
※

※ ※ マクロ経済学、計量経済学Ⅰ、会計学Ⅰ、情報処理Ⅰはクラス分けがあるので、指定されたクラスで履修すること。

※ ※ 経済・経営学演習、経済工学演習は通年で4単位

※ ※ は2コマ4単位科目

※ は臨時開講科目

科目 教室 担当教員 科目 教室 担当教員 科目 教室 担当教員 科目 教室 担当教員 科目 教室 担当教員

【基】 マクロ経済学（経済・経営学科） 201 高瀬 【基】 マクロ経済学（経済・経営学科） 201 高瀬 【基】 計量経済学Ⅰ（経済・経営学科） 101 加河

【基】 マクロ経済学（経済工学科） 302 村尾 【基】 マクロ経済学（経済工学科） 302 村尾 【基】 計量経済学Ⅰ（経済工学科） 302 鍵原 4 経済・経営学演習 P11 丸田

3,4 経済･経営学演習 P20 内田（大） 3,4 経済･経営学演習 P20 内田（大）

2,3,4 外国書講読（中国語経済） P20 堀井 2,3,4 外国書講読（仏語経済） 経510B 小津 3,4 経済･経営学演習 P10 大坪 3,4 経済･経営学演習 P10 大坪

2,3,4 外国書講読（日本語経済） 106 儲 2,3,4 外国書講読（独語経済） P11 潮﨑 3,4 経済･経営学演習 106 藤井（美）

3,4 経営管理 中講 中本 3,4 経済･経営学演習 305 北澤 3,4 経済･経営学演習 305 北澤

3,4 公共経済学 中講 三浦 3,4 経済･経営学演習 206 與倉 3,4 経済･経営学演習 206 與倉

3,4 経済･経営学演習 経410 堀井 3,4 経済･経営学演習 経410 堀井

3,4 経済工学演習 経510B 藤田 3,4 経済工学演習 経510B 藤田

3,4 経済工学演習 経510A 瀧本 3,4 経済工学演習 経510A 瀧本

4 経済工学演習 P21 松本 3 経済工学演習 P21 松本

3,4 経済工学演習 研究室 三浦

3,4 経済工学演習 研究室 村尾

【基】 会計学Ⅰ 201 小津 【基】 会計学Ⅰ 302 潮﨑 【基】 会計学Ⅰ 302 足立

編入 経済・経営学特別演習 経510B 石田

2 経済工学基本演習 P10 宮﨑 3,4 産業配置 中講 與倉 3,4 経済･経営学演習 305 小津 3,4 経済･経営学演習 305 小津

2 経済工学基本演習 P11 小室 3,4 財政 大講 宮﨑 3,4 経済･経営学演習 P10 潮﨑

3,4 経済･経営学演習 P20 水野 3,4 経済･経営学演習 P20 水野

2,3,4 外国書講読（英語経済） P20 與倉 3,4 経済･経営学演習 P11 深川 3,4 経済･経営学演習 P11 深川

2,3,4 外国書講読（英語経済） P21 内田（大） 3 経済･経営学演習 経510A 篠﨑 4 経済･経営学演習 経510A 篠﨑

3,4 経済･経営学演習 経510B 清水 3,4 経済･経営学演習 経510B 清水

3,4 上級計量経済学 中講 山崎 3,4 経済・経営学演習 207 前田 3,4 経済・経営学演習 207 前田

3 経済・経営学演習 307 中本

3,4 経済工学演習 経410 大西 3,4 経済工学演習 経410 大西

3 経済工学演習 P21 浦川 4 経済工学演習 P21 浦川

3,4 経済工学演習 P10 古川

3,4 経済工学演習 研究室 村尾

2 経済・経営学基本演習 P10 前田 3,4 生命保険の機能と特徴 中講 磯谷

2 経済・経営学基本演習 P11 清水

2 経済・経営学基本演習 P21 内田（大）

3,4 企業経済学 中講 葉

【基】 情報処理Ⅰ 経410 宮野 【基】 情報処理Ⅰ 経410 江藤 【基】 情報処理Ⅰ 経410 高島 【基】 情報処理Ⅰ 経410 北原

4 経済･経営学演習 研究室 八木

3,4 貿易投資分析 102 石田 2,3,4 外国書講読（英語経済） P10 石田 3,4 特講（企業金融） 中講 内田（交） 3,4 経済･経営学演習 P11 大石 3,4 経済･経営学演習 P11 大石

3,4 古文書演習Ⅱ P20 鷲崎 3,4 経済･経営学演習 経510A 石田 3,4 経済･経営学演習 経510A 石田

3,4 開発経済 中講 水野 4 経済･経営学演習 P10 岩田 3 経済･経営学演習 P10 岩田

3 経済・経営学演習 106 藤井（秀）

3,4 経済工学演習 P21 山崎 3,4 経済工学演習 P21 山崎

3 経済工学演習 205 小室 4 経済工学演習 205 小室

3,4 経済工学演習 P20 内田（交）

3,4 経済工学演習 305 菅 3,4 経済工学演習 305 菅

2 経済・経営学基本演習 204 北澤 3,4 経済･経営学演習 207 大下

2 経済・経営学基本演習 P11 藤井（秀） 3,4 経済・経営学演習 P10 加河 3,4 経済・経営学演習 P10 加河

2 経済・経営学基本演習 P21 唐 3,4 日本経済史 201 鷲崎 3,4 経済・経営学演習 P21 鷲崎 3,4 経済・経営学演習 P21 鷲崎

2 経済工学基本演習 P20 南 3,4 上級マクロ経済学 中講 池下 3,4 経済工学演習 206 池下 3,4 経済工学演習 206 池下

3,4 経済工学演習 院長会議室 磯谷

3,4 原価計算 中講 大下 3,4 経済工学演習 P20 葉

3,4 データ工学             　  　　    201←大講 古川 3,4 経済工学演習 P11 宮﨑

3,4 経済工学演習 304 堀

3,4 経済工学演習 307 北原

【教室の表示について】　数字：文系地区共通講義棟・演習棟、　経○○：経済学部棟、　Ｐ○○：プレハブ演習棟

５限　１６：４０～１８：１０１限　８：４０～１０：１０ ２限　１０：３０～１２：００ ３限　１３：００～１４：３０ ４限　１４：５０～１６：２０

平成30年度　経済学部　前期　授業時間割

【編入】経済工学特別演習（前期集中）　葉　4/4（水）－4/8（日）

3,4　産業技術（前期集中）　木村　8/28（火）－8/31（金）

3,4　情報システム（前期集中）　平山（日程は未定）

3,4　経済政策（前期集中）　薗田　8/27（月）－8/30（木）

月

火

水

木

金



※ は2コマ4単位科目

※経済・経営学プレセミナー、経済工学プレセミナー、ミクロ経済学、会計学Ⅱについては、 ※ は臨時開講科目（自由選択科目に含められる）

クラス分けがあるので、指定されたクラスで履修してください。 ※ は1年次の科目（2017以前入学者は履修不可）

科目 教室 担当教員 科目 教室 担当教員 科目 教室 担当教員 科目 教室 担当教員 科目 教室 担当教員

学術英語３・個別テーマ（基幹教育） E-101 加河 学術英語３・個別テーマ（基幹教育） E-211 儲

【基】 情報処理Ⅱ E-112 古川 【基】 計量経済学Ⅱ D-103 山崎 【基】 数理統計学 大講Ⅰ-b 大西

4 経済・経営学演習 E-203 丸田

2 経済・経営学基本演習 E-205 與倉 2,3,4 外国書講読（英語経済） E-204 南 3,4 経済･経営学演習 E-201 内田（大） 3,4 経済･経営学演習 E-201 内田（大）

2 経済・経営学基本演習 E-206 大坪 3,4 経済･経営学演習 E-206 大坪 3,4 経済･経営学演習 E-206 大坪

2 経済工学基本演習 E-318 松本 3,4 経済統計 大講Ⅰ-a 加河 3,4 経済･経営学演習 E-202 藤井（美）

3,4 経済･経営学演習 E-204 北澤 3,4 経済･経営学演習 E-204 北澤

2,3,4 外国書講読（日本語経済）　 E-324 儲 3,4 経済･経営学演習 E-205 與倉 3,4 経済･経営学演習 E-205 與倉

3,4 経済･経営学演習 E-208L 堀井 3,4 経済･経営学演習 E-208L 堀井

3,4 財務会計 D-105 潮﨑 3,4 経済工学演習 E-317 藤田 3,4 経済工学演習 E-317 藤田

3,4 環境経済学 D-103 藤田 3,4 経済工学演習 E-104 瀧本 3,4 経済工学演習 E-104 瀧本

4 経済工学演習 E-318 松本 3 経済工学演習 E-318 松本

3,4 経済工学演習 E-320S 三浦

3,4 経済工学演習 E-319 村尾

【基】 経営学Ⅰ 大講Ⅱ 大坪 【基】 経営学Ⅱ 大講Ⅱ 池内

2 経済・経営学基本演習 E-204 水野

2 経済・経営学基本演習 E-208L 篠﨑 2,3,4 外国書講読（仏語経済） E-317 藤井（美） 3,4 経済･経営学演習 E-201 小津 3,4 経済･経営学演習 E-201 小津

2 経済工学基本演習 E-202 葉 2,3,4 外国書講読（英語経済） E-318 大下 3,4 経済･経営学演習 E-202 潮﨑

2 経済工学基本演習 E-203 菅 2,3,4 外国書講読（英語経済） E-319 内田（交） 3,4 経済･経営学演習 E-204 水野 3,4 経済･経営学演習 E-204 水野

3,4 経済･経営学演習 E-205 深川 3,4 経済･経営学演習 E-205 深川

2,3,4 外国書講読（韓国語経済） E-205 深川 3,4 国際ビジネス E-105 星野 3 経済･経営学演習 E-208L 篠﨑 4 経済･経営学演習 E-208L 篠﨑

（大講Ⅰ-a） 3,4 経済･経営学演習 E-203 清水 3,4 経済･経営学演習 E-203 清水

3,4 日本経営論 D-103 内田（大） 3,4 経済・経営学演習 E-206 前田 3,4 経済・経営学演習 E-206 前田

3,4 応用計量経済学 大講Ⅰ-a 鍵原 3 経済・経営学演習 E-317 中本

3,4 経済工学演習 E-104 大西 3,4 経済工学演習 E-104 大西

3 経済工学演習 E-319 浦川 4 経済工学演習 E-319 浦川

3,4 経済工学演習 E-318 古川

【基】 経済史Ⅰ 大講Ⅱ 北澤 【基】 国際経済学Ⅰ 大講Ⅱ 清水 【基】 情報処理Ⅱ E-112 江藤

3,4 金融システム 大講Ⅰ-a 前田 3,4 証券市場の機能と投資行動 大講Ⅱ 大坪 3,4 損害保険概論 大講Ⅱ 前田

3,4 数理ファイナンス E-110 松本

【基】 ミクロ経済学 大講Ⅰ-a 三浦 【基】 ミクロ経済学 大講Ⅰ-a 三浦 【基】 会計学Ⅱ 大講Ⅰ-a 大石 【基】 ミクロ経済学 D-103 境 【基】 ミクロ経済学 D-103 境

【基】 政治経済学Ⅱ D-103 水野 【基】 会計学Ⅱ 大講Ⅰ-b 小津 4 経済･経営学演習 E-320S 八木

3,4 経済･経営学演習 E-208L 大石 3,4 経済･経営学演習 E-208L 大石

2,3,4 外国書講読（英語経済） E-203 岩田 2,3,4 外国書講読（英語経済） E-201 唐 3,4 経済･経営学演習 E-202 石田 3,4 経済･経営学演習 E-202 石田

4 経済･経営学演習 E-203 岩田 3 経済･経営学演習 E-203 岩田

3,4 特講（現代日本経済論） 大講Ⅰ-b 藤井（秀） 3,4 数理計画 D-103 北原 3 経済・経営学演習 E-204 藤井（秀）

3,4 経済工学演習 E-205 山崎 3,4 経済工学演習 E-205 山崎

3 経済工学演習                   E-201←E-325S 小室 4 経済工学演習                   E-201←E-325S 小室

3,4 経済工学演習 E-206 内田（交）

3,4 経済工学演習 E-317 菅 3,4 経済工学演習 E-317 菅

【基】 政治経済学Ⅰ 大講Ⅱ 深川 【基】 国際経済学Ⅱ D-103 岩田 【基】 経済史II 大講Ⅱ 藤井（美） 2 経済･経営学基本演習 E-104 石田

3,4 社会保障 D-105 浦川 3,4 金融 大講Ⅰ-b 後藤 3,4 経済･経営学演習 E-201 大下

3,4 技術経営 大講Ⅰ-b 高田 3,4 経済・経営学演習 E-202 加河 3,4 経済・経営学演習 E-202 加河

3,4 経済・経営学演習 E-208L 鷲崎 3,4 経済・経営学演習 E-208L 鷲崎

3,4 経済工学演習 E-206 池下 3,4 経済工学演習 E-206 池下

3,4 経済工学演習 E-204 磯谷

1(秋) 経済・経営学プレセミナー 石田（E-201）・深川（E-202）・與倉（E-203）・鷲崎（E-204） 3,4 経済工学演習 E-205 葉

北澤（E-317）・加河（E-318）・大坪（E-319） 3,4 経済工学演習 E-317 宮﨑

1(秋) 経済工学プレセミナー ◎E-112 小室（E-101）・池下（E-102）・村尾（E-103）・磯谷（E-104） 3,4 経済工学演習 E-318 堀

1(冬) GProE-への誘い 大講Ⅰ-a 加河 3,4 経済工学演習 E-319 北原

火

水

木

金

月

平成30年度　経済学部　後期　授業時間割

１限　８：４０～１０：１０ ２限　１０：３０～１２：００ ３限　１３：００～１４：３０ ４限　１４：５０～１６：２０ ５限　１６：４０～１８：１０

教室の場所は、別途、講義室配置図で確認してください。


	後期

