
2023年5月15日更新

申請コード 授業科目 担当 教室 申請コード 授業科目 担当 教室 申請コード 授業科目 担当 教室 申請コード 授業科目 担当 教室 申請コード 授業科目 担当 教室 申請コード 授業科目 担当 教室

1B416
経営管理特殊研究（イノベー
ション・マネジメント）

塩谷 Ⅰ212 1B411
経営管理特殊研究（経営品
質マネジメント）

原田・
関西生産
性本部

Ⅰ310 1B405 マーケティング特論 結城 Ⅰ210 1B409 定性的方法論研究

堀口・松嶋・
宮尾・服部・
三矢・清水・
森村・吉田

Ⅰ306

1B417
決定分析特殊研究（組織の
経済学）

定兼 Ⅰ212

演習 國部 Ⅰ209 演習 國部 Ⅰ209

演習 中村 研究室 演習 中村 研究室

演習 宮尾 Ⅲ207 演習 宮尾 Ⅲ207

演習 西谷 三木２ 演習 西谷 三木２

演習 髙橋 Ⅳ303 演習 髙橋 Ⅳ303

演習 忽那 Ⅰ323 演習 忽那 Ⅰ323 演習 清水(泰) 研究室 演習 清水(泰) 研究室

演習 三品 三木１ 演習 三品 三木１

演習 松井 研究室 演習 松井 研究室

演習 堀口 研究室 演習 堀口 研究室

演習 結城 Ⅰ312 演習 結城 Ⅰ312

演習 服部 Ⅰ315 演習 服部 Ⅰ315

1B408 数学的方法論研究 馬 Ⅰ310 1B428
統計的方法論特殊研究
（確率モデル）

丸山 Ⅰ310 1B410
管理会計特殊研究
（業績評価）

佐久間 Ⅰ315 1B407 市場経済分析特論 中村 Ⅲ306

1B425
ファイナンス特殊研究
（実証ファイナンス）

畠田 Ⅰ215

演習 黄 三木３ 演習 黄 三木３ 演習 上林 Ⅰ211

演習 森 研究室 演習 森 研究室 演習 藤山 Ⅳ303 演習 藤山 Ⅳ303

演習 榎本 Ⅰ209 演習 榎本 Ⅰ209 演習 松尾（美） Ⅳ307 演習 松尾（美） Ⅳ307

演習 藤原 研究室 演習 藤原 研究室

1B420
財務会計特殊研究
（実証会計学）

榎本 Ⅰ315

演習 原田 Ⅰ209 演習 原田 Ⅰ209 演習 松嶋 Ⅰ311 演習 松嶋 Ⅰ311

演習 髙田 三木１ 演習 髙田 三木１ 演習 ベーベンロート 研究室 演習 ベーベンロート 研究室

1B418
財務会計特殊研究
（会計情報）

後藤 V504 1B406 ファイナンス特論 山崎 Ⅲ207 1B402 経営制度特論
宮尾・上
林・西村

(成)
Ⅰ310 1B413

経営制度特殊研究
（イノベーション分析）

原 Ⅰ324 1B401 経営管理特論
松嶋・中
村・服部

Ⅰ306

1B429
統計的方法論特殊研究
（応用回帰分析）

分寺 Ⅲ306

演習 鈴木（竜） Ⅲ203 演習 鈴木（竜） Ⅲ203 演習 内田 Ⅰ312 演習 内田 Ⅰ312

演習 三古 Ⅰ209 演習 三古 Ⅰ209 演習 山崎 研究室 演習 山崎 研究室

演習 森村 Ⅰ215 演習 森村 Ⅰ215 演習 畠田 Ⅰ209 演習 畠田 Ⅰ209

演習 後藤 Ⅰ211 演習 後藤 Ⅰ211

演習 與三野 Ⅲ210 演習 與三野 Ⅲ210

演習 宮原 研究室 演習 宮原 研究室

1B404 財務会計特論 北川 Ⅰ210

演習 南 三木１ 演習 南 三木１ 演習 音川 Ⅰ215 演習 音川 Ⅰ215 演習 三矢 Ⅲ210 演習 三矢 Ⅲ210

演習 鈴木(一) 三木３ 演習 鈴木(一) 三木３ 演習 松尾(貴) 研究室 演習 松尾(貴) 研究室

演習 安部 Ⅰ312 演習 安部 Ⅰ312

演習 北川 研究室 演習 北川 研究室

演習 丸山 研究室 演習 丸山 研究室

演習 馬 Ⅰ209 演習 馬 Ⅰ209 演習 栗木 Ⅲ306 演習 栗木 Ⅲ306

演習 原 Ⅰ313 演習 原 Ⅰ313 演習 吉田 Ⅲ306 演習 吉田 Ⅲ306

演習 梶原 三木１ 演習 梶原 三木１

演習 佐久間 研究室 演習 佐久間 研究室

演習 上林 Ⅰ315

演習 江夏 Ⅰ215 演習 江夏 Ⅰ215

●論文作成セミナー/博士候補者ワークショップについて

集中講義

＜凡例＞　Ⅰ・・・本館（第Ⅰ学舎），　Ⅲ・・・第Ⅲ学舎，　Ⅳ・・・第Ⅳ学舎，　Ⅴ・・・第Ⅴ学舎，　Ⅵ・・・アカデミア館，　Ⅶ・・・フロンティア館，三木・・・三木記念館

1B601 論文作成セミナー

各学科長
大学院教務委員

別途掲示

※博士候補者ワークショップについては、博士候補者資格論文合格者(2021年3月)が対
象です。教務グループで履修登録します。- 博士候補者ワークショップ

（後期課程対象：平成24年度以降進学者及び編入学者）

6月17日（土） ・ 6月24日（土)

土

経営学研究科　一般院生用

１時限（８：５０～１０：２０） ２時限（１０：４０～１２：１０） ３時限（１３：２０～１４：５０） ４時限（１５：１０～１６：４０） ５時限（１７：００～１８：３０） ６時限（１８：５０～２０：２０）

２０２３　年　度　前　期　授　業　時　間　割　表

月

火

水

木

金



第５群科目（学部授業の読替科目）
授業科目名 担当教員 教室 申請コード

月３ 交通研究 三古
六甲台
講堂

1B212 　　　　※第5群科目の授業内容の詳細については、経営学部講義要綱(シラバス）で確認してください。

月３ 経営科学の基礎研究 宮原 Ⅰ206 1B163

火２ 経営数学研究 宮原 Ⅰ206 1B204 　　　　※第5群科目の履修を希望する学生は、

火２ 証券市場研究 畠田 Ⅰ232 1B317 　　　　　　研究指導教員及び　授業担当教員の許可を得たうえで、

火３ 経営管理研究 鈴木(竜) Ⅰ102 1B201 　　　　　　履修登録期間内（4月3日（月）～4月21日（金）17：00）に教務グループで受講手続きをとって下さい。

火３ 企業政府関係研究 中村 Ⅰ206 1B304 　　　　　　特に研究指導教員とはよく話し合い、履修する必要がある場合に希望するようにしてください。

火６ 簿記研究 清水(泰)
オンデ
マンド

1B207

木２ 国際会計研究 與三野 Ⅰ206 1B308  　　　 ※第5群科目は、他研究科学生は履修できません。

木３
Basic on Globalization and
International Trade

馬 Ⅰ306 1B254

木４ コーポレートファイナンス研究 森 Ⅰ206 1B206

【連絡事項】

１．履修登録期間　：　4月3日（月）10:00～4月21日（金）17：00（厳守）    履修登録期間終了後は、登録・修正は一切できません。

２．「演習」の登録は教務グループで行います。過年度生は入学年度に登録した演習をそのまま使用しますので、表示されません。過年度生でBEEF登録が必要な場合は教務グループまでご連絡ください。

３．履修取消期間　：　4月24日（月）～4月30日（日）23：59（厳守）

４．この時間割は2023年5月15日現在のものです。変更があった場合は、随時更新しますので経営学研究科ホームページを確認してください。
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