
2019/3/15

経済学部　2019年度前期　授業時間割表　【Ｑ１】

学
年 授業科目 教員 授業
ｺｰﾄﾞ 教室 授業科目 教員 授業
ｺｰﾄﾞ 教室 授業科目 教員 授業
ｺｰﾄﾞ 教室 授業科目 教員 授業
ｺｰﾄﾞ 教室 授業科目 教員 授業
ｺｰﾄﾞ 教室

共 1年：健スポ実習基礎[S] 1年：外国語第Ⅰ 1年：情報基礎

通 2年：外国語第Ⅰ 2年：総合教養･情報基礎（再履修）

① Advanced Seminar for Economics Studies[S] 片山 1E309 Ⅰ324

② ★計量経済学 羽森 1E332 Ⅱ263 中級マクロ経済学Ⅰ 中村(保) 1E330 Ⅱ263 ☆法経連携基礎演習[S] 山岡 1E311 ITroom

★計量経済学（編入生） 羽森 1E333 Ⅱ263 ★現代技術論 中村（健） 1E336 Ⅰ232

★現代技術論(編入生) 中村（健） 1E337 Ⅰ232

③ ★経済体制論 鈴木 1E354 Ⅰ102 ★ｴｯｾﾝｼｬﾙﾏｸﾛ経済学[S] 三宅 1E304 Ⅵ501 ◎IFEEK特別演習ⅢA 西山 1E364 Ⅵ503 ★Intermediate Microeconomics フクシマ 1E343 Ⅰ232

④ ★経済体制論(編入生) 鈴木 1E355 Ⅰ102 △ｴｯｾﾝｼｬﾙﾏｸﾛ経済学[S](高度教養) 三宅 1E305 Ⅵ501 研究指導Ⅰ【3年】 藤田 1E118 Ⅰ319 研究指導Ⅱ【4年】 藤田 1E147 Ⅰ319 △Intermediate Microeconomics(高度教養) フクシマ 1E344 Ⅰ232

上級計量経済学Ａ 難波 1E357 Ⅰ320 研究指導Ⅰ【3年】 吉井 1E121 研究室 研究指導Ⅱ【4年】 吉井 1E160 研究室

研究指導Ⅰ【3年】 畳谷 1E108 Ⅵ403 研究指導Ⅱ【4年】 畳谷 1E151 Ⅵ403

研究指導Ⅰ【3年】 重富 1E106 Ⅰ312 研究指導Ⅱ【4年】 重富 1E158 Ⅰ312

研究指導Ⅰ【3年】 難波 1E113 Ⅰ224 研究指導Ⅱ【4年】 難波 1E134 Ⅰ224

研究指導Ⅰ【3年】 芦谷 1E101 Ⅰ217 研究指導Ⅱ【4年】 芦谷 1E131 Ⅰ217

研究指導Ⅰ【3年】 鈴木 1E126 Ⅰ215 研究指導Ⅱ【4年】 鈴木 1E162 Ⅰ215

研究指導Ⅰ【3年】 春山 1E117 Ⅰ223 研究指導Ⅱ【4年】 春山 1E137 Ⅰ223

研究指導Ⅰ【3年】 中村保 1E111 Ⅰ315 研究指導Ⅱ【4年】 中村保 1E133 Ⅰ315

研究指導Ⅰ【3年】 松林 1E119 情報処理演習室 研究指導Ⅱ【4年】 松林 1E138 情報処理演習室

研究指導Ⅰ【3年】 羽森 1E116 Ⅰ323 研究指導Ⅱ【4年】 羽森 1E135 Ⅰ323

研究指導Ⅰ【3年】 末石 1E125 Ⅰ211 研究指導Ⅱ【4年】 末石 1E141 Ⅰ211

研究指導Ⅰ【3年】 萩原 1E115 Ⅰ311 研究指導Ⅱ【4年】 萩原 1E152 Ⅰ311

研究指導Ⅰ【3年】 中西 1E110 Ⅶ503 研究指導Ⅱ【4年】 金京 1E144 Ⅲ306

研究指導Ⅰ【3年】 金京 1E104 Ⅲ306 研究指導Ⅱ【4年】 小林 1E140 Ⅲ229

研究指導Ⅰ【3年】 小林 1E124 Ⅲ229 研究指導Ⅱ【4年】 玉岡 1E148 Ⅴ206

研究指導Ⅰ【3年】 玉岡 1E109 Ⅴ206 研究指導Ⅱ【4年】 石黒 1E142 Ⅰ219

研究指導Ⅰ【3年】 奥西 1E103 Ⅰ313

研究指導Ⅱ【4年】 衣笠 1E149 Ⅰ219

研究指導Ⅱ【4年】 梶谷 1E157 Ⅰ209

△高度教養セミナー経済学部（研究指導A） 中西 1E317 Ⅶ503

△高度教養セミナー経済学部（研究指導A） 小林 1E318 Ⅲ229

共 1年：微積入門1 1年：外国語第Ⅱ

通 2年：基礎教養 2年：外国語第Ⅲ 2年：外国語第Ⅲ 2年：外国語第Ⅲ 2年：総合教養

① 初級経済学 宮崎 1E328 Ⅱ263 経済史 奥西 1E329 Ⅱ263

② ★近現代西洋経済史 重富 1E345 Ⅰ206 ★環境経済論 竹内 1E334 Ⅱ263 ★アセットマネジメントの理論と実務[S] 日本投資顧問業協会 1E310 Ⅰ232 ◆Academic Writing ﾎﾟｰﾘｯﾄ 1E367 Ⅰ323

★近現代西洋経済史(編入生) 重富 1E346 Ⅰ206 ★環境経済論(編入生) 竹内 1E335 Ⅱ263 ◎Global Economy ｳﾞｨｴｼﾎﾞﾌｽｶ 1E365 Ⅰ320

△近現代西洋経済史(高度教養) 重富 1E347 Ⅰ206 ★中国経済論 梶谷 1E341 Ⅰ206

外国史（教職） 重富 1E348 Ⅰ206 ★中国経済論(編入生) 梶谷 1E342 Ⅰ206

③ ★国際貿易論 胡 1E338 Ⅰ306 ★社会政策 藤岡 1E349 Ⅰ232 ★財政学 玉岡 1E351 Ⅰ２３２

④ ★国際貿易論(編入生) 胡 1E339 Ⅰ306 ★社会政策(編入生) 藤岡 1E350 Ⅰ232 ★財政学(編入生) 玉岡 1E352 Ⅰ２３２

△国際貿易論(高度教養) 胡 1E340 Ⅰ306 上級ミクロ経済学ⅠＡ 宮川 1E356 Ⅵ502 △財政学(高度教養) 玉岡 1E353 Ⅰ２３２

上級欧州統合史 奥西 1E358 Ⅵ502 上級日本金融史 高槻 1E359 Ⅵ502

■Advanced Microeconomics 堀江 1E368 Ⅰ320

共 1年：外国語第Ⅰ 1年：健スポ実習基礎[S]

通 2年：外国語第Ⅰ 2年：総合教養

① 日本語論文作成演習[S] 片山 1E308 Ⅰ319

② 経済数学Ⅰ 水野 1E331 Ⅱ263 中級ミクロ経済学Ⅰ(再履修)[S] 新谷 1E301 Ⅰ332 ○②Academic Communication（独）A ｼｭﾙﾂｪ 1E377 Ｆ101 中級ミクロ経済学Ⅱ(再履修)[S] 新谷 1E302 Ⅰ332

◎IFEEK特別演習ⅠA ｳﾞｨｴｼﾎﾞﾌｽｶ・松井 1E363 Ⅰ323 ○①Academic Communication（仏）A ｶﾞﾗﾍﾞ 1E374 Ｌ205 ★金融・財政および関西経済の現状 近畿財務局 1E360 Ⅰ232

☆問題解決実践研究[S] 山岡 1E312 Ⅵ503 ○日欧比較セミナーⅠA 花田他 1E373 Ⅵ503

○①Academic Communication（独）A ｼｭﾙﾂｪ 1E376 Ｆ101 ○②Academic Communication（仏）A ｶﾞﾗﾍﾞ 1E375 Ｌ205

③ ■Advanced Macroeconomics ワトキンス 1E369 ITroom ■Advanced Macroeconomics ワトキンス ― ― ■Advanced Econometrics ワトキンス 1E370 ITroom ■Advanced Econometrics ワトキンス ― ―

④ 外書演習[S](4年生のみ） 北村 1E303 Ⅰ323

共 1年：外国語第Ⅱ

通 2年：外国語第Ⅲ 2年：総合教養 2年：外国語第Ⅱ・第Ⅲ 2年：外国語第Ⅱ・第Ⅲ 2年：線形代数入門１（再）

①

② 中級マクロ経済学Ⅰ 中村(保) ― Ⅱ263 ★計量経済学 羽森 ― Ⅱ263 ◆Business Writing 吉富 1E366 Ⅰ320

★現代技術論 中村（健） ― Ⅰ232 ★計量経済学（編入生） 羽森 ― Ⅱ263

★現代技術論(編入生) 中村（健） ― Ⅰ232

③ 上級計量経済学Ａ 難波 ― Ⅰ320 ★経済体制論 鈴木 ― Ⅰ102 研究指導Ⅰ【3年】 藤岡 1E122 研究室 研究指導Ⅰ【3年】 宮崎 1E129 Ⅰ217 ★Intermediate Microeconomics フクシマ ― Ⅰ232

④ ★経済体制論(編入生) 鈴木 ― Ⅰ102 研究指導Ⅰ【3年】 竹内 1E107 研究室 研究指導Ⅱ【4年】 竹内 1E150 研究室 △Intermediate Microeconomics(高度教養) フクシマ ― Ⅰ232

研究指導Ⅰ【3年】 岩壷 1E102 Ⅰ319 研究指導Ⅱ【4年】 岩壷 1E143 Ⅰ319

研究指導Ⅰ【3年】 永合 1E112 Ⅰ311 研究指導Ⅱ【4年】 永合 1E159 Ⅰ311

研究指導Ⅰ【3年】 胡 1E105 Ⅵ403 研究指導Ⅱ【4年】 胡 1E145 Ⅵ403

研究指導Ⅰ【3年】 水野 1E128 Ⅰ224 研究指導Ⅱ【4年】 水野 1E154 Ⅰ224

研究指導Ⅱ【4年】 清水 1E132 Ⅰ313

研究指導Ⅱ【4年】 奥西 1E156 Ⅰ223

研究指導Ⅰ【3・4年合同】 中村健 1E127 Ⅲ229 研究指導Ⅱ【3・4年合同】 中村健 1E153 Ⅲ229

研究指導Ⅰ【3・4年合同】 西山 1E114 Ⅰ323 研究指導Ⅱ【3・4年合同】 西山 1E146 Ⅰ323

研究指導Ⅰ【3・4年合同】 勇上 1E130 Ⅶ503 研究指導Ⅱ【3・4年合同】 勇上 1E155 Ⅶ503

研究指導Ⅰ【3・4年合同】 宮川 1E120 Ⅵ404 研究指導Ⅱ【3・4年合同】 宮川 1E139 Ⅵ404

研究指導Ⅰ【3・4年合同】 綿貫 1E123 Ⅰ219 研究指導Ⅱ【3・4年合同】 綿貫 1E161 Ⅰ219

△高度教養セミナー経済学部（研究指導A） 藤岡 1E316 研究室

月

火

水

木

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）
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経済学部　2019年度前期　授業時間割表　【Ｑ１】

学
年 授業科目 教員 授業
ｺｰﾄﾞ 教室 授業科目 教員 授業
ｺｰﾄﾞ 教室 授業科目 教員 授業
ｺｰﾄﾞ 教室 授業科目 教員 授業
ｺｰﾄﾞ 教室 授業科目 教員 授業
ｺｰﾄﾞ 教室

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）

共

① 初年次セミナー 芦谷 1E327 B203 初級経済学 宮崎 ― Ⅱ263 経済史 奥西 1E329 Ⅱ263 経済学のフロンティア 中村健他 1E319 Ⅱ263

初年次セミナー 北村 1E321 B204

初年次セミナー 衣笠 1E322 B205

初年次セミナー 金京 1E323 B207

初年次セミナー 鈴木 1E324 B208

初年次セミナー 中村保 1E325 M201

初年次セミナー 永合 1E326 M202

初年次セミナー 山岡 1E320 M301

② ★環境経済論 竹内 ― Ⅱ263 ★近現代西洋経済史 重富 ― Ⅰ206 ○Aspects of EU Economies(Lecture)A 花田 1E371 Ⅵ503 ◎Global Economy ｳﾞｨｴｼﾎﾞﾌｽｶ ― Ⅰ320

★環境経済論(編入生) 竹内 ― Ⅱ263 ★近現代西洋経済史(編入生) 重富 ― Ⅰ206 ○Aspects of EU Economies(Lecture)[S] 花田 1E378 Ⅵ503 ★中国経済論 梶谷 ― Ⅰ206

△近現代西洋経済史(高度教養) 重富 ― Ⅰ206 △Aspects of EU Economies(Lecture)(高度教養)[S] 花田 1E372 Ⅵ503 ★中国経済論(編入生) 梶谷 ― Ⅰ206

外国史（教職） 重富 ― Ⅰ206

☆法経総合概論 柳川他 1E361 Ⅰ332 ☆法経総合概論 柳川他 ― Ⅰ332

△法経総合概論(高度教養) 柳川他 1E362 Ⅰ332 △法経総合概論(高度教養) 柳川他 ― Ⅰ332

③ ★社会政策 藤岡 ― Ⅰ232 ★国際貿易論 胡 ― Ⅰ306 ★財政学 玉岡 ― Ⅰ232

④ ★社会政策(編入生) 藤岡 ― Ⅰ232 ★国際貿易論(編入生) 胡 ― Ⅰ306 ★財政学(編入生) 玉岡 ― Ⅰ232

上級ミクロ経済学ⅠＡ 宮川 ― Ⅵ502 △国際貿易論(高度教養) 胡 ― Ⅰ306 △財政学(高度教養) 玉岡 ― Ⅰ232

○日欧比較セミナーⅢ[S] 花田他 1E315 Ⅵ503 ★ミクロデータ分析Ⅰ[S] 北村 1E306 ITroom

上級欧州統合史 奥西 ― Ⅵ502 ★ミクロデータ分析Ⅰ[S](編入生) 北村 1E307 ITroom

■Advanced Microeconomics 堀江 ― Ⅰ320 ESD演習Ⅰ(環境経済学Ⅰ)[S] 小島他 1E313 Ⅵ404

△ESD演習Ⅰ(環境経済学Ⅰ)[S](高度教養) 小島他 1E314 Ⅵ404

上級日本金融史 高槻 ― Ⅵ502

≪注意事項≫
【一般事項】
・教室欄のＢＦＬＭは鶴甲第１キャンパス、Ⅰは六甲台本館（経済・経営学部）、Ⅱは法学部学舎、Ⅲは第三学舎、Ⅳは第四学舎、Ⅴは国際協力研究科学舎、Ⅵはアカデミア館、
　Ⅶはフロンティア館、三木は三木記念館を示します。NTTDATA IT Room は第三学舎２階の情報処理教室です。
・ 2018年度以降入学の経済学部編入学生は履修要件が異なる科目がありますので、編入生用の科目コードがある科目は編入生用のコードで履修登録して下さい。

【全学共通授業科目】
・「健康・スポーツ科学実習基礎1」の初回講義は、写真（1枚：縦4cm×横3cm）を必ず持参し、鶴甲第1キャンパス第2体育館に集合してください。
・1年生（平成30年度入学生）の基礎教養科目・総合教養科目の履修は、第2クォーターからです。（5月中旬の抽選登録が必要となります。）

【経済学部開講科目について】
・履修条件については、別紙「2019年度前期経済学部開講科目履修条件」を参照してください。
・既修得科目は受講できません。（同等の科目も含む。新旧科目対照表を確認すること。）
・「ミクロデータ分析Ⅰ」「ミクロデータ分析Ⅱ」は、事前に許可された経済学部生のみ履修可能です。
・経済学部１・２年生のⅠ群科目、３年生以上「研究指導」、４年生の「外書演習」は、教務係で履修登録します。
・IFEEKプログラムの「IFEEK特別演習」は、教務係で履修登録します。
・「外国史（教職科目）」を履修できるのは、14年度以前生の教員免許状（中学・社会）取得希望者のみです。
・上級科目（Advanced科目含む）はアドバンスト・プログラム生に加え、中級ﾐｸﾛ経済学Ⅰ・Ⅱ（経済原論Ⅰ），中級ﾏｸﾛ経済学Ⅰ・Ⅱ（経済原論Ⅱ）、経済史，統計学を修得済み、かつ履修前提科目を
　修得済みの経済学部生も履修可能です。
・「法経総合概論」は、H25年度までに「法経総合概論Ⅰ」「法経総合概論Ⅱ」の両方に合格した者は履修できません。
・[S]はセメスター開講です。
・★印は、履修人数の制限があります。履修希望者は「2019年度前期経済学部専門科目の履修制限について」、｢社会科学系３学部学生の相互履修促進プログラム（エッセンシャル科目）の
　履修について」の掲示を確認の上、うりぼーネットで履修希望を申請（抽選登録）してください。抽選の結果、決定された授業科目は削除できません。
・☆印は法経連携専門教育プログラム科目です。
・◎印はIFEEK科目です。プログラム生のみ履修可能です。
・■印は、IFEEK生・KUPES生のみ履修可能な上級科目です。
・○印は、EUエキスパート人材養成プログラム科目です。Aspects of EU Economies(Lecture)A・Bの履修を希望する他学部のEUエキスパートプログラムの法学部生・国際人間科学部生は、
　履修登録期間に経済学部教務係設置の名簿に記入してください。
・EUエキスパート人材養成プログラムの他学部生で、経済学部専門科目を履修する場合は、履修登録期間に経済学部教務係設置の名簿に記入してください。
・◆印は、英語力強化科目です。学部2年生～大学院生が履修でき単位認定されますが、卒業要件には含まれません。
・△印は、高度教養科目です。
・時間割発表後の新規開講科目がある場合は、掲示板で知らせますので各自で確認して下さい。

全学共通授業科目の履修については、国際教養教育院のＨＰ・掲示板（鶴甲第１キャンパスK棟事務室前）で確認してください。
・「全学共通授業科目の履修について」を熟読してください。

他学部授業科目の履修については、該当学部の履修上の注意事項をよく確認して履修登録をして下さい。
・開講学部のシラバス・掲示等で履修登録条件・登録方法、履修可能な専門科目で経済学部の卒業要件に含まれるかどうかを必ず確認して下さい。

　クオーター制に伴う科目名新旧対照表（15年度以前生対象）　新科目名(単位数)―旧科目名（単位数）

　科目名変更に伴う科目名新旧対照表（18年度以前生対象）　新科目名(単位数)―旧科目名（単位数）

　上級計量経済学Ａ(2)―上級統計推理論(2)　　　 上級計量経済学Ｂ(2)―上級計量経済学(2)

金

　初級経済学(2)―経済学(2)　　　　　　　　　　 経済数学Ⅰ(1)・経済数学Ⅱ(1)―経済数学(2)
　財政学(2)―財政学総論(2)　　　　　　　　　　 中級ﾐｸﾛ経済学Ⅰ(2)・中級ﾐｸﾛ経済学Ⅱ(2)―経済原論Ⅰ(4)
　公共経済学(1)―公共経済論(2)　　　　　　　　 中級ﾏｸﾛ経済学Ⅰ(2)・中級ﾏｸﾛ経済学Ⅱ(2)―経済原論Ⅱ(4)
　計量分析演習(2)―情報処理(2)　　　　　　　 　中級ﾐｸﾛ経済学Ⅰ(再履修)(2)―中級ﾐｸﾛ経済学Ⅰ
　国際経済学(2)―国際経済基礎論(2)　　　　 　　中級ﾐｸﾛ経済学Ⅱ(再履修)(2)―中級ﾐｸﾛ経済学Ⅱ
　経済体制論(2)―経済システム論(2)　　　　　　 中級ﾏｸﾛ経済学Ⅰ(再履修)(2)―中級ﾏｸﾛ経済学Ⅰ
　開発経済学(2)―経済開発論(2)　　　　　　　　 中級ﾏｸﾛ経済学Ⅱ(再履修)(2)―中級ﾏｸﾛ経済学Ⅱ
　中近世日本経済史(2)―中・近世日本経済史(2)　 中級ﾐｸﾛ経済学Ⅰ演習(1)・中級ﾐｸﾛ経済学Ⅱ演習(1)―演習経済原論Ⅰ(2)
　中近世西洋経済史(2)―中・近世西洋経済史(2)　 中級ﾏｸﾛ経済学Ⅰ演習(1)・中級ﾏｸﾛ経済学Ⅱ演習(1)―演習経済原論Ⅱ(2)
　近現代日本経済史(2)―近・現代日本経済史(2)　 上級ﾐｸﾛ経済学ⅠA(2)・上級ﾐｸﾛ経済学ⅠB(2)―ﾐｸﾛ経済学(4)
　近現代西洋経済史(2)―近・現代西洋経済史(2)　 上級ﾏｸﾛ経済学ⅠA(2)・上級ﾏｸﾛ経済学ⅠB(2)―ﾏｸﾛ経済学(4)



2019/3/15

経済学部　2019年度前期　授業時間割表　【Ｑ２】

学
年 授業科目 教員 授業
ｺｰﾄﾞ 教室 授業科目 教員 授業
ｺｰﾄﾞ 教室 授業科目 教員 授業
ｺｰﾄﾞ 教室 授業科目 教員 授業
ｺｰﾄﾞ 教室 授業科目 教員 授業
ｺｰﾄﾞ 教室

共 1年：健スポ実習基礎[S] 1年：外国語第Ⅰ 1年：総合教養

通 2年：外国語第Ⅰ 2年：総合教養

① Advanced Seminar for Economics Studies[S] 片山 ― Ⅰ324 ★アカウンティング講座・経営戦略シミュレーション TAC 2E330 Ⅰ232

② 中級マクロ経済学Ⅱ 宮崎 2E310 Ⅱ263 ☆法経連携基礎演習[S] 山岡 ― ITroom

★産業連関論 萩原 2E317 Ⅰ102

★産業連関論(編入生) 萩原 2E318 Ⅰ102

③ ★ｴｯｾﾝｼｬﾙﾏｸﾛ経済学[S] 三宅 ― Ⅵ501 ◎IFEEK特別演習ⅢB 西山 2E335 Ⅵ503 ★Intermediate Macroeconomics フクシマ 2E321 Ⅰ232

④ △ｴｯｾﾝｼｬﾙﾏｸﾛ経済学[S](高度教養) 三宅 ― Ⅵ501 研究指導Ⅰ【3年】 藤田 － Ⅰ319 研究指導Ⅱ【4年】 藤田 － Ⅰ319 △Intermediate Macroeconomics(高度教養) フクシマ 2E322 Ⅰ232

研究指導Ⅰ【3年】 吉井 － 研究室 研究指導Ⅱ【4年】 吉井 － 研究室

研究指導Ⅰ【3年】 畳谷 － Ⅵ403 研究指導Ⅱ【4年】 畳谷 － Ⅵ403

研究指導Ⅰ【3年】 重富 － Ⅰ312 研究指導Ⅱ【4年】 重富 － Ⅰ312

研究指導Ⅰ【3年】 難波 － Ⅰ224 研究指導Ⅱ【4年】 難波 － Ⅰ224

研究指導Ⅰ【3年】 芦谷 － Ⅰ217 研究指導Ⅱ【4年】 芦谷 － Ⅰ217

研究指導Ⅰ【3年】 鈴木 － Ⅰ215 研究指導Ⅱ【4年】 鈴木 － Ⅰ215

研究指導Ⅰ【3年】 春山 － Ⅰ223 研究指導Ⅱ【4年】 春山 － Ⅰ223

研究指導Ⅰ【3年】 中村保 － Ⅰ315 研究指導Ⅱ【4年】 中村保 － Ⅰ315

研究指導Ⅰ【3年】 松林 － 情報処理演習室 研究指導Ⅱ【4年】 松林 － 情報処理演習室

研究指導Ⅰ【3年】 羽森 － Ⅰ323 研究指導Ⅱ【4年】 羽森 － Ⅰ323

研究指導Ⅰ【3年】 末石 － Ⅰ211 研究指導Ⅱ【4年】 末石 － Ⅰ211

研究指導Ⅰ【3年】 萩原 － Ⅰ311 研究指導Ⅱ【4年】 萩原 － Ⅰ311

研究指導Ⅰ【3年】 中西 － Ⅶ503 研究指導Ⅱ【4年】 金京 － Ⅲ306

研究指導Ⅰ【3年】 金京 － Ⅲ306 研究指導Ⅱ【4年】 小林 － Ⅲ229

研究指導Ⅰ【3年】 小林 － Ⅲ229 研究指導Ⅱ【4年】 玉岡 － Ⅴ206

研究指導Ⅰ【3年】 玉岡 － Ⅴ206 研究指導Ⅱ【4年】 石黒 － Ⅰ219

研究指導Ⅰ【3年】 奥西 － Ⅰ313

研究指導Ⅱ【4年】 衣笠 － Ⅰ219

研究指導Ⅱ【4年】 梶谷 － Ⅰ209

△高度教養セミナー経済学部(研究指導A) 中西 － Ⅶ503

△高度教養セミナー経済学部(研究指導A) 小林 － Ⅲ229

共 1年：総合教養 1年：微積入門2 1年：外国語第Ⅱ 1年：総合教養

通 2年：総合教養 2年：外国語第Ⅲ 2年：外国語第Ⅲ 2年：外国語第Ⅲ 2年：総合教養

① 統計学 末石 2E309 Ⅱ263

② ★開発経済学 後藤 2E323 Ⅰ232 金融論 藤田 2E313 Ⅱ263 ★ゲーム理論 清水 2E314 Ⅰ232 経済政策基礎論 藤岡 2E312 Ⅱ263

★開発経済学（編入生） 後藤 2E324 Ⅰ232 ★ヨーロッパ経済論 ｳﾞｨｴｼﾎﾞﾌｽｶ 2E319 Ⅰ232 ★ゲーム理論(編入生) 清水 2E315 Ⅰ232 ★アセットマネジメントの理論と実務[S] 日本投資顧問業協会 ― Ⅰ232

★ヨーロッパ経済論(編入生) ｳﾞｨｴｼﾎﾞﾌｽｶ 2E320 Ⅰ232 △ゲーム理論(高度教養) 清水 2E316 Ⅰ232

③ ★経済政策原理 永合 2E325 Ⅱ263 上級ミクロ経済学ⅠＢ 宮川 2E327 Ⅵ502 上級経済数学 神谷 2E328 Ⅰ324 上級経済数学 神谷 ― ―

④ ★経済政策原理（編入生） 永合 2E326 Ⅱ263

上級ファイナンス 岩壷 2E329 Ⅵ502

共 1年：外国語第Ⅰ 1年：健スポ実習基礎[S] 1年：総合教養

通 2年：外国語第Ⅰ 2年：総合教養

① ★アカウンティング講座・経営戦略シミュレーション TAC ― Ⅰ232

日本語論文作成演習[S] 片山 ― Ⅰ319

② 経済数学Ⅱ 水野 2E311 Ⅱ263 中級ミクロ経済学Ⅰ(再履修)[S] 新谷 ― Ⅰ332 ○②Academic Communication（独）B ｼｭﾙﾂｪ 2E342 Ｆ101 中級ミクロ経済学Ⅱ(再履修)[S] 新谷 ― Ⅰ332

◎IFEEK特別演習ⅠB ｳﾞｨｴｼﾎﾞﾌｽｶ・松井 2E334 Ⅰ323 ○①Academic Communication（仏）B ｶﾞﾗﾍﾞ 2E339 Ｌ205 ○日欧比較セミナーⅠB 花田他 2E338 Ⅵ503

○①Academic Communication（独）B ｼｭﾙﾂｪ 2E341 Ｆ101 ○②Academic Communication（仏）B ｶﾞﾗﾍﾞ 2E340 Ｌ205

☆問題解決実践研究[S] 山岡 ― Ⅵ503

③ 外書演習[S](4年生のみ） 北村 ― Ⅰ323

④

共 1年：基礎教養 1年：外国語第Ⅱ 1年：総合教養

通 2年：外国語第Ⅲ 2年：総合教養 2年：外国語第Ⅱ･第Ⅲ 2年：外国語第Ⅱ・第Ⅲ 2年：総合教養・線形代数入門2（再）

①

② 中級マクロ経済学Ⅱ 宮崎 ― Ⅱ263

★産業連関論 萩原 ― Ⅰ102

★産業連関論(編入生) 萩原 ― Ⅰ102

③ 研究指導Ⅰ【3年】 藤岡 － 研究室 研究指導Ⅰ【3年】 宮崎 － Ⅰ217 ★Intermediate Macroeconomics フクシマ ― Ⅰ232

④ 研究指導Ⅰ【3年】 竹内 － 研究室 研究指導Ⅱ【4年】 竹内 － 研究室 △Intermediate Macroeconomics(高度教養) フクシマ ― Ⅰ232

研究指導Ⅰ【3年】 岩壷 － Ⅰ319 研究指導Ⅱ【4年】 岩壷 － Ⅰ319

研究指導Ⅰ【3年】 永合 － Ⅰ311 研究指導Ⅱ【4年】 永合 － Ⅰ311

研究指導Ⅰ【3年】 胡 － Ⅵ403 研究指導Ⅱ【4年】 胡 － Ⅵ403

研究指導Ⅰ【3年】 水野 － Ⅰ224 研究指導Ⅱ【4年】 水野 － Ⅰ224

研究指導Ⅱ【4年】 清水 － Ⅰ313

研究指導Ⅱ【4年】 奥西 － Ⅰ223

研究指導Ⅰ【3・4年合同】 中村健 － Ⅲ229 研究指導Ⅱ【3・4年合同】 中村健 － Ⅲ229

研究指導Ⅰ【3・4年合同】 西山 － Ⅰ323 研究指導Ⅱ【3・4年合同】 西山 － Ⅰ323

研究指導Ⅰ【3・4年合同】 勇上 － Ⅶ503 研究指導Ⅱ【3・4年合同】 勇上 － Ⅶ503

研究指導Ⅰ【3・4年合同】 宮川 － Ⅵ404 研究指導Ⅱ【3・4年合同】 宮川 － Ⅵ404

研究指導Ⅰ【3・4年合同】 綿貫 － Ⅰ219 研究指導Ⅱ【3・4年合同】 綿貫 － Ⅰ219

△高度教養セミナー経済学部（研究指導A) 藤岡 － 研究室

月

火

水

木

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）



2019/3/15

経済学部　2019年度前期　授業時間割表　【Ｑ２】

学
年 授業科目 教員 授業
ｺｰﾄﾞ 教室 授業科目 教員 授業
ｺｰﾄﾞ 教室 授業科目 教員 授業
ｺｰﾄﾞ 教室 授業科目 教員 授業
ｺｰﾄﾞ 教室 授業科目 教員 授業
ｺｰﾄﾞ 教室

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）

共

① 基礎演習 芦谷 2E306 B203 統計学 末石 ― Ⅱ263

基礎演習 北村 2E302 B204

基礎演習 衣笠 2E303 B205

基礎演習 金京 2E304 B207

基礎演習 鈴木 2E305 B208

基礎演習 竹内 2E301 M201

基礎演習 永合 2E307 M202

基礎演習 山岡 2E308 M301

② 金融論 藤田 ― Ⅱ263 ★開発経済学 後藤 ― Ⅰ232 ★ゲーム理論 清水 ― Ⅰ232 経済政策基礎論 藤岡 ― Ⅱ263

★ヨーロッパ経済論 ｳﾞｨｴｼﾎﾞﾌｽｶ ― Ⅰ232 ★開発経済学（編入生） 後藤 ― Ⅰ232 ★ゲーム理論(編入生) 清水 ― Ⅰ232 ★総合商社のグローバル戦略 丸紅経済研究所 2E331 Ⅰ232

★ヨーロッパ経済論(編入生) ｳﾞｨｴｼﾎﾞﾌｽｶ ― Ⅰ232 △ゲーム理論(高度教養) 清水 ― Ⅰ232

○Aspects of EU Economies(Lecture)B 花田 2E336 Ⅵ503

○Aspects of EU Economies(Lecture)[S] 花田 ― Ⅵ503

△Aspects of EU Economies(Lecture)(高度教養)[S] 花田 ― Ⅵ503

③ 上級ミクロ経済学ⅠＢ 宮川 ― Ⅵ502 ★経済政策原理 永合 ― Ⅱ263 ★ミクロデータ分析Ⅰ[S] 北村 ― ITroom

④ ★経済政策原理（編入生） 永合 ― Ⅱ263 ★ミクロデータ分析Ⅰ[S](編入生) 北村 ― ITroom

○日欧比較セミナーⅢ[S] 花田他 ― Ⅵ503 ESD演習Ⅰ(環境経済学Ⅰ)[S] 小島他 ― Ⅵ404

上級ファイナンス 岩壷 ― Ⅵ502 △ESD演習Ⅰ(環境経済学Ⅰ)[S](高度教養) 小島他 ― Ⅵ404

≪第２クォーター期間中の集中講義（Advanced 科目）≫  ※履修登録方法等については、掲示を確認すること。

≪夏季集中講義（経済学部開講）≫

≪注意事項≫
【一般事項】
・教室欄のＢＦＬMは鶴甲第１キャンパス、Ⅰは六甲台本館（経済・経営学部）、Ⅱは法学部学舎、Ⅲは第三学舎、Ⅳは第四学舎、Ⅴは国際協力研究科学舎、Ⅵはアカデミア館、
　Ⅶはフロンティア館、三木は三木記念館を示します。NTTDATA IT Room は第三学舎２階の情報処理教室です。
・ 経済学部の学生が他学部授業科目を履修する場合は、開講学部の授業時間割表、シラバス、学生便覧等で、履修可能な専門科目で経済学部の卒業要件に含まれるかどうかを確認して下さい。

【全学共通授業科目】
・「健康・スポーツ科学実習基礎1」の初回講義は、写真（1枚：縦4cm×横3cm）を必ず持参し、鶴甲第1キャンパス第2体育館に集合してください。
・1年生（平成30年度入学生）の基礎教養科目・総合教養科目の履修は、第2クォーターからです。（5月中旬の抽選登録が必要となります。）

【経済学部開講科目について】
・履修条件については、別紙「2019年度前期経済学部開講科目履修条件」を参照してください。
・既修得科目は受講できません。（同等の科目も含む。新旧科目対照表を確認すること。）
・「ミクロデータ分析Ⅰ」「ミクロデータ分析Ⅱ」は、事前に許可された経済学部生のみ履修可能です。
・経済学部１・２年生のⅠ群科目、３年生以上「研究指導」、４年生の「外書演習」は、教務係で履修登録します。
・IFEEKプログラムの「IFEEK特別演習」は、教務係で履修登録します。
・上級科目（Advanced科目含む）はアドバンスト・プログラム生に加え、中級ﾐｸﾛ経済学Ⅰ・Ⅱ（経済原論Ⅰ），中級ﾏｸﾛ経済学Ⅰ・Ⅱ（経済原論Ⅱ）、経済史，統計学を修得済み、かつ履修前提科目を
　修得済みの経済学部生も履修可能です。
・[S]はセメスター開講です。
・★印は、履修人数の制限があります。履修希望者は「2019年度前期経済学部専門科目の履修制限について」、｢社会科学系３学部学生の相互履修促進プログラム（エッセンシャル科目）の
　履修について」の掲示を確認の上、うりぼーネットで履修希望を申請（抽選登録）してください。抽選の結果、決定された授業科目は削除できません。
・☆印は法経連携専門教育プログラム科目です。
・◎印はIFEEK科目です。プログラム生のみ履修可能です。
・■印は、IFEEK生・KUPES生のみ履修可能な上級科目です。
・○印は、EUエキスパート人材養成プログラム科目です。Aspects of EU Economies(Lecture)A・Bの履修を希望する他学部のEUエキスパートプログラムの法学部生・国際人間科学部生は、
　履修登録期間に経済学部教務係設置の名簿に記入してください。
・EUエキスパート人材養成プログラムの他学部生で、経済学部専門科目を履修する場合は、履修登録期間に経済学部教務係設置の名簿に記入してください。
・◆印は、英語力強化科目です。学部2年生～大学院生が履修でき単位認定されますが、卒業要件には含まれません。
・△印は、高度教養科目です。
・時間割発表後の新規開講科目がある場合は、掲示板で知らせますので各自で確認して下さい。

全学共通授業科目の履修については、国際教養教育院のＨＰ・掲示板（鶴甲第１キャンパスK棟事務室前）で確認してください。
・「全学共通授業科目の履修について」を熟読してください。

他学部授業科目の履修については、該当学部の履修上の注意事項をよく確認して履修登録をして下さい。
・開講学部のシラバス・掲示等で履修登録条件・登録方法、履修可能な専門科目で経済学部の卒業要件に含まれるかどうかを必ず確認して下さい。

　クオーター制に伴う科目名新旧対照表（15年度以前生対象）　新科目名(単位数)―旧科目名（単位数）

　科目名変更に伴う科目名新旧対照表（18年度以前生対象）　新科目名(単位数)―旧科目名（単位数）

　初級経済学(2)―経済学(2)　　　　　　　　　　 経済数学Ⅰ(1)・経済数学Ⅱ(1)―経済数学(2)
　財政学(2)―財政学総論(2)　　　　　　　　　　 中級ﾐｸﾛ経済学Ⅰ(2)・中級ﾐｸﾛ経済学Ⅱ(2)―経済原論Ⅰ(4)
　公共経済学(1)―公共経済論(2)　　　　　　　　 中級ﾏｸﾛ経済学Ⅰ(2)・中級ﾏｸﾛ経済学Ⅱ(2)―経済原論Ⅱ(4)
　計量分析演習(2)―情報処理(2)　　　　　　　 　中級ﾐｸﾛ経済学Ⅰ(再履修)(2)―中級ﾐｸﾛ経済学Ⅰ
　国際経済学(2)―国際経済基礎論(2)　　　　 　　中級ﾐｸﾛ経済学Ⅱ(再履修)(2)―中級ﾐｸﾛ経済学Ⅱ
　経済体制論(2)―経済システム論(2)　　　　　　 中級ﾏｸﾛ経済学Ⅰ(再履修)(2)―中級ﾏｸﾛ経済学Ⅰ
　開発経済学(2)―経済開発論(2)　　　　　　　　 中級ﾏｸﾛ経済学Ⅱ(再履修)(2)―中級ﾏｸﾛ経済学Ⅱ
　中近世日本経済史(2)―中・近世日本経済史(2)　 中級ﾐｸﾛ経済学Ⅰ演習(1)・中級ﾐｸﾛ経済学Ⅱ演習(1)―演習経済原論Ⅰ(2)
　中近世西洋経済史(2)―中・近世西洋経済史(2)　 中級ﾏｸﾛ経済学Ⅰ演習(1)・中級ﾏｸﾛ経済学Ⅱ演習(1)―演習経済原論Ⅱ(2)
　近現代日本経済史(2)―近・現代日本経済史(2)　 上級ﾐｸﾛ経済学ⅠA(2)・上級ﾐｸﾛ経済学ⅠB(2)―ﾐｸﾛ経済学(4)
　近現代西洋経済史(2)―近・現代西洋経済史(2)　 上級ﾏｸﾛ経済学ⅠA(2)・上級ﾏｸﾛ経済学ⅠB(2)―ﾏｸﾛ経済学(4)

　上級計量経済学Ａ(2)―上級統計推理論(2)　　　 上級計量経済学Ｂ(2)―上級計量経済学(2)

　③Advanced EU Public Finance
     （2E351)    担当：Puyenbroeck  　　教室：230
     日程：7月16日（火）～7月26日（金）

　④Advanced Macroeconomic Modeling of Regime Switches

     （2E352）   担当：Maih　教室：Ⅰ320・NTTDATA IT ROOM

　　日程：7月17日（水）～7月26日（金）

⑤Global Development Capstone（2E347）
　△Global Development Capstone（高度教養科目）（2E348）
     担当：萩原     教室：工学研究科大会議室
     日程：7月1日～8月1日の火・木曜日　13:00 ～ 17:30
　※詳細については掲示を確認すること。

①社会コミュニケーション入門 （2E346）
　　担当：小島他
　日程：8月26日～8月28日（各日1～5限）　　教室：Ⅵ404
　※履修者は選考があります。掲示を確認。

②ＥＳＤ演習Ⅱ（環境経済学Ⅱ）（2E344）
　△ＥＳＤ演習Ⅱ（環境経済学Ⅱ）（高度教養科目）（2E345）
　　担当：小島 他
　日程：8月21日～23日　　教室：Ⅲ229
　※履修者は選考があります。掲示を確認。

③法経連携国際ワークショップ （2E343）
　　担当：柳川・山岡
　※詳細はプログラム授業中に担当教員より説明

①Advanced Economics of Organisaton and Management
    （2E349）     担当：Jiang      教室：Ⅰ230
    日程：6月10日（月）～6月19日（水）

②Advanced Quantitative Financial Economics
    （2E350）     担当：Okimoto　　教室：Ⅰ230
　　日程：6月24日（月）～7月9日（火）

金
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