
【経済学部経営学科】

講義コード 講義名 副題 単位 講義期間 担当教員名（代表者のみ） 備考

U200100102 経済原論（経営学科）
ミクロ経済学とマクロ経済学の
基礎

4 通年 菅原　琢磨

U220100201 経営組織論Ⅰ 2 第１学期 佐々木　圭吾 注１）

U220100301 経営組織論Ⅱ 2 第２学期 佐々木　圭吾 注１）

U220101201 経営史Ⅰ 2 第１学期 竹原　有吾 注２）

U220101301 経営史Ⅱ 2 第２学期 竹原　有吾 注２）

河合　亜矢子 第１学期

佐々木　康朗 第２学期

白田　由香利 第１学期

佐々木　康朗 第２学期

U220104101 経営数学Ⅰ 経営に役立つ微分偏微分 2 第１学期 白田　由香利

U220105101 経営数学Ⅱ 経営のための金融数学 2 第２学期 白田　由香利

U220108101 会計総論（経営学科） 4 通年 勝尾　裕子

上田　隆穂 第１学期

青木　幸弘 第２学期

U220110101 経営管理論 4 通年 竹内　倫和

U220111101 経営戦略（経営学科） 4 通年 米山　茂美

U220112201 人的資源管理論Ⅰ 2 第１学期 佐藤　佑樹 注３）

U220112301 人的資源管理論Ⅱ 2 第２学期 佐藤　佑樹 注３）

U220115101 経営財務Ⅰ 企業の財務的意思決定入門 4 通年 小山　明宏

渡邉　真理子 第１学期

石川　竜一郞 第２学期

U220117101 消費者行動 消費者行動分析の理論と応用 4 通年 青木　幸弘

U220118101 プロダクト・マネジメント 4 通年 杉田　善弘

U220202101 ○簿記入門ⅠA 4 第１学期 石原　雄大 注４）週２回

U220202102 ○簿記入門ⅠB 本気で簿記３級を取ろう！ 4 第１学期 朴　明宏 注４）週２回

U220203101 ○簿記入門ⅡA 4 第２学期 石原　雄大 注５）週２回

U220203102 ○簿記入門ⅡB 本気で簿記２級を取る！ 4 第２学期 朴　明宏 注５）週２回

U220204101 生産システム 4 通年 河合　亜矢子

U220205101 簿記論A
日商簿記2級レベル特化型講
義

4 通年 石原　雄大

U220205102 簿記論B 簿記２級を確実に取得する！ 4 通年 早坂　仁志

U220207101 財務会計Ⅰ 2 第１学期 本川　勝啓 注６）

U220208101 財務会計Ⅱ 2 第２学期 本川　勝啓 注６）

U220209201 原価会計Ⅰ 2 第１学期 平井　裕久 注７）

U220209301 原価会計Ⅱ 2 第２学期 平井　裕久 注７）

U220210201 管理会計Ⅰ 2 第１学期 金田　直之 注８）

U220210301 管理会計Ⅱ 2 第２学期 王　志 注８）

U220211101 システム科学Ⅰ 2 第１学期 佐々木　康朗

U220213101 経営統計Ⅰ 2 第１学期 佐々木　康朗

U220214101 経営統計Ⅱ 2 第２学期 白田　由香利

U2202151Z1 ◇経営財務Ⅱ コーポレート・ファイナンス 4 通年 徳島　勝幸

U220217101 企業者論 2 第１学期 佐々木　聡

U220218101 多国籍企業論Ⅰ 2 第１学期 和田　哲夫

U220221101 新興国企業論Ⅱ
（各国経済編　中国経済・企業
論）

2 第２学期 渡邉　真理子

ビジネス・エコノミクス

経営における意思決定のため
科学

U220116101

通年

通年

通年

通年

4

4

4

U220102101 経営科学Ⅰ 4

U220103101

U220109101

経営科学Ⅱ

マーケティング（経営学科）
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【経済学部経営学科】

講義コード 講義名 副題 単位 講義期間 担当教員名（代表者のみ） 備考

U220222101 技術革新 2 第１学期 米山　茂美

U220223101 公益企業論 現代公益事業の課題と展望 4 通年 武井　孝介

U220225201 日本経営史Ⅰ 2 第１学期 竹原　有吾 注９）

U220225301 日本経営史Ⅱ 2 第２学期 竹原　有吾 注９）

U220226201 西洋経営史Ⅰ 2 第１学期 新川　徳彦 注１０）

U220226301 西洋経営史Ⅱ 2 第２学期 新川　徳彦 注１０）

U220228101 情報マネジメント 2 第１学期 佐々木　史織

U220229101 ネットワーク論 2 第１学期 高橋　裕

U220230101 マルチメディアと数学Ⅰ
金利計算，リボ払い等の金融
数学

2 第１学期 白田　由香利

U220231101 マルチメディアと数学Ⅱ 2 集中（第２学期） CHAKRABORTY，　Basabi

U220232201 会計監査Ⅰ 2 第１学期 木村　晃久 注１１）

U220232301 会計監査Ⅱ 2 第２学期 木村　晃久 注１１）

U220233101 国際会計Ⅰ 2 第１学期 木村　晃久

U220234101 国際会計Ⅱ 2 第２学期 板橋　雄大

U220235201 企業評価論Ⅰ コンピュータによる財務分析 2 第１学期 小山　明宏 注１２）

U220235301 企業評価論Ⅱ コンピュータによる財務分析Ⅱ 2 第２学期 小山　明宏 注１２）

U2202371Z1 ◇マーケティング・リサーチ 4 通年 藤居　誠

U2203104Z1
◇経営学特殊講義（Excelによるデー
タ操作とVBA）

4 通年 竹内　俊子

U220310601
経営学特殊講義（マーケティングのた
めの多変量解析）

4 通年 山中　寛子

U2203108Z1 ◇経営学特殊講義（現代消費論）
現代消費社会の構造変化を読
み解く

4 通年 青木　幸弘

U220310901 ○経営学特殊講義（ＩＴパスポート） 4 第１学期 知見　光泰 週２回

U220311201
経営学特殊講義（ブランド戦略の理論
と実際）

4 通年 乳井　瑞代

U220311601
経営学特殊講義（価格マーケティン
グ）

価格の基礎から応用まで幅広
く学ぶ―

2 第１学期 上田　隆穂

U220312001
経営学特殊講義（ベンチャービジネス
概論）

ベンチャー企業とは何か？ 2 第１学期 水永　政志

U220312101
経営学特殊講義（企業と情報システ
ム）

2 第１学期 河合　亜矢子

U2203124Z1 ◇経営学特殊講義（税務戦略概論） 2 第２学期 金田　直之

U220312701 経営学特殊講義（経営数学入門Ａ） 役に立つ数学 1 第１学期 白田　由香利 注１３）

U220312702 経営学特殊講義（経営数学入門Ｂ） 役に立つ数学 1 第１学期 白田　由香利 注１３）

U220312703 経営学特殊講義（経営数学入門Ｃ） 役に立つ数学 1 第２学期 白田　由香利 注１３）

U220312704 経営学特殊講義（経営数学入門Ｄ） 役に立つ数学 1 第２学期 白田　由香利 注１３）

U220313301
経営学特殊講義（地域活性化のマー
ケティング）

地域活性化のグループ演習 2 第１学期 上田　隆穂

U220314001
経営学特殊講義（企業経営とトップマ
ネジメント）

4 通年 斉藤　徹

U220314101
経営学特殊講義（企業経営とソーシャ
ルキャピタル）

2 第１学期 斉藤　徹

U220314201 経営学特殊講義（起業論Ⅰ-理論編） 2 第１学期 斉藤　徹

U220314301 経営学特殊講義（起業論Ⅱ-実践編） 2 第２学期 斉藤　徹

U220314401
経営学特殊講義（インキュベーション
塾）

2 第２学期 斉藤　徹

U220314501 経営学特殊講義（Cases in Marketing） 2 第２学期 杉田　善弘

U2203146Z1 ◇経営学特殊講義（会計実証研究） 2 第１学期 金田　直之

U220314701 経営学特殊講義（経営科学実践Ⅰ） 2 第２学期 秋葉　淳一

U220314801 経営学特殊講義（経営科学実践Ⅱ） 2 第２学期 秋葉　淳一

U220411101 産業事情（現代企業論） 2 第１学期 内野　崇

U220411201 産業事情（情報産業） イノベーションの経営学 2 第２学期 児玉　充

U220411301 産業事情（通信産業とイノベーション） ビジネスモデルイノベーション 2 第１学期 児玉　充
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【経済学部経営学科】

講義コード 講義名 副題 単位 講義期間 担当教員名（代表者のみ） 備考

U220411501 産業事情（日用雑貨業界） 2 第１学期 榊原　健郎

U220411701 産業事情（アート・ビジネスⅠ） 2 第１学期 沢辺　満智子

U220411801 ◎産業事情（アート・ビジネスⅡ） 2 第２学期 柴山　哲治 隔週２回

U220411901 産業事情（オムニチャネル戦略） 2 第１学期 秋葉　淳一

U220412001 産業事情（経営とロジスティクス） 2 第２学期 秋葉　淳一

U220500101 経営入門演習 地域活性化のマーケティング 2 第２学期 上田　隆穂

U220500102 経営入門演習 2 第１学期 勝尾　裕子

U220500103 経営入門演習
コンビニから学ぶマーケティン
グの基礎

2 第１学期 青木　幸弘

U220500104 経営入門演習
会計の初歩と大学教育への導
入

2 第１学期 金田　直之

U220500105 経営入門演習 2 第１学期 河合　亜矢子

U220500106 経営入門演習 国際経営入門 2 第１学期 小山　明宏

U220500107 経営入門演習 2 第１学期 佐々木　康朗

U220500108 経営入門演習 2 第１学期 杉田　善弘

U220500109 経営入門演習 はじめての経営分析 2 第１学期 白田　由香利

U220500110 経営入門演習 2 第１学期 竹内　倫和

U220500111 経営入門演習 2 第１学期 渡邉　真理子

U220500112 経営入門演習 2 第１学期 和田　哲夫

U220500113 経営入門演習 ベンチャー企業 2 第１学期 RTISCHEV，　Dimitry

U220500114 経営入門演習 2 第１学期 斉藤　徹

U220500115 経営入門演習 2 第１学期 斉藤　徹

U220500116 経営入門演習 2 第１学期 本川　勝啓

U220500117 経営入門演習 2 第１学期 秋葉　淳一

U220500118 経営入門演習 2 第１学期 秋葉　淳一

U220520101 演習（２年生）
消費者行動分析とマーケティン
グ戦略

2 第２学期 青木　幸弘

U220520103 演習（２年生） 2 第２学期 勝尾　裕子

U220520104 演習（２年生） 「システム」とは何か 2 第２学期 河合　亜矢子

U220520105 演習（２年生） 国際経営財務 2 第２学期 小山　明宏

U220520106 演習（２年生） 意思決定理論入門 2 第２学期 佐々木　康朗

U220520107 演習（２年生） 機械学習による企業分析 2 第２学期 白田　由香利

U220520108 演習（２年生） 新製品のマーケティング戦略 2 第２学期 杉田　善弘

U220520109 演習（２年生） 組織行動論 2 第２学期 竹内　倫和

U220520110 演習（２年生） 2 第２学期 守島　基博

U220520111 演習（２年生） 2 第２学期 本川　勝啓

U220520112 演習（２年生） 2 第２学期 竹原　有吾

U220520113 演習（２年生） 2 第２学期 金田　直之

U220520114 演習（２年生） 新興国企業の戦略を学ぶ 2 第２学期 渡邉　真理子

U220530101 演習（３年生）
消費者行動分析とマーケティン
グ戦略

4 通年 青木　幸弘

U220530102 演習（３年生）
企業とのｺﾗﾎﾞ＆恵那（案）おけ
る地域創生研究

4 通年 上田　隆穂

U220530103 演習（３年生） 4 通年 勝尾　裕子

U220530104 演習（３年生） 4 通年 金田　直之

U220530105 演習（３年生） 「システム」という視点で考える 4 通年 河合　亜矢子

U220530106 演習（３年生） 国際経営財務 4 通年 小山　明宏

U220530107 演習（３年生） 新製品のマーケティング戦略 4 通年 杉田　善弘
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【経済学部経営学科】

講義コード 講義名 副題 単位 講義期間 担当教員名（代表者のみ） 備考

U220530108 演習（３年生） 4 通年 守島　基博

U220530109 演習（３年生） 4 通年 米山　茂美

U220530110 ○演習（３年生） Venture business 4 第１学期 RTISCHEV，　Dimitry 週２回

U220530111 ○演習（３年生） 根拠あるオリジナリティ 4 第１学期 和田　哲夫 週２回

U220530112 演習（３年生） 4 通年 渡邉　真理子

U220530113 演習（３年生） 組織行動論 4 通年 竹内　倫和

U220530114 演習（３年生） 4 通年 竹原　有吾

U220530115 演習（３年生） 4 通年 本川　勝啓

U220530116 演習（３年生） 機械学習による企業分析 4 通年 白田　由香利

U220540101 演習（４年生）
消費者行動分析とマーケティン
グ戦略

2 第２学期 青木　幸弘

U220540102 演習（４年生）
地域創生マーケティングの応
用編

2 第２学期 上田　隆穂

U220540103 演習（４年生） 2 第２学期 内野　崇

U220540104 演習（4年生） 2 第２学期 勝尾　裕子

U220540105 演習（４年生） 2 第２学期 金田　直之

U220540106 演習（４年生） 国際経営財務 2 第２学期 小山　明宏

U220540107 演習（４年生） 機械学習による企業分析 2 第２学期 白田　由香利

U220540108 演習（４年生） 2 第２学期 竹原　有吾

U220540109 演習（４年生） 2 第２学期 守島　基博

U220540110 演習（４年生） 2 第２学期 米山　茂美

U220540111 演習（４年生） 2 第２学期 河合　亜矢子

U220540112 演習（４年生） 経営を分析する根拠と手法 2 第１学期 和田　哲夫

U220540113 演習（４年生） 2 第２学期 渡邉　真理子

U220540114 演習（４年生） 2 第２学期 本川　勝啓

U220550101 特別演習 2 第１学期 渡邉　真理子 注１４）

U220550102 特別演習 2 第１学期 河合　亜矢子

経営情報入門Ⅰ
（総：初等情報処理１）

2

注１５）初等
情報処理１の
シラバスを参
照すること

経営情報入門Ⅱ
（総：初等情報処理２）

2

注１６）初等
情報処理２の
シラバスを参
照すること

情報システムⅠ
（総：情報数理解析入門１）

2

注１７）情報
数理解析入
門１のシラバ
スを参照する
こと

情報システムⅡ
（総：情報数理解析入門２）

2

注１８）情報
数理解析入
門２のシラバ
スを参照する
こと

情報処理（総：情報処理１） 2

注１９）情報
処理１のシラ
バスを参照す
ること

情報通信（総：情報処理４） 2

注２０）情報
処理４のシラ
バスを参照す
ること

経営学特殊講義（国際税務） 2

注２１）経済
学特殊講義
（国際税務）
のシラバスを
参照すること
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【経済学部経営学科】

◇印は大学院との共通開講の授業である。対応する大学院科目は、経営学研究科の大学院シラバスに記載の◆印の科目名で確認できる。経営
学科の学生は、許可された場合に、当該科目を経営学科授業科目として履修することができる。なお、単位を修得した場合、大学院学則第10条第4
項により、大学院進学時に修了のために修得すべき単位数として算入される可能性がある。

注1）平成30年度以前に「経営組織論（4単位）」の単位を修得した学生は、「経営組織論Ⅰ（2単位）」又は「経営組織論Ⅱ（2単位）」を履修しても随意

科目となる。

注2）平成30年度以前に「経営史（4単位）」の単位を修得した学生は、「経営史Ⅰ（2単位）」又は「経営史Ⅱ（2単位）」を履修しても随意科目となる。

注3）平成30年度以前に「人的資源論（4単位）」の単位を修得した学生は、「人的資源管理論Ⅰ（2単位）」又は「人的資源管理論Ⅱ（2単位）」を履修

しても随意科目となる。

注4）平成26年度以前入学者が履修した場合、「経営学特殊講義（簿記入門Ⅰ）」に読み替える。

注5）平成26年度以前入学者が履修した場合、「経営学特殊講義（簿記入門Ⅱ）」に読み替える。

注6）平成24年度以前入学者が履修した場合、「財務会計Ⅰ（4単位）」・「財務会計Ⅱ（4単位）」両科目を修得した場合に限り、「財務会計（4単位）」

へ読み替える。どちらか片方のみの単位を修得した場合、随意科目扱いとなる。

注7）平成30年度以前に「原価会計（4単位）」の単位を修得した学生は、「原価会計Ⅰ（2単位）」又は「原価会計Ⅱ（2単位）」を履修しても随意科目と

なる。

注8）平成30年度以前に「管理会計（4単位）」の単位を修得した学生は、「管理会計Ⅰ（2単位）」又は「管理会計Ⅱ（2単位）」を履修しても随意科目と

なる。

注9）平成30年度以前に「日本経営史（4単位）」の単位を修得した学生は、「日本経営史Ⅰ（2単位）」又は「日本経営史Ⅱ（2単位）」を履修しても随意

科目となる。

注10）平成30年度以前に「西洋経営史（4単位）」の単位を修得した学生は、「西洋経営史Ⅰ（2単位）」又は「西洋経営史Ⅱ（2単位）」を履修しても随

意科目となる。

注11）平成30年度以前に「会計監査（4単位）」の単位を修得した学生は、「会計監査Ⅰ（2単位）」又は「会計監査Ⅱ（2単位）」を履修しても随意科目

となる。

注12）平成30年度以前に「企業評価論（4単位）」の単位を修得した学生は、「企業評価論Ⅰ（2単位）」又は「企業評価論Ⅱ（2単位）」を履修しても随

意科目となる。

注13）授業が同一であるため、いずれか一つしか履修できない。

注14）担当教員の「演習（4年生）」に参加する学生のみ履修できる。

注15）情報授業科目「初等情報処理１」をもって読み替える。

注16）情報授業科目「初等情報処理２」をもって読み替える。

注17）情報授業科目「情報数理解析入門１」をもって読み替える。

注18）情報授業科目「情報数理解析入門２」をもって読み替える。

注19）情報授業科目「情報処理１」をもって読み替える。

注20）情報授業科目「情報処理４」をもって読み替える。

注21）経済学科授業科目「経済学特殊講義（国際税務）」をもって読み替える。
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