
マクロ数量分析特研 I 経510A 瀧本 西洋経済史特研Ⅰ 経510A 藤井 労務管理特研Ⅰ P11 遠藤 原価計算特研Ⅱ 経209 大下

Topics in Economics （Applied
Econometrics I) (G30)

E510A Takimoto 管理会計特研Ⅰ 経510B 丸田 日本語経済特研Ⅰ P20 儲 数理統計学特研 I 106 大西

上級産業構造 P10 堀井 　 　 　 現代経済学特研  I 105 村尾

【基】 応用数理 II P11 小野 確率モデル解析特研 I P21 松本

国際会計特研Ⅰ P10 小津 上級財政システム 研究室 八木 産業配置特研Ⅰ P21 山本

情報経済特研Ⅰ 経510A 篠崎 ﾘｻｰﾁ・ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ Ⅲ 経209
内田
(交)
橋本

ﾘｻｰﾁ・ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ Ⅲ 経209
内田
(交)
橋本

【基】 ミクロ経済学Ⅰ 経510A 堀
経済システム特論（エネルギー産業史特研
Ⅰ）

P20 三輪 Research Workshop (G30) E209
K.Uchid
a/Hashi
moto

Research Workshop (G30) E209
K.Uchid
a/Hashi
moto

【基】 計算基礎 経209 古川

ミクロ経済分析特研 I 経510B 三浦

経済数学特研 I P21 小室

上級経営学 P11 大坪

労働経済学特研I 経510A 橋本 現代金融特研I 経510B 木成 アジア多国籍企業特研 経510B ﾗﾑｽﾃｯﾀｰ アジア多国籍企業特研 経510B ﾗﾑｽﾃｯﾀｰ

Topics in Economics (Labor Market
Analysis)

E510A Hashimoto 【基】 Microeconomic Theory II (G30) E209 Fujita  Asian Multinational Corporation （G30) E510B Ramstetter  Asian Multinational Corporation （G30) E510B Ramstetter

【基】 マクロ経済学 経209 村尾 上級開発経済
P11
研究室

水野 上級国際金融 経510A 岩田 経済システム特論（産業技術特研Ⅰ） 研究室 久野 世界経済特研Ⅰ 研究室 清水

数理計画特研 I 経510A 小野 経済システム特論（経営管理特研Ⅰ） P10 閔 上級貿易投資分析 P20 石田 情報解析特研 I 経510B 古川

Operations Research(G30) E510A Ono 【基】 Macroeconomic Theory II (G30) E510B Miyazawa 日本経営論特研Ⅰ P11 内田(大)

産業組織特研 I ※1 経510A 堀 経済システム特論（産業政策特研Ⅰ） 研究室 実積

Topics in Economics (Issues in
Industrial Organization and
Development) (G30)

E510A Hori 比較経済制度特研 I 経510B 磯谷

Topics in Economics (Comparative
Institutional Analysis I) (G30)

E510B Isogai

マクロ経済分析特研Ⅰ P10 池下

企業経済分析特研 I 経510A 内田(交) 日本経済史特研Ⅰ 研究室 鷲崎 上級国際農業政策 研究室 深川 上級財務会計 研究室 潮崎

Topics in Economics (Empirical
Corporate Finance and Governance)
(G30)

E510A K. Uchida 企業会計特研Ⅰ 経510A 大石 比較経済政策特研 I 経510A 宮澤 経済モデル解析特研Ⅰ 経510A 藤田

【基】 計量分析 経209 宮崎 経済工学特論 (Public Economics) 経510B 宮崎

Public Economics (G30) E510B Miyazaki

※【リサーチ・ワークショップ（通年）】の詳細については、コーディネーター（清水、大下、藤井、堀井、内田・橋本）の各教員へ問い合わせること。

=G30学生対象科目
【教室の表示】　経○○：経済学部棟の教室、　P○○：プレハブ棟演習室、　　研究室：各教員の研究室、　　数字：講義棟の教室。 2016/04/13現在
【Classroom Number】

E XXX: the classroom No. XXX in the building of the Faculty of Economics. 
P XXX:the seminar room No. XXX in the prefab building.

水
(Wed)

木
(Thu)

金
(Fri)

大下
実積
藤井
石田

経209経済学方法論【基】

４限　１４：５０～１６：２０ ５限　１６：４０～１８：１０

平成28年度　前期　大学院経済学府時間割
(Timetable for Graduate School for Spring Semester, 2016）

火
(Tue)

月
(Mon)

１限　８：４０～１０：１０ 　２限　１０：３０～１２：００ ３限　１３：００～１４：３０



マクロ数量分析特研 II 経510A 瀧本 上級西洋経済史 経510B 藤井 産業構造特研Ⅱ 経510A 堀井 上級管理会計 経209 大下 数理統計学特研 II 経209 大西

Topics in Economics （Applied Econometrics
II) (G30)

E510A Takimoto 管理会計特研Ⅱ P10 丸田 労務管理特研Ⅱ 経510B 遠藤 現代経済学特研 II 105 村尾

【基】 Econometrics I （G30） E510A Takimoto 日本語経済特研Ⅱ P20 儲

確率モデル解析特研 II P21 松本

現代金融特研II 経510A 木成 【基】 ミクロ経済学 II 経209 三浦 上級国際会計 P10 小津 産業配置特研Ⅱ 105 P21 山本

Topics in Economics (Behavioral Finance)
(G30)

E510A Kinari Information System(G30) E510A Furukawa 上級情報経済 経510A 篠崎 ﾘｻｰﾁ・ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ Ⅲ(火4・火5) 経209
内田(交)
橋本

ﾘｻｰﾁ・ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ Ⅲ(火4・火5) 経209
内田(交)
橋本

経済システム特論(エネルギー産業史特研
Ⅱ)

P20 三輪 Research Workshop (G30) E209
K.Uchida/
Hashimot
o

Research Workshop (G30) E209
K.Uchida/
Hashimot
o

ミクロ経済分析特研 II 経510B 三浦

経済数学特研 II P21 小室

経営政策特研Ⅱ
経510A
P11

大坪

経済工学特論（Labor Economics） 経510B 橋本 ｱｼﾞｱ経済調査論特研Ⅰ 経510B 今井 ｱｼﾞｱ経済調査論特研Ⅰ 経510B 今井

Labor Economics (G30) E510B
Hashimot

o
Asian Economic Research I(G30) E510B Imai Asian Economic Ersearch I(G30) E510B Imai

ｱｼﾞｱ経済調査論特研Ⅱ 経510B 戴 ｱｼﾞｱ経済調査論特研Ⅱ 経510B 戴

Asian Economic Ersearch II(G30) E510B Dai Asian Economic Ersearch II(G30) E510B Dai

【基】
Macroeconomic Theory I (G30)
（Economic Theory Ⅲ）

E510B Ikeshita 開発経済特研Ⅰ 経510B 水野 国際金融特研Ⅰ 経510A 岩田 経済システム特論(産業技術特研Ⅱ） 研究室 久野 世界経済特研Ⅱ 研究室 清水

経済システム特論（経営管理特研Ⅱ） P10 閔 貿易投資分析特研Ⅱ P20 石田 経済工学特論（Financial Economics） 経209 内田(交)

数理計画特研 II 経510A 小野 日本経営論特研Ⅱ P11 内田(大) Financial Economics (G30) E209 K.Uchida

Topics in Economics (Mathmatical
Programming II) (G30)

E510A Ono 経済システム特論(産業政策特研Ⅱ） 研究室 実積 情報解析特研 II 経510B 古川

比較経済制度特研 II 経510B 磯谷 比較経済制度特研 II
研究院長
会議室

磯谷

Topics in Economics (Comparative
Institutional Analysis II) (G30)

E510B Isogai
Topics in Economics (Comparative
Institutional Analysis II) (G30)

Dean
conference
room

Isogai

マクロ経済分析特研II P10 池下

財政分析特研 I 経510A 宮崎 上級日本経済史 研究室 鷲崎 国際農業政策特研Ⅰ 研究室 深川 財務会計特研Ⅱ 研究室 潮崎

Topics in Economics (Public Finance) (G30) E510A Miyazaki 財政システム特研Ⅱ 研究室 八木 比較経済政策特研 II 経510A 宮澤

企業会計特研Ⅱ 経510A 大石 【基】
Microeconomic Theory I （G30）
（Economic Theory Ⅰ）

E510B Hori

経済工学特論（Industrial Organization） 経510B 堀 経済モデル解析特研II P10 藤田

Industrial Organization (G30) E510B Hori

※【リサーチ・ワークショップ（通年）】の詳細については、コーディネーター（清水、大下、藤井、堀井、内田・橋本）の各教員へ問い合わせること。

=G30学生対象科目

【教室の表示】　経○○：経済学部棟の教室、　P○○：プレハブ棟演習室、　　研究室：各教員の研究室、　　数字：講義棟の教室。 2016/10/6

【Classroom Number】

E XXX: the classroom No. XXX in the building of the Faculty of Economics. 

P XXX:the seminar room No. XXX in the prefab building.

木
(Thu)

金
(Fri)

平成28年度　後期　大学院経済学府時間割
(Timetable for Graduate School for Fall Semester, 2016)

月
(Mon)

火
(Tue)

水
(Wed)

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

木（Thu）・5限（5th）に変更 → 


	前期・学府のみ
	後期・学府のみ

