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経済学部　平成29年度後期　授業時間割表　経済学部　平成29年度後期　授業時間割表　経済学部　平成29年度後期　授業時間割表　経済学部　平成29年度後期　授業時間割表　【Ｑ３】【Ｑ３】【Ｑ３】【Ｑ３】

学

年
授業科目授業科目授業科目授業科目 教員教員教員教員

    授業授業授業授業ｺｰﾄﾞｺｰﾄﾞｺｰﾄﾞｺｰﾄﾞ 教室教室教室教室 授業科目授業科目授業科目授業科目 教員教員教員教員
    授業授業授業授業ｺｰﾄﾞｺｰﾄﾞｺｰﾄﾞｺｰﾄﾞ 教室教室教室教室 授業科目授業科目授業科目授業科目 教員教員教員教員

    授業授業授業授業ｺｰﾄﾞｺｰﾄﾞｺｰﾄﾞｺｰﾄﾞ 教室教室教室教室 授業科目授業科目授業科目授業科目 教員教員教員教員
    授業授業授業授業ｺｰﾄﾞｺｰﾄﾞｺｰﾄﾞｺｰﾄﾞ 教室教室教室教室 授業科目授業科目授業科目授業科目 教員教員教員教員

    授業授業授業授業ｺｰﾄﾞｺｰﾄﾞｺｰﾄﾞｺｰﾄﾞ 教室教室教室教室

共共共共 1年：外国語第Ⅰ 1年：健スポ講義 1年：総合教養・総合科目･情報再履

通通通通
2年：総合教養･総合科目

①①①① 中級ミクロ経済学Ⅰ 宮川 3E302 Ⅱ２６３

②②②② 経済政策基礎論 水野 3E310 Ⅰ２３２ 金融論 西山 3E318 Ⅱ２６３ ◎特別演習(IFEEK)ⅡA 春山 3E334 Ⅰ３２０

★経済体制論 鈴木 3E314 Ⅰ２３２ シュラーデ 3E339 Ⅰ３２４

③③③③ ■Advanced Microeconomics 堀江 3E338 Ⅵ４０４ 上級統計推理論 難波 3E321 Ⅵ５０２ 研究指導(3年) 芦谷 ―
Ⅰ２１７ 研究指導(4年) 芦谷 ―

Ⅰ２１７ Advanced Development Economics 大塚 3E324 Ⅰ２１２

④④④④ ■Advanced Financial Management Tongrai 3E343 Ⅰ２０８ ■Advanced Financial Management Tongrai
―

Ⅰ２０８ 研究指導(3年) 重富 ―
Ⅰ３１２ 研究指導(4年) 重富 ―

Ⅰ３１２

研究指導(3年) 梶谷 ―
Ⅰ２１５ 研究指導(4年) 梶谷 ―

Ⅰ２１５

研究指導(3年) 畳谷 ―
Ⅵ４０３ 研究指導(4年) 畳谷 ―

Ⅵ４０３

研究指導(3年) 萩原 ―
Ⅰ２１９ 研究指導(4年) 萩原 ―

Ⅰ２１９

研究指導(3年) 藤田 ―
Ⅰ３１９ 研究指導(4年) 藤田 ―

Ⅰ３１９

研究指導(3年) 春山 ―
Ⅰ２０９ 研究指導(4年) 春山 ―

Ⅰ２０９

研究指導(3年) 松林 ―
Ⅰ２２４ 研究指導(4年) 松林 ―

Ⅰ２２４

研究指導(3年) 吉井 ―
研究室 研究指導(4年) 吉井 ―

研究室

研究指導(3年) 末石 ―
Ⅰ２１１ 研究指導(4年) 末石 ―

研究室

研究指導(3年) 鈴木 ―
Ⅲ２２９ 研究指導(4年) 鈴木 ―

Ⅲ２２９

研究指導(3年) 中村(保)

―
Ⅰ２２３ 研究指導(4年) 中村(保)

―
Ⅰ２２３

研究指導(3年) 金京 ―
Ⅶ５０３ 研究指導(4年) 金京 ―

Ⅶ５０３

研究指導(3年) 奥西 ―
Ⅲ２１０

研究指導(3・4年合同) 羽森 ―
Ⅰ３２３ 研究指導(3・4年合同) 羽森 ―

Ⅰ３２３

研究指導(3・4年合同) 衣笠 ―
Ⅰ３１５ 研究指導(3・4年合同) 衣笠 ―

Ⅰ３１５

研究指導(3・4年合同) 宮川 ―
Ⅵ５０２ 研究指導(3・4年合同) 宮川 ―

Ⅵ５０２

研究指導(3・4年合同) 橋野 ―
Ⅰ３１３ 研究指導(3・4年合同) 橋野 ―

Ⅰ３１３

研究指導(4年) 小林 ―
Ⅶ４０３

研究指導(4年) 橋本 ―
Ⅴ２０６

共共共共 1年：基礎教養 1年：健スポ実習１ 1年：外国語第Ⅱ
1年：総合教養・外国語第Ⅱ･微積入門１再履

通通通通 2年：外国語第Ⅲ 2年：基礎教養･外国語第Ⅲ 2年：外国語第Ⅰ(ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ)･第Ⅲ 2年：外国語第Ⅰ(ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ)･第Ⅲ 2年：総合教養･外国語第Ⅰ再履

①①①① 経済史 橋野 3E301 Ⅱ２６３

②②②② ★国際投資論 鎌田 3E313 Ⅰ２３２ 中･近世日本経済史 綿貫 3E315 Ⅰ３０６ ★関税政策と税関行政［S］ 神戸税関 3E330 Ⅰ２３２ ★国際政治経済論 石黒 3E312 Ⅱ２６３ ○日欧比較ｾﾐﾅｰⅡ［S］ ｼｭﾗｰﾃﾞ 3E340 Ⅰ３２４

マクロ経済学の潮流［S］ 安岡 3E319 Ⅰ３０６ 日本史（教職） 綿貫 3E316 Ⅰ３０６ 法経連携演習［S］ 田中(喜) 3E346 Ⅵ４０４ ★経済統計学 松林 3E317 Ⅰ１０２

◎Japanese Economy 田中(光) 3E335 Ⅰ３２４ ★現代商品市場論［S］
東京商品取引所他

3E329 Ⅰ２３２

◆◎Business Writing 吉冨 3E336 Ⅵ５０３

③③③③ 上級マクロ経済学ⅠＡ 小林 3E320 Ⅰ３２０ ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ環境における総合商社 双日 3E328 Ⅰ３３２ ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ環境における総合商社

― ― ―

④④④④ 綿貫 3E327 Ⅰ３２３
Advanced Behavioral Finance ﾜﾄｷﾝｽ 3E353 Ⅵ４０４

上級産業連関分析 萩原 3E323 Ⅵ５０３

上級ミクロデータ分析演習 岡島 3E322
情報処理室

共共共共 1年：総合教養 1年：外国語第Ⅰ 1年：総合教養･総合科目

通通通通 2年：外国語第Ⅰ（ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ) 2年：総合教養・総合科目

①①①① ★ﾋﾞｼﾞﾈｽ会計入門:ｷｬﾘｱ入門講義［S］ 大原 3E332 Ⅰ２３２ 上級日本語論文実践演習［S］ 前田 3E349 Ⅰ２２４

②②②② ◆◎Academic Reading［S］ 堀江 3E337 Ⅰ３２０ 片山 3E350 Ⅰ３２０

③③③③ 外書演習［S］ 田中(光) 3E309 Ⅵ５０２ 修了研究［S］
柳川･水野･田中

3E347 Ⅵ４０４ 銀行ﾋﾞｼﾞﾈｽﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ［S］ 三井住友 3E331 Ⅰ３３２ ﾜﾄｷﾝｽ 3E354 Ⅵ４０４

④④④④

共共共共 1年：線形代数入門１ 1年：総合教養 1年：外国語第Ⅱ 1年：総合教養･総合科目･外国語第Ⅱ

通通通通 2年：基礎教養・外国語第Ⅲ 2年：外国語第Ⅲ 2年：外国語第Ⅰ(ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ)･第Ⅲ 2年：外国語第Ⅲ

①①①①

②②②② 金融論 西山 3E318 Ⅱ２６３ 経済政策基礎論 水野 3E310 Ⅰ２３２ シュラーデ
3E339 Ⅰ３２４

★経済体制論 鈴木 3E314 Ⅰ２３２

③③③③ 上級統計推理論 難波 3E321 Ⅵ５０２ ■Advanced Microeconomics 堀江 3E338 Ⅵ４０４ 研究指導(3年) 胡
―

Ⅰ２２３ 研究指導(4年) 胡
―

Ⅰ２２３ 齋藤他 3E345 Ⅱ１６１

④④④④ TANAKA 3E344 Ⅰ２０８ TANAKA ― Ⅰ２０８ 研究指導(3年) 玉岡
―

Ⅰ２２４ 研究指導(4年) 玉岡
―

Ⅰ２２４

研究指導(3年) 永合
―

Ⅰ２１９ 研究指導(4年) 永合
―

Ⅰ２１９

研究指導(3年) 柳川
―

Ⅲ２１０ 研究指導(4年) 柳川
―

Ⅲ２１０

研究指導(3年) 水野
―

Ⅶ３０２ 研究指導(4年) 水野
―

Ⅶ３０２

研究指導(3年) 安井
―

Ⅵ４０３ 研究指導(4年) 安井
―

Ⅵ４０３

研究指導(3年) 難波
―

Ⅰ２１５

研究指導(3年) 中村健太

―
Ⅰ３１５

研究指導(3・4年合同) 地主
―

Ⅰ３１９ 研究指導(3・4年合同) 地主
―

Ⅰ３１９

研究指導(3・4年合同) 石川
―

Ⅶ４０５ 研究指導(3・4年合同) 石川
―

Ⅶ４０５

研究指導(3・4年合同) 中西
―

Ⅳ５０９ 研究指導(3・4年合同) 中西
―

Ⅳ５０９

研究指導(3・4年合同) 勇上
―

Ⅵ５０２ 研究指導(3・4年合同) 勇上
―

Ⅵ５０２

研究指導(3・4年合同) 清水
―

Ⅰ３２３ 研究指導(3・4年合同) 清水
―

Ⅰ３２３

研究指導(4年) 奥西
―

Ⅰ３１２

研究指導(4年) 藤岡
―

研究室

研究指導(4年) 竹内
―

研究室 研究指導(3年) 竹内
―

研究室

研究指導(4年) 石黒
―

研究室 研究指導(3年) 石黒
―

研究室

Advanced Behavioral Finance ﾜﾄｷﾝｽ 3E353 Ⅵ４０４

共共共共 2年：外国語第Ⅲ

①①①① 経済史 橋野 3E301 Ⅱ２６３ 中級ミクロ経済学Ⅰ 宮川 3E302 Ⅱ２６３ □中級ミクロ経済学Ⅰ演習 佐藤 Ⅰ２１２ 社会科学の実践［S］ 法学部 3J060 Ⅰ２３２

□中級ミクロ経済学Ⅰ演習 鎌田 Ⅰ３２０

□中級ミクロ経済学Ⅰ演習
ヴィエシボフスカ

Ⅵ４０４

□中級ミクロ経済学Ⅰ演習 春山 Ⅰ３２４

□中級ミクロ経済学Ⅰ演習 熊代 Ⅵ５０２

□中級ミクロ経済学Ⅰ演習(留学生) 片山 Ⅰ２２４

②②②② 中･近世日本経済史 綿貫 3E315 Ⅰ３０６ ★国際投資論 鎌田 3E313 Ⅰ２３２ 経済数学［S］ 加茂 3E311 Ⅰ２３２ ★国際政治経済論 石黒 3E312 Ⅱ２６３ ★ｴｯｾﾝｼｬﾙﾐｸﾛ経済学［S］ 3E325

日本史（教職） 綿貫 3E316 Ⅰ３０６ ★経済統計学 松林 3E317 Ⅰ１０２ ★［高度教養］ｴｯｾﾝｼｬﾙﾐｸﾛ経済学［S］ 3E348

◎Japanese Economy 田中(光) 3E335 Ⅰ３２４ 社会ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ入門［S］ 石川他 3E333 Ⅰ２０６ ○Academic Communication(仏)［S］ バレイユ 3E341 Ｄ４０４

○Academic Communication(独)［S］ ゲッシュ 3E342 Ｌ２０６

③③③③ 外書演習［S］
ｳﾞｨｴｼﾎﾞﾌｽｶ

3E308 Ⅵ５０３ 難波 3E326 Ⅰ３２３ Advanced Development Economics 大塚 3E324 Ⅰ２１２

④④④④ 上級マクロ経済学ⅠＡ 小林 3E320 Ⅰ３２０

④④④④ 上級産業連関分析 萩原 3E323 Ⅵ５０３

上級ミクロデータ分析演習 岡島 3E322 情報処理室

・教室欄のＢ･Ｃ･Ｄ･Ｋ･Ｍ･Ｎは鶴甲第1キャンパス、Ⅰ～Ⅶは六甲台キャンパス。（Ⅰ:本館、Ⅱ:法学部学舎、Ⅲ:第三学舎、Ⅳ:第4学舎、Ⅴ:国際協力研究科学舎、Ⅵ:アカデミア館、Ⅶ:フロンティア館）

・既修得科目は受講できません。（同等の科目も含む。新旧科目名対照表を確認すること。）

・科目名の後についている［S］は、セメスター開講科目を表します。

・科目別の履修条件については別紙「平成29年度後期経済学部履修条件」を確認してください。

・「外書演習」「グローバル環境における総合商社」「FinTech×デザインシンキング」「銀行ビジネスワークショップ」「ESD演習Ⅱ（環境経済学Ⅱ）」「上級マクロ金融」「上級日本語論文実践演習」

　「Advanced Seminar for Economics Studies」を履修できるのは履修許可されている学生のみです。

・「日本史」（教職）は教員免許状（中学・社会）取得希望者のみです。

・上級科目はアドバンスト・プログラム生に加え、経済原論Ⅰ・Ⅱ（15年度以前入学生）、経済史、統計学を修得済みの経済学部生が履修できます。

・★は履修人数の制限があります。履修希望者は「平成29年度後期経済学部専門科目の履修制限について」及び「社会科学系３学部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」掲示を確認の上、

　うりぼーネットから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履修登録の変更はできません。

・◎はIFEEKプログラム科目です。プログラム生のみ履修可能です。■は、IFEEKプログラム生のみ履修可能な上級科目です。

・○はEUエキスパート人材養成プログラム科目です。

・□は大学側でクラス分けをします。履修希望者は掲示を確認の上、経済学部教務係に受講許可カードを提出してください。

・◆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、学部生は卒業要件には含まれません。

・経済学部生が他学部授業科目を履修する場合は、開講学部の時間割、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ください。

全学授業科目の時間割・教室・変更は国際教養教育院のHP･掲示板で確認すること全学授業科目の時間割・教室・変更は国際教養教育院のHP･掲示板で確認すること全学授業科目の時間割・教室・変更は国際教養教育院のHP･掲示板で確認すること全学授業科目の時間割・教室・変更は国際教養教育院のHP･掲示板で確認すること

特別演習（中･近世日本

　　経済史資料を読む）［S］

木木木木

特別演習（ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ-を用い

  たﾃﾞｰﾀ分析の基礎）［S］

金金金金

■Advanced Financial

　　 Statement Analysis

■Advanced Financial

 　　Statement Analysis

Ⅰ２３２

3E303

他

2年：総合教養･総合科目･外国語第Ⅰ再履･第Ⅲ

○Aspects of 　EU

　 Economies(Seminar)

■Advanced Japanese

　　Legal SystemⅠ［S］

【【【【

注注注注

意意意意

事事事事

項項項項

】】】】

　

裏

に

つ

づ

く

５時限（17:00～18:30）５時限（17:00～18:30）５時限（17:00～18:30）５時限（17:00～18:30）

水水水水

月月月月

１時限（8:50～10:20）１時限（8:50～10:20）１時限（8:50～10:20）１時限（8:50～10:20） ２時限（10:40～12:10）２時限（10:40～12:10）２時限（10:40～12:10）２時限（10:40～12:10） ３時限（13:20～14:50）３時限（13:20～14:50）３時限（13:20～14:50）３時限（13:20～14:50） ４時限（15:10～16:40）４時限（15:10～16:40）４時限（15:10～16:40）４時限（15:10～16:40）

火火火火

2年：６時限外国語第Ⅰ再履

○Aspects of 　EU

　 Economies(Seminar)

Advanced Financial

　　Markets Workshop［S］

Advanced Seminar　for

　　Economics Studies［S］

2年：６時限外国語第Ⅰ再履

加茂
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経済学部　平成29年度後期　授業時間割表　経済学部　平成29年度後期　授業時間割表　経済学部　平成29年度後期　授業時間割表　経済学部　平成29年度後期　授業時間割表　【Ｑ４】【Ｑ４】【Ｑ４】【Ｑ４】

学

年
授業科目授業科目授業科目授業科目 教員教員教員教員

    授業授業授業授業ｺｰﾄﾞｺｰﾄﾞｺｰﾄﾞｺｰﾄﾞ 教室教室教室教室 授業科目授業科目授業科目授業科目 教員教員教員教員
    授業授業授業授業ｺｰﾄﾞｺｰﾄﾞｺｰﾄﾞｺｰﾄﾞ 教室教室教室教室 授業科目授業科目授業科目授業科目 教員教員教員教員

    授業授業授業授業ｺｰﾄﾞｺｰﾄﾞｺｰﾄﾞｺｰﾄﾞ 教室教室教室教室 授業科目授業科目授業科目授業科目 教員教員教員教員
    授業授業授業授業ｺｰﾄﾞｺｰﾄﾞｺｰﾄﾞｺｰﾄﾞ 教室教室教室教室 授業科目授業科目授業科目授業科目 教員教員教員教員

    授業授業授業授業ｺｰﾄﾞｺｰﾄﾞｺｰﾄﾞｺｰﾄﾞ 教室教室教室教室

共共共共 1年：外国語第Ⅰ 1年：総合教養･総合科目

通通通通
2年：総合教養･総合科目

①①①① 中級ミクロ経済学Ⅱ 宮川 4E301 Ⅱ２６３

②②②② ★国際貿易論 中西 4E312 Ⅰ２３２ ★ヨーロッパ経済論 吉井 4E313 Ⅱ２６３ ◎特別演習(IFEEK)ⅡB 春山 4E323 Ⅰ３２０

③③③③ ■Advanced Macroeconomics 佐藤健 4E325 Ⅰ３２４ 上級国際マクロ経済学 橋本 4E318 Ⅰ３２０ 研究指導(3年) 芦谷 ―
Ⅰ２１７ 研究指導(4年) 芦谷 ―

Ⅰ２１７

④④④④ 研究指導(3年) 重富 ―
Ⅰ３１２ 研究指導(4年) 重富 ―

Ⅰ３１２

研究指導(3年) 梶谷 ―
Ⅰ２１５ 研究指導(4年) 梶谷 ―

Ⅰ２１５

研究指導(3年) 畳谷 ―
Ⅵ４０３ 研究指導(4年) 畳谷 ―

Ⅵ４０３

研究指導(3年) 萩原 ―
Ⅰ２１９ 研究指導(4年) 萩原 ―

Ⅰ２１９

研究指導(3年) 藤田 ―
Ⅰ３１９ 研究指導(4年) 藤田 ―

Ⅰ３１９

研究指導(3年) 春山 ―
Ⅰ２０９ 研究指導(4年) 春山 ―

Ⅰ２０９

研究指導(3年) 松林 ―
Ⅰ２２４ 研究指導(4年) 松林 ―

Ⅰ２２４

研究指導(3年) 吉井 ―
研究室 研究指導(4年) 吉井 ―

研究室

研究指導(3年) 末石 ―
Ⅰ２１１ 研究指導(4年) 末石 ―

研究室

研究指導(3年) 鈴木 ―
Ⅲ２２９ 研究指導(4年) 鈴木 ―

Ⅲ２２９

研究指導(3年) 中村(保)

―
Ⅰ２２３ 研究指導(4年) 中村(保)

―
Ⅰ２２３

研究指導(3年) 金京 ―
Ⅶ５０３ 研究指導(4年) 金京 ―

Ⅶ５０３

研究指導(3年) 奥西 ―
Ⅲ２１０

研究指導(3・4年合同) 羽森 ―
Ⅰ３２３ 研究指導(3・4年合同) 羽森 ―

Ⅰ３２３

研究指導(3・4年合同) 衣笠 ―
Ⅰ３１５ 研究指導(3・4年合同) 衣笠 ―

Ⅰ３１５

研究指導(3・4年合同) 宮川 ―
Ⅵ５０２ 研究指導(3・4年合同) 宮川 ―

Ⅵ５０２

研究指導(3・4年合同) 橋野 ―
Ⅰ３１３ 研究指導(3・4年合同) 橋野 ―

Ⅰ３１３

研究指導(4年) 小林 ―
Ⅶ４０３

研究指導(4年) 橋本 ―
Ⅴ２０６

共共共共 1年：基礎教養 1年：健スポ実習２ 1年：外国語第Ⅱ
1年：総合教養･外国語第Ⅱ・微積入門２再履

通通通通 2年：外国語第Ⅲ 2年：基礎教養･外国語第Ⅲ 2年：外国語第Ⅰ(ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ)･第Ⅲ 2年：外国語第Ⅰ(ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ)･第Ⅲ 2年：総合教養

①①①①

②②②② ★経済政策原理 永合 4E308 Ⅰ２３２ 国際金融論 砂川 4E311 Ⅵ５０１ ★関税政策と税関行政［S］ 神戸税関

―
Ⅰ２３２ 公共経済学 畳谷 4E307 Ⅰ１０２ ★中国経済論 梶谷 4E309 Ⅱ２６３

マクロ経済学の潮流［S］ 安岡 ―
Ⅰ３０６ ★環境経済論 竹内 4E310 Ⅰ１０２ 法経連携演習［S］ 田中(喜)

―
Ⅵ４０４ ★現代商品市場論［S］

東京商品取引所他

―
Ⅰ２３２ ○日欧比較ｾﾐﾅｰⅡ［S］ ｼｭﾗｰﾃﾞ

―
Ⅰ３２４

◆◎Academic Writing ﾎﾟｰﾘｯﾄ 4E324 Ⅰ３２４

Advanced Monetary Economics 西山 4E316 Ⅰ３２０ 上級マクロ経済学ⅠＢ 小林 4E314 Ⅰ３２０
綿貫

―

Ⅰ３２３

上級企業金融論 加藤 4E317 Ⅰ３０６

堀江 4E319 Ⅰ３１０ ﾜﾄｷﾝｽ 4E326

情報処理教室

共共共共 1年：総合教養 1年：外国語第Ⅰ 1年：総合教養･総合科目

通通通通 2年：外国語第Ⅰ（ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ) 2年：総合教養･総合科目

①①①① 民事法基礎 瀧 4E321 Ⅰ１０２ 民事法基礎 瀧 ― ― 上級日本語論文実践演習［S］ 前田 ―
Ⅰ２２４

★ﾋﾞｼﾞﾈｽ会計入門:ｷｬﾘｱ入門講義［S］
大原 ―

Ⅰ２３２

②②②② ◆◎Academic Reading［S］ 堀江 ―
Ⅰ３２０ 片山 ―

Ⅰ３２０

③③③③ 外書演習［S］ 田中(光)

―
Ⅵ５０２ 上級マクロ金融 砂川 ―

情報処理教室

銀行ﾋﾞｼﾞﾈｽﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ［S］ 三井住友

―
Ⅰ３３２ ﾜﾄｷﾝｽ ― Ⅵ４０４

④④④④ 上級マクロ金融 砂川 4E315
情報処理教室

修了研究［S］
柳川･水野･田中

―
Ⅵ４０４

木木木木
共共共共 1年：線形代数入門２ 1年：総合教養 1年：外国語第Ⅱ

1年：総合教養･総合科目･外国語第Ⅱ

通通通通 2年：基礎教養･外国語第Ⅲ 2年：外国語第Ⅲ 2年：外国語第Ⅰ(ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ)･第Ⅲ 2年：外国語第Ⅲ
2年：総合教養･総合科目・外国語第Ⅲ

①①①①

②②②② ★ヨーロッパ経済論 吉井 4E313 Ⅱ２６３ ★国際貿易論 中西 4E312 Ⅰ２３２

③③③③ 上級国際マクロ経済学 橋本 4E318 Ⅰ３２０ ■Advanced Macroeconomics 佐藤健 4E325 Ⅰ３２４ 研究指導(3年) 胡 ―
Ⅰ２２３ 研究指導(4年) 胡 ―

Ⅰ２２３ 齋藤他 ― Ⅱ１６１

④④④④ ■Advanced Ecomometrics ﾜﾄｷﾝｽ 4E326
情報処理教室

研究指導(3年) 玉岡 ―
Ⅰ２２４ 研究指導(4年) 玉岡 ―

Ⅰ２２４

研究指導(3年) 永合 ―
Ⅰ２１９ 研究指導(4年) 永合 ―

Ⅰ２１９

研究指導(3年) 柳川 ―
Ⅲ２１０ 研究指導(4年) 柳川 ―

Ⅲ２１０

研究指導(3年) 水野 ―
Ⅶ３０２ 研究指導(4年) 水野 ―

Ⅶ３０２

研究指導(3年) 安井 ―
Ⅵ４０３ 研究指導(4年) 安井 ―

Ⅵ４０３

研究指導(3年) 難波 ―
Ⅰ２１５

研究指導(3年) 中村健太

―
Ⅰ３１５

研究指導(3・4年合同) 地主 ―
Ⅰ３１９ 研究指導(3・4年合同) 地主 ―

Ⅰ３１９

研究指導(3・4年合同) 石川 ―
Ⅶ４０５ 研究指導(3・4年合同) 石川 ―

Ⅶ４０５

研究指導(3・4年合同) 中西 ―
Ⅳ５０９ 研究指導(3・4年合同) 中西 ―

Ⅳ５０９

研究指導(3・4年合同) 勇上 ―
Ⅵ５０２ 研究指導(3・4年合同) 勇上 ―

Ⅵ５０２

研究指導(3・4年合同) 清水 ―
Ⅰ３２３ 研究指導(3・4年合同) 清水 ―

Ⅰ３２３

研究指導(4年) 奥西 ―
Ⅰ３１２

研究指導(4年) 藤岡 ―
研究室

研究指導(4年) 竹内 ―
研究室 研究指導(3年) 竹内 ―

研究室

研究指導(4年) 石黒 ―
研究室 研究指導(3年) 石黒 ―

研究室

共共共共 2年：外国語第Ⅲ

①①①① 中級ミクロ経済学Ⅱ 宮川 4E301 Ⅱ２６３ □中級ミクロ経済学Ⅱ演習 佐藤 Ⅰ２１２ 社会科学の実践［S］ 凌霜会
―

Ⅰ２３２

□中級ミクロ経済学Ⅱ演習 鎌田 Ⅰ３２０

□中級ミクロ経済学Ⅱ演習
ヴィエシボフスカ

Ⅵ４０４

□中級ミクロ経済学Ⅱ演習 糟谷 Ⅰ３２４

□中級ミクロ経済学Ⅱ演習 熊代 Ⅵ５０２

□中級ミクロ経済学Ⅱ演習(留学生) 片山 Ⅰ２２４

②②②② 国際金融論 砂川 4E311 Ⅵ５０１ ★経済政策原理 永合 4E308 Ⅰ２３２ 経済数学［S］ 加茂 ―
Ⅰ２３２ 公共経済学 畳谷 4E307 Ⅰ１０２ ★中国経済論 梶谷 4E309 Ⅱ２６３

★環境経済論 竹内 4E310 Ⅰ１０２ 社会ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ入門［S］ 石川他
―

Ⅰ２０６ ★ｴｯｾﾝｼｬﾙﾐｸﾛ経済学［S］ 3E325

★［高度教養］ｴｯｾﾝｼｬﾙﾐｸﾛ経済学［S］ 3E348

○Academic Communication(仏)［S］ バレイユ ― Ｄ４０４

○Academic Communication(独)［S］ ゲッシュ ― Ｌ２０６

外書演習［S］
ｳﾞｨｴｼﾎﾞﾌｽｶ

―
Ⅵ５０３ Advanced Monetary Economics 西山 4E316 Ⅰ３２０ FinTech×ﾃﾞｻﾞｲﾝｼﾝｷﾝｸﾞ 住信SBI 4E320 Ⅰ３３２ 上級企業金融論 加藤 4E317 Ⅰ３０６

上級マクロ経済学ⅠＢ 小林 4E314 Ⅰ３２０

堀江 4E319 Ⅰ３１０ 難波
―

Ⅰ３２３

集中講義（経済学部開講）集中講義（経済学部開講）集中講義（経済学部開講）集中講義（経済学部開講）

   Q3 ③④ Advanced Energy Policy（Pepermans・(柳川)）　3E352  Q3 ③④ Advanced Energy Policy（Pepermans・(柳川)）　3E352  Q3 ③④ Advanced Energy Policy（Pepermans・(柳川)）　3E352  Q3 ③④ Advanced Energy Policy（Pepermans・(柳川)）　3E352   Q4 ② ESD演習Ⅱ（環境経済学Ⅱ）（石川 他）　4E322  Q4 ② ESD演習Ⅱ（環境経済学Ⅱ）（石川 他）　4E322  Q4 ② ESD演習Ⅱ（環境経済学Ⅱ）（石川 他）　4E322  Q4 ② ESD演習Ⅱ（環境経済学Ⅱ）（石川 他）　4E322

    　日程：10/30(月) 3・4限､10/31(火) 2・3限､11/1(水) 2～4限、11/2(木) 3限     　日程：1/20(土) 2～5限､2/13(火)～15(木) ﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｸ､2/16(金) 3～4限

    　教室：Ⅰ２３０　　※教務係カウンター上の名簿で履修登録受付     　教室：Ⅵ４０４　　※履修者は選考があります。

・時間割変更、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ください。

・履修登録は、原則「うりぼーネット」で行います。

・研究指導のみ履修する学生も、「うりぼーネット」の履修登録画面で必ず確認してください。

・履修登録が完了したら、各自で履修登録一覧表のPDFファイルをプリントし、教務係のメールボックスへ提出してください。・履修登録が完了したら、各自で履修登録一覧表のPDFファイルをプリントし、教務係のメールボックスへ提出してください。・履修登録が完了したら、各自で履修登録一覧表のPDFファイルをプリントし、教務係のメールボックスへ提出してください。・履修登録が完了したら、各自で履修登録一覧表のPDFファイルをプリントし、教務係のメールボックスへ提出してください。

　３Ｑ・４Ｑ・後期　履修登録期間　：　10月 2日(月)～10月16日(月)

　３Ｑ・後期　　　　履修取消期間　：　10月17日(火)～10月23日(月)

　４Ｑ　　　　　　　履修取消期間　：　12月18日(月)～12月24日(日)

Advanced Financial

　　Markets Workshop［S］

加茂

■Advanced Japanese

　　Legal SystemⅠ［S］

全学授業科目の時間割・教室・変更は国際教養教育院のHP･掲示板で確認すること　　全学授業科目の時間割・教室・変更は国際教養教育院のHP･掲示板で確認すること　　全学授業科目の時間割・教室・変更は国際教養教育院のHP･掲示板で確認すること　　全学授業科目の時間割・教室・変更は国際教養教育院のHP･掲示板で確認すること　　

特別演習（中･近世日本

　　経済史資料を読む）［S］

Advanced Economics of

　　Disaster Management

■Advanced Ecomometrics

特別演習（ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ-を用い

  たﾃﾞｰﾀ分析の基礎）［S］

Advanced Economics of

　　Disaster Management

Ⅰ２３２

③③③③

④④④④

③③③③

④④④④

【【【【

注注注注

意意意意

事事事事

項項項項

】】】】

表

の

つ

づ

き

４時限（15:10～16:40）４時限（15:10～16:40）４時限（15:10～16:40）４時限（15:10～16:40） ５時限（17:00～18:30）５時限（17:00～18:30）５時限（17:00～18:30）５時限（17:00～18:30）

月月月月

火火火火

水水水水

１時限（8:50～10:20）１時限（8:50～10:20）１時限（8:50～10:20）１時限（8:50～10:20） ２時限（10:40～12:10）２時限（10:40～12:10）２時限（10:40～12:10）２時限（10:40～12:10） ３時限（13:20～14:50）３時限（13:20～14:50）３時限（13:20～14:50）３時限（13:20～14:50）

4E302

他

金金金金

Advanced Seminar　for

　　Economics Studies［S］


