Ａ　02＜前期＞ 土5 特殊演習D　＜後期＞ 土5

経営管理論特殊研究Ｂ　02＜後期＞ 土5
マーケティング論Ａ　＜春＞ 水2 消費者行動論　＜秋＞ 水2 演習４　＜通期＞ 金3 演習C　＜前期＞ 金1 演習D　＜後期＞ 金1
演習３　＜通期＞ 金4 マーケティング論研究Ａ　＜前期＞ 金2 マーケティング論研究Ｂ　＜後期＞ 金2

特殊演習C　＜前期＞ 土5 商学特殊研究Ａ　01＜前期＞ 土5
特殊演習D　＜後期＞ 土5 商学特殊研究Ｂ　01＜後期＞ 土5

国際会計論［２］　＜秋＞ 月1 会計史　＜秋＞ 月2 中級簿記　＜秋集＞ 月3/木4 演習D　＜後期＞ 月5 財務会計論研究Ⅱ　＜後期＞ 木2
地域連携特別講義-地域課題解決実践Ⅰ　＜秋＞ 水1 地域連携特別講義-地域課題解決実践(応用)　＜秋＞ 水1 特殊演習D　＜後期＞ 土5 会計学特殊研究Ｂ　03＜後期＞ 土5
経営学総論　01＜春集＞ 火1/金3 基礎演習　07＜秋＞ 火2 演習４　＜通期＞ 火3
大学生活入門セミナー　08＜春＞ 火4 経営学史Ａ　＜春＞ 金1 経営学史Ｂ　＜秋＞ 金1
演習３　＜通期＞ 金4
流通論［２］　＜春＞ 火2 基礎演習　08＜秋＞ 火2 実践演習-まちをビジネスする:まちと交通　＜春＞ 火4/火5 流通論研究［２］　＜後期＞ 火5 演習C　＜前期＞ 金1
実践演習-まちをビジネスする:観光ビジネス　＜秋＞ 火4 観光ビジネスの理論と実践Ⅰ　＜春＞ 金2 観光ビジネスの理論と実践Ⅱ　＜秋＞ 金2 演習D　＜後期＞ 金1
演習４　＜通期＞ 金3 演習３　＜通期＞ 金4
経営学A　02＜春＞ 月1 実践演習-課題解決実践　＜春＞ 月2 経営学総論　02＜秋集＞ 月2/木3

演習３　＜通期＞ 月4 ☆PBL応用Ⅰ　04＜春集＞ 水1/水2 経営学特講-プレップセミナー　06＜秋＞ 水3
経営学B　02＜春＞ 木2 経営戦略論　＜秋＞ 木2 大学生活入門セミナー　09＜春＞ 木3
エルダー演習B　＜春＞ 木5 エルダー演習C　＜秋＞ 木5
実践演習-経営者に学ぶプロジェクト　＜春＞　※英語による講義 火2 実践演習-IBP:事後学習　＜秋＞ 火2 グローバルビジネス英語A　＜春＞ 火3
グローバルビジネス英語B　＜秋＞ 火3 大学生活入門セミナー　10＜春＞ 火4 英語ⅠＡ　302＜春＞ 水1
英語ⅡＡ　302＜秋＞ 水1 英語ⅠＢ　301＜春＞ 金2 英語ⅡＢ　301＜秋＞ 金2
基礎演習　09＜秋＞ 金3
基礎演習　10＜秋＞ 火1 大学生活入門セミナー　18＜秋＞ 火2 演習４　＜通期＞ 火3 演習C　＜前期＞ 火5 演習D　＜後期＞ 火5
大学生活入門セミナー　11＜春＞ 火4 証券論　＜春集＞ 水2/金2 大学生活入門セミナー　12＜春＞ 水3 証券論研究Ⅰ　＜前期＞ 金1 証券論研究Ⅱ　＜後期＞ 金1
演習３　＜通期＞ 金4 アカデミックライティングB　＜後期＞ 金2 外国文献研究（日本）Ｂ　＜後期＞ 金3

特殊演習C　＜前期＞ 土5 商学特殊研究Ａ　02＜前期＞ 土5
特殊演習D　＜後期＞ 土5 商学特殊研究Ｂ　02＜後期＞ 土5

図書館実習　＜集中＞ 集中 図書館経営論[２１～]　＜春＞ 月1 図書館情報学原論　＜春＞ 月2
図書館業務と情報通信技術　＜秋＞ 月3 実践演習-まちをビジネスする:人が集う図書館づくり　＜秋＞ 月4 経営学特講-プレップセミナー　07＜秋＞ 水3
演習４　＜通期＞ 木3 演習３　＜通期＞ 木4
マーケティング基礎　01＜春＞ 月1 マーケティングリサーチ　＜秋＞ 月1 教養教育特別講義-General Marketing Ⅰ　＜春＞　※英語による講義 月2 経営情報イノベーション研究B　＜後期＞ 月5 経営情報イノベーション研究A　＜前期＞ 木1
基礎演習　11＜秋＞ 月2 デジタルマーケティング　＜春＞ 月3 実践演習-デジタルマーケティング実践　＜秋＞ 月4 演習C　＜前期＞ 木5 演習D　＜後期＞ 木5
経営学特講-プレップセミナー　08＜秋＞ 水3 マーケティング基礎　02＜春＞ 木2 教養教育特別講義-General Marketing Ⅱ　＜秋＞　※英語による講義 木2
大学生活入門セミナー　13＜春＞ 木3 演習３　＜通期＞ 木4
人的資源管理論Ａ　＜春＞ 火1 経営学A　03＜春＞ 火3 経営学B　03＜秋＞ 火3 経営労務論研究A　＜前期＞ 火2 経営労務論研究B　＜後期＞ 火2
大学生活入門セミナー　14＜春＞ 火4 人的資源管理論Ｂ　＜秋＞ 火4 経営学特講-プレップセミナー　09＜秋＞ 水3 演習C　＜前期＞ 火5 演習D　＜後期＞ 火5
演習４　＜通期＞ 金3 演習３　＜通期＞ 金4
大学生活入門セミナー　15＜春＞ 月2 教養教育特別講義-価値創造経営論入門　02＜秋＞ 月2 経営学A　04＜春＞ 月4 アカデミックライティングA　＜前期＞ 月1 経営管理論研究Ａ　＜前期＞ 月3
経営学B　04＜秋＞ 月4 環太平洋圏経営研究Ａ　＜春＞ 月5 経営管理論[2]　＜春＞ 木1 経営管理論研究Ｂ　＜後期＞ 月3 環太平洋圏経営研究Ａ　＜前期＞ 月5
経営組織論　＜秋＞ 木1 基礎演習　12＜秋＞ 木2 演習４　＜通期＞ 木3 演習C　＜前期＞ 木5 演習D　＜後期＞ 木5
教養教育特別講義-価値創造経営論入門　01＜春＞ 木4 特殊演習C　＜前期＞ 土5 経営管理論特殊研究Ａ　03＜前期＞ 土5

特殊演習D　＜後期＞ 土5 経営管理論特殊研究Ｂ　03＜後期＞ 土5
地域ビジネス論　＜春＞ 月1 大学生活入門セミナー　16＜春＞ 月2 基礎演習　13＜秋＞ 月2 地域経営論研究　＜前期＞ 水1 フードシステム論研究　＜後期＞ 水1
演習４　＜通期＞ 月3 経営学特講-プレップセミナー　10＜秋＞ 水3 食農ビジネスの理論と実践Ⅰ　＜春＞ 木1 演習C　＜前期＞ 木5 演習D　＜後期＞ 木5
地域ビジネス入門　＜秋＞ 木2 大学生活入門セミナー　17＜春＞ 木3 食農ビジネスの理論と実践Ⅱ　＜秋＞ 木3 特殊演習C　＜前期＞ 土5 商学特殊研究Ａ　03＜前期＞ 土5

特殊演習D　＜後期＞ 土5 商学特殊研究Ｂ　03＜後期＞ 土5
管理会計A　＜春＞ 火1 管理会計B　＜秋＞ 火1 アントレプレナー論　＜秋＞ 火2 管理会計論研究A　＜前期＞ 火2 演習C　＜前期＞ 火5
会計学基礎　01＜春＞ 火3 演習３　＜通期＞ 火4 経営学特講-プレップセミナー　11＜秋＞ 水3 演習D　＜後期＞ 火5 管理会計論研究B　＜後期＞ 水1
演習４　＜通期＞ 金3 会計学基礎　02＜春＞ 金4 環太平洋圏経営研究Ｂ　＜秋＞ 金5 外国文献研究（日本）Ａ　＜前期＞ 水2 日本語リーディングB　＜後期＞ 水2

環太平洋圏経営研究Ｂ　＜後期＞ 金5 特殊演習C　＜前期＞ 土5
会計学特殊研究Ａ　03＜前期＞ 土5 特殊演習D　＜後期＞ 土5
会計学特殊研究Ｂ　04＜後期＞ 土5

植木　美知瑠

学部 大　学　院

伊藤　潔志

井上　敏

野田　俊範

大田　靖

小澤　義昭

岳　理恵

金本　伊津子

小嶌　正稔

金光　明雄

齋藤　巡友
海外研修中(前期)

櫻井　結花

信夫　千佳子

辻本　法子

中村　恒彦
海外研修中(前期)

三輪　卓己

村上　伸一

室屋　有宏

山田　伊知郎

福田　晴仁

藤井　暢人

McLean，Stuart

松尾　順介

水沼　友宏

宮津　和弘
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