
<経済学部>
教員名

国際経済論Ⅰ　＜春＞ 月1 国際経済論Ⅱ　＜秋＞ 月3 演習Ⅲ　＜通期＞ 月4
コース演習Ⅱ［2］　01＜秋＞ 木1 入門演習　01＜春＞ 木3 経済学A　01＜春＞ 木4

経済学B　01＜秋＞ 木4
経済学特講-現代日本経済の統計分析　＜秋＞　※英語による講義 月1 経済情報処理演習Ⅱa　＜春＞ 月3 演習Ⅲ　＜通期＞ 月4 計量経済学研究Ⅱ　＜後期＞ 月3 計量経済学研究Ⅰ　01＜前期＞ 水1
経済情報処理演習Ⅱb　＜秋＞ 水1 計量経済学Ⅰ　＜春＞ 水2 計量経済学Ⅱ　＜秋＞ 木2 計量経済学研究Ⅰ　02＜後期＞ 木4 演習C　＜前期＞ 木5
演習Ⅳ　＜通期＞ 木3 コース演習Ⅰ［2］　01＜春＞ 木4 演習D　＜後期＞ 木5 特殊演習C　＜前期＞ 土5

計量経済学特殊研究Ⅰ　＜前期＞ 土5 特殊演習D　＜後期＞ 土5
計量経済学特殊研究Ⅱ　＜後期＞ 土5

マクロ経済学　03＜秋集＞ 月1/木4 経済学特講-Rで学ぶ経済データ分析入門　＜秋＞ 月2 コース演習Ⅱ［2］　02＜秋＞ 月3 マクロ経済学研究Ⅰ　02＜後期＞ 月5 演習D　＜後期＞ 木5
経済学特講-Pythonで学ぶ金融経済入門　＜秋＞ 木2 特殊演習D　＜後期＞ 土5 マクロ経済学特殊研究Ⅱ　＜後期＞ 土5

統計学総論Ⅰ　＜春＞ 火1 経済データサイエンス演習Ⅰｂ　03＜春＞ 火2 統計学総論Ⅱ　＜秋＞ 火2 経済統計研究Ⅱ　＜前期＞ 火4 経済統計研究Ⅰ　＜後期＞ 火4
演習Ⅳ　＜通期＞ 火3 コース導入講義　01＜秋＞ 水3 コース演習Ⅰ［2］　02＜春＞ 金1 演習C　＜前期＞ 火5 演習D　＜後期＞ 火5
経済データサイエンス演習Ⅰａ　09＜秋＞ 金3 演習Ⅲ　＜通期＞ 金4

アジア経済論Ⅰ　＜春＞ 月2 アジア経済論Ⅱ　＜秋＞ 月2 入門演習　02＜春＞ 月3 ASEAN経済研究Ⅰ　＜前期＞ 月5 ASEAN経済研究Ⅱ　＜後期＞ 水1
演習Ⅲ　＜通期＞ 月4 コース導入講義　02＜秋＞ 水3 コース演習Ⅰ［2］　03＜春＞ 木1 演習C　＜前期＞ 木5 演習D　＜後期＞ 木5

入門演習　03＜春＞ 木3 経済学部生のための英語Ⅰ　＜春＞ 木4 経済学部生のための英語Ⅱ　＜秋＞ 木4

社会思想史Ⅰ　＜春＞ 火1 世界の市民-『リヴァイアサン』から政治を学ぶ　＜春＞ 火2 外国史　03＜春集＞ 火3/金2 社会思想史研究Ⅰ　＜前期＞ 火4 演習C　＜前期＞ 火5

社会思想史Ⅱ　＜春＞ 金3 社会思想史研究Ⅱ　＜前期＞ 金4

アジア産業論Ⅰ　＜春＞ 火3 アジア産業論Ⅱ　＜秋＞ 火3 演習Ⅲ　＜通期＞ 火4 演習C　＜前期＞ 火5 演習D　＜後期＞ 火5
コース演習Ⅰ［2］　04＜春＞ 金2 演習Ⅳ　＜通期＞ 金3 経済学特講-英語で学ぶ日本・アジア経済　＜秋＞　※英語による講義 金4 アジア産業論研究Ⅰ　＜前期＞ 木3 アジア産業論研究Ⅱ　＜後期＞ 木3
アジアで学ぶ英語とビジネスⅢ　＜秋＞ 金5 アジアで学ぶ英語とビジネスⅡ　＜春＞ 土2

中国経済論Ⅱ　＜秋＞ 火1 演習Ⅳ　＜通期＞ 火3 中国経済論Ⅰ　＜春＞ 火4 演習C　＜前期＞ 火5 演習D　＜後期＞ 火5
農業経済論Ⅰ　＜春＞ 水2 農業経済論Ⅱ　＜秋＞ 水2 日中ビジネス論　＜春＞ 金3 中国経済論研究Ⅰ　＜前期＞ 金1 中国経済論研究Ⅱ　＜後期＞ 金2
コース演習Ⅱ［2］　03＜秋＞ 金3 演習Ⅲ　＜通期＞ 金4 特殊演習C　＜前期＞ 土5 アジア経済特殊研究Ⅰ　＜前期＞ 土5

特殊演習D　＜後期＞ 土5 アジア経済特殊研究Ⅱ　＜後期＞ 土5
健康・スポーツ科学実習[1]－＜２０２２春＞　121＜春＞　※男子学生専用クラス 月2 健康・スポーツ科学実習[1]－＜２０２２秋＞　221＜秋＞　※男子学生専用クラス 月2 健康・スポーツ科学演習-体力トレーニングⅠ　01＜春＞ 月3
健康・スポーツ科学演習-体力トレーニングⅠ　02＜秋＞ 月3 健康・スポーツ科学演習-体力トレーニングⅡ　01＜春＞ 月4 健康・スポーツ科学演習-体力トレーニングⅡ　02＜秋＞ 月4
健康・スポーツ科学講義-健康教育論　01＜春＞ 木1 健康・スポーツ科学講義-健康教育論　02＜秋＞ 木1 演習Ⅳ　＜通期＞ 木3

演習Ⅲ　＜通期＞ 木4

コース演習Ⅰ［2］　05＜春＞ 月1 入門演習　04＜春＞ 月3 経済原論　03＜秋集＞ 月4/木2 経済学史研究Ⅱ　＜後期＞ 月3 経済学史研究Ⅰ　＜前期＞ 月4
コース導入講義　03＜秋＞ 水3 入門演習　05＜春＞ 木2 演習Ⅳ　＜通期＞ 木3 演習C　＜前期＞ 木5 演習D　＜後期＞ 木5

演習Ⅲ　＜通期＞ 木4

経済基礎A　02＜春＞ 火1 入門演習　06＜春＞ 火3 マクロ経済学　04＜秋集＞ 火3/金4 演習C　＜前期＞ 火5 演習D　＜後期＞ 火5
演習Ⅲ　＜通期＞ 火4 経済成長論Ⅰ　＜春＞　※遠隔授業（同時双方向型） 金1 経済基礎B　02＜秋＞ 金2 マクロ経済学研究Ⅱ　＜後期＞ 金1 マクロ経済学研究Ⅰ　01＜前期＞ 金2

演習Ⅳ　＜通期＞ 金3

教育課程論　01＜春＞ 月5 生徒・進路指導論　02＜秋＞ 火1 教育実習Ⅰ　03＜春＞ 火2
教職実践演習（中・高）　03＜秋＞ 火2 特別活動及び総合的な学習の時間の指導法　01＜春＞ 火4 特別活動及び総合的な学習の時間の指導法　02＜秋＞ 火4
生徒・進路指導論　01＜春＞ 金1 教育課程論　02＜秋＞ 金3 演習Ⅲ　＜通期＞ 金4

教育相談　01＜春＞ 金5 教育相談　02＜秋＞ 金5

経済入門　01＜春＞ 月1 経済学A　03＜秋＞ 月3 演習Ⅲ　＜通期＞ 月4 財政学研究Ⅰ　＜前期＞ 月5 財政学研究Ⅱ　＜後期＞ 水1
経済学B　03＜秋＞ 水2 世界の市民-日本と世界の財政問題　＜春＞ 木2 演習Ⅳ　＜通期＞ 木3 演習C　＜前期＞ 木5 演習D　＜後期＞ 木5
財政学Ⅰ　＜春＞　※遠隔授業（オンデマンド型） 土3 財政学Ⅱ　＜秋＞　※遠隔授業（オンデマンド型） 土3

演習Ⅳ　＜通期＞ 火3 演習Ⅲ　＜通期＞ 火4 入門演習　07＜春＞ 水3
コース演習Ⅱ［2］　04＜秋＞ 金1 経済データサイエンス演習Ⅰａ　04＜春＞ 金2 経済情報処理論Ⅱ　＜秋＞ 金2

経済情報処理論Ⅰ　＜春＞ 金3 経済学特講-Webスクレイピング実習　＜秋＞ 金4

演習Ⅳ　＜通期＞ 月3 経済基礎A　03＜春＞ 月4 経済基礎B　03＜秋＞ 月4 日本経済論研究Ⅰ　＜前期＞ 木4 日本経済論研究Ⅱ　＜後期＞ 木4
コース演習Ⅱ［2］　05＜秋＞ 水2 経済学特講-学習方法トレーニング講座(数学)　＜春＞ 木1 入門演習　08＜春＞ 木3 演習C　＜前期＞ 木5 演習D　＜後期＞ 木5
経済学特講-関西中堅企業の技術競争力　＜秋＞ 木3 日本経済論Ⅰ　＜春＞　※遠隔授業（オンデマンド型） 土4 日本経済論Ⅱ　＜秋＞　※遠隔授業（オンデマンド型） 土4
歴史学［2］-近代日本社会に「生きること」を考える　＜秋＞ 月3 コース演習Ⅰ［2］　06＜春＞ 月4 日本近代史Ⅰ　＜秋＞ 月4 都市史研究Ⅰ　＜前期＞ 月3 都市史研究Ⅱ　＜後期＞ 木3

入門演習　09＜春＞ 木3 演習Ⅲ　＜通期＞ 木4 演習C　＜前期＞ 木5 演習D　＜後期＞ 木5

地域経済論Ⅰ　＜春＞ 水1 地域経済論Ⅱ　＜秋＞ 水1 経済学特講-学習方法トレーニング講座(レポート)　＜春＞ 金1 地域経済論研究Ⅰ  　＜前期＞ 火1 地域経済論研究Ⅱ  　＜後期＞ 火1
演習Ⅳ　＜通期＞ 金3 入門演習　10＜春＞ 金4 演習C　＜前期＞ 火5 演習D　＜後期＞ 火5

特殊演習C　＜前期＞ 土5 地域経済論特殊研究Ⅰ　＜前期＞ 土5

特殊演習D　＜後期＞ 土5 地域経済論特殊研究Ⅱ　＜後期＞ 土5

経済学A　02＜春＞ 火1 コース演習Ⅱ［2］　06＜秋＞ 火1 コース演習Ⅰ［2］　07＜春＞ 火3 演習C　＜前期＞ 火5 演習D　＜後期＞ 火5
地方財政論Ⅰ　＜春＞ 火4 地方財政論Ⅱ　＜秋＞ 火4 経済学B　02＜春＞ 金2 租税論研究Ⅰ　＜前期＞ 金5 租税論研究Ⅱ　＜後期＞ 金5
演習Ⅳ　＜通期＞ 金3 演習Ⅲ　＜通期＞ 金4 特殊演習C　＜前期＞ 土5 租税論特殊研究Ⅰ　＜前期＞ 土5

特殊演習D　＜後期＞ 土5 租税論特殊研究Ⅱ　＜後期＞ 土5

コース演習Ⅰ［2］　08＜春＞ 火1 コース演習Ⅱ［2］　07＜秋＞ 火2 演習Ⅳ　＜通期＞ 火3 演習C　＜前期＞ 火5 演習D　＜後期＞ 火5
演習Ⅲ　＜通期＞ 火4 産業考古学　＜通期＞ 金2 入門演習　11＜春＞ 金3 産業技術論研究Ⅰ　＜前期＞ 金5 産業技術論研究Ⅱ　＜後期＞ 金5
現代技術論Ⅰ　＜春＞ 金4 現代技術論Ⅱ　＜秋＞ 金4 特殊演習C　＜前期＞ 土5 産業技術論特殊研究Ⅰ　＜前期＞ 土5

特殊演習D　＜後期＞ 土5 産業技術論特殊研究Ⅱ　＜後期＞ 土5

コンピュータ論Ⅰ　＜春＞ 火4 図書館・博物館への誘い　＜春＞ 水3 IT基礎　110＜春＞ 木2 経済数学研究Ⅱ　＜前期＞ 火1 演習C　＜前期＞ 火5
数理科学入門－AIで使われる中高数学　＜春＞ 金2 数理科学入門-統計科学入門　＜春＞ 金4 経済数学研究Ⅰ　＜前期＞ 金3 特殊演習C　＜前期＞ 土5

経済数学特殊研究Ⅰ　＜前期＞ 土5 経済数学特殊研究Ⅱ　＜前期＞ 土5
銀行論Ⅰ　＜春＞　※遠隔授業（同時双方向型） 水1 銀行論Ⅱ　＜秋＞　※遠隔授業（同時双方向型） 水1 演習Ⅳ　＜通期＞ 金3 銀行論研究Ⅰ　＜前期＞ 火4 銀行論研究Ⅱ　＜後期＞ 火4

演習C　＜前期＞ 火5 演習D　＜後期＞ 火5

マクロ経済学　02＜春集＞ 火1/金3 演習Ⅳ　＜通期＞ 火3 入門演習　12＜春＞ 火4 ミクロ経済学研究Ⅰ　02＜後期＞ 火1 ミクロ経済学研究Ⅰ　01＜前期＞ 火2
コース演習Ⅱ［2］　08＜秋＞ 火4 簿記　02＜秋集＞ 水2/金2 演習Ⅲ　＜通期＞ 金4 ミクロ経済学研究Ⅱ　＜後期＞ 火2 演習C　＜前期＞ 火5

演習D　＜後期＞ 火5 特殊演習C　＜前期＞ 土5
ミクロ経済学特殊研究Ⅰ　＜前期＞ 土5 特殊演習D　＜後期＞ 土5
ミクロ経済学特殊研究Ⅱ　＜後期＞ 土5

ミクロ経済学　02＜春集＞ 火3/金4 公共経済論Ⅰ　＜秋＞　※遠隔授業（同時双方向型） 火3 コース演習Ⅰ［2］　09＜春＞ 木3 公共経済論研究Ⅰ　＜前期＞ 火5 公共経済論研究Ⅱ　＜後期＞ 火5
コース演習Ⅱ［2］　09＜秋＞ 木3 演習Ⅲ　＜通期＞ 木4 演習Ⅳ　＜通期＞ 金3 演習C　＜前期＞ 木5 演習D　＜後期＞ 木5
経済学特講-実験経済学Ⅰ　＜秋＞ 金4

地誌［４］　02＜通期＞ 月1 地誌［４］　03＜通期＞ 月2 世界の市民-現代日本社会を読み解く　01＜春＞ 火1 経済地理学研究Ⅱ　＜後期＞ 月4 経済地理学研究Ⅰ　＜前期＞ 火3
地理学概論　03＜秋集＞ 火1/金2 地理学概論　02＜春集＞ 火2/金1 世界の市民-現代日本社会を読み解く　02＜秋＞ 金1 演習C　＜前期＞ 火5 演習D　＜後期＞ 火5

特殊演習C　＜前期＞ 土5 経済地理学特殊研究Ⅰ　＜前期＞ 土5

特殊演習D　＜後期＞ 土5 経済地理学特殊研究Ⅱ　＜後期＞ 土5
健康・スポーツ科学講義-コーチング論　＜春＞ 火1 演習Ⅳ　＜通期＞ 火3 演習Ⅲ　＜通期＞ 火4
健康・スポーツ科学演習-スノースポーツ　＜秋集＞ 木2/土1 健康・スポーツ科学実習[1]－＜２０２２春＞　132＜春＞ 金1 健康・スポーツ科学実習[1]－＜２０２２秋＞　232＜秋＞ 金1
健康・スポーツ科学実習[1]－＜２０２２春＞　122＜春＞　※男子学生専用クラス 金2 健康・スポーツ科学実習[1]－＜２０２２秋＞　222＜秋＞　※男子学生専用クラス 金2 健康・スポーツ科学演習-サッカー　01＜春＞ 金3
健康・スポーツ科学演習-サッカー　02＜秋＞ 金3
歴史学［2］-「豊かさ」の経済史　＜春＞ 月2 入門演習　13＜春＞ 月3 コース演習Ⅱ［2］　10＜秋＞ 月3 日本経済史研究Ⅰ　＜前期＞ 木5 日本経済史研究Ⅱ　＜後期＞ 木5
日本経済史Ⅰ　02＜春＞ 月4 キャリア教育科目-業界・職種研究　02＜秋＞ 月4 歴史学［2］-「戦争の時代」を考える　＜春＞ 木1

演習Ⅳ　＜通期＞ 木3 演習Ⅲ　＜通期＞ 木4

経済開発論Ⅰ　＜春＞ 月1 経済開発論Ⅱ　＜秋＞ 月1 演習Ⅳ　＜通期＞ 月3 経済政策研究Ⅰ　＜前期＞ 水3 経済政策研究Ⅱ　＜後期＞ 水3
歴史学［2］-第二次世界大戦と日本占領　＜春＞ 月4 コース演習Ⅱ［2］　11＜秋＞ 月4 歴史学［2］-近代日本の成立　＜秋＞ 木2 演習C　＜前期＞ 木5 演習D　＜後期＞ 木5
入門演習　14＜春＞ 木3 演習Ⅲ　＜通期＞ 木4 特殊演習C　＜前期＞ 土5 経済政策特殊研究Ⅰ　＜前期＞ 土5

特殊演習D　＜後期＞ 土5 経済政策特殊研究Ⅱ　＜後期＞ 土5

ミクロ経済学　03＜秋集＞ 月2/木3 演習Ⅳ　＜通期＞ 月3 コース演習Ⅱ［2］　12＜秋＞ 月4 産業組織論研究Ⅰ　＜前期＞ 月4 産業組織論研究Ⅱ　＜後期＞ 木2
経済入門　02＜秋＞ 木1 コース演習Ⅰ［2］　10＜春＞ 木2 入門演習　15＜春＞ 木3 演習C　＜前期＞ 木5 演習D　＜後期＞ 木5
演習Ⅲ　＜通期＞ 木4 特殊演習C　＜前期＞ 土5 産業組織論特殊研究Ⅰ　＜前期＞ 土5

特殊演習D　＜後期＞ 土5 産業組織論特殊研究Ⅱ　＜後期＞ 土5

労働経済論Ⅰ　＜春＞ 月1 労働経済論Ⅱ　＜秋＞ 月2 演習Ⅳ　＜通期＞ 月3 労働経済学研究Ⅰ　＜前期＞ 月5 演習C　＜前期＞ 水1
経済学特講-行動経済学入門　＜春＞ 月4 入門演習　16＜春＞ 水3 コース演習Ⅱ［2］　13＜秋＞ 木2 演習D　＜後期＞ 水1 労働経済学研究Ⅱ　＜後期＞ 木1

演習Ⅲ　＜通期＞ 木4 経済学特講-労働経済の諸問題　＜秋＞　※英語による講義 木5

コース演習Ⅰ［2］　11＜春＞ 火1 コース演習Ⅱ［2］　14＜秋＞ 火1 演習Ⅳ　＜通期＞ 火3 中小企業論研究Ⅰ　＜前期＞ 火5 中小企業論研究Ⅱ　＜後期＞ 火5
演習Ⅲ　＜通期＞ 火4 中小企業論Ⅰ　＜春＞ 金2 中小企業論Ⅱ　＜秋＞ 金2 演習C　＜前期＞ 水3 演習D　＜後期＞ 水3

産業構造論Ⅰ　＜春＞ 金4 産業構造論Ⅱ　＜秋＞ 金4
教養教育特別講義-SDGs時代の経済政策　＜秋＞ 火1 コース演習Ⅰ［2］　12＜春＞ 火2 演習Ⅳ　＜通期＞ 火3 地域政策研究Ⅰ　＜前期＞ 火1 演習C　＜前期＞ 火5
コース導入講義　04＜秋＞ 水3 経済政策Ⅰ　＜春＞　※遠隔授業（同時双方向型） 金1 入門演習　17＜春＞ 金3 演習D　＜後期＞ 火5 地域政策研究Ⅱ　＜後期＞ 水1
コース演習Ⅱ［2］　15＜秋＞ 金3 演習Ⅲ　＜通期＞ 金4 特殊演習C　＜前期＞ 土5 地域政策特殊研究Ⅰ　＜前期＞ 土5

特殊演習D　＜後期＞ 土5 地域政策特殊研究Ⅱ　＜後期＞ 土5
経済学特講-行動経済学Ⅰ　＜春＞ 月1 入門演習　18＜春＞ 月3 経済学特講-行動経済学Ⅱ　＜秋＞ 月3
経済基礎A　04＜春＞ 月4 経済基礎B　04＜秋＞ 月4 コース演習Ⅱ［2］　16＜秋＞ 木1
経済学特講-行動公共政策入門　＜春＞ 木3 経済学特講-神経経済学入門　＜秋＞ 木3 演習Ⅲ　＜通期＞ 木4

経済原論　02＜春集＞ 火2/金1 コース演習Ⅱ［2］　17＜秋＞ 火2 演習Ⅳ　＜春集＞ 火3/金3

演習Ⅲ　＜春集＞ 火4/金4 経済学特講-サブタイトル　＜秋＞ 火4 経済学特講-サブタイトル　＜秋＞ 金1
経済学特講-サブタイトル　＜秋＞ 金3

大西　史晃

学部 大　学　院

浅海　達也

荒木　英一

井田　大輔
国内研修中(前期)

井田　憲計

内山　怜和

梅田　百合香
海外研修中(後期)

江川　暁夫

大島　一二

中野　瑞彦

金江　亮

上ノ山　賢一

川口　厚

木村　佳弘

櫻井　雄大

澤田　鉄平

島田　克彦

角谷　嘉則

田代　昌孝

辻　洋一郎

藤間　真
国内研修中(後期)

李　晨

中村　勝之

西﨑　勝彦

野尻　亘

松本　直也

見浪　知信

望月　和彦

矢根　眞二

吉田　恵子

義永　忠一

吉弘　憲介

米田　紘康
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