
※ 変更が生じた場合は朱筆訂正するので、こまめに確認すること。

※ 授業時と異なる教室で試験を行う場合は、試験場を黄色塗り（　　　　 ）している。

※ 履修登録者数により複数の教室を併用する場合があるので、注意すること。

※ この時間割に掲載されていない科目の教場試験実施に関しては、担当教員の指示に従うこと。

時限
実施⽇ 科⽬名 ／ 読替科⽬ 担当教員 試験場 科⽬名 ／ 読替科⽬ 担当教員 試験場 科⽬名 ／ 読替科⽬ 担当教員 試験場 科⽬名 ／ 読替科⽬ 担当教員 試験場 科⽬名 ／ 読替科⽬ 担当教員 試験場

地域分析論 ／ 地誌学（経） 遠藤　元 2201
2301 法の⽇本語 三枝　令⼦ 国際4

量的データ解析法Ⅰ ⾼林　久美⼦ 20
30 管理会計システム特論 荒井　耕 20

社会⼼理学Ⅱ（⼼理的分野） 埴⽥　健司 401
403 上級環境経済学Ⅰ 野⽥　浩⼆ 405

財務会計論Ⅱ
／ 商業学（経営） 佐々⽊　隆志 2201

2301
特別講義
（⾦融⼯学とリスクマネジメント）

碓井　茂樹
⻄出　勝正 31

国際私法 ⽵下　啓介 25 計量ファイナンス特論Ａ ⼭⽥　俊皓 28

保険法 ⼩林　道⽣ 35

経営戦略論Ⅱ 藤原　雅俊 2201
2202 法社会学 ／ 社会学（法） ⻑⾕川　貴陽史 26

経済の⽇本語上級Ⅰ（留学⽣⽤） ⻄⾕　まり CAI1

⾦融ファイナンスＡⅡ ⿑藤　誠 21 憲法（総論・⼈権）
／ 法律学（経・法） 阪⼝　正⼆郎 2201

⾏政法（総論） ⼟井　翼 401

国際政治経済研究 古内　洋平 1404

財政学Ⅱ 佐藤　主光 31 公共政策論 ⼩原　拓也 31

地⽅財政論 佐藤　主光 304

数理解析Ⅰ 津⽥　照久 34

ジェンダーとセクシュアリティの⼼理学 柘植　道⼦ 21

基礎マクロ経済学 ⼩島　健 31 ⾦融⼊⾨ ⼩⻄　⼤ 2201
2301

企業⾦融の理論と実務
（みずほ証券寄附講義） 幸⽥　博⼈ 21

経済地理学 ／ 地理学（経） ⼩⽥　宏信 2201
2301 ビジネス・エコノミクス特論 三隅　隆司 3201 International Law ⽵村　仁美 38

統計学⼊⾨ ⿊住　英司 21 資本市場論Ⅱ ⾼⾒沢　秀幸 36 上級計量経済学 松下　幸敏 38

マクロ経済学Ⅱ ／ 経済学（経） 塩路　悦朗 26 基礎計量経済学 ／ 統計学（経） 本⽥　敏雄
松下　幸敏

26
28 経済思想⼊⾨ ⽯倉　雅男 1201

計量ファイナンス特論ＢⅡ ⻘沼　君明 35 代数学Ⅱ ／ 代数学（経） 中⼭　能⼒ 20

現代経済史 ⻄川　輝 1202 労働経済学Ⅱ ⽥中　万理 304

上級技術経済学Ⅰ 岡⽥　⽺祐 23 ⺠法（債権総論・担保物権） ⽯⽥　剛 401

⽇本経済論 冨浦　英⼀ 205 ジェンダーと法 相澤　美智⼦ 26

刑法（各論） 橋本　正博 31 ⺠事⼿続法概論 ⼭本　和彦 33

商法総則商⾏為・⼿形⼩切⼿ 髙橋　真⼸ 1201 社会思想B 上野　⼤樹 34

地球社会の課題A
／ 地理学（法・社） 上⽥　元 301

304 政治史 ／ 政治学（社） 菊池　信輝 1202

産業・労働社会学特論 倉⽥　良樹 406

⺠法（総則・物権） ⼩峯　庸平 31 マーケティング⼊⾨（他学部） 神岡　太郎 36
38

Special Topics on
Management D ⽂　敏鳴 308 Intermediate Course in

Finance ⽂　敏鳴 307 特別講義
（会計プロフェッショナルの実務） 佐々　誠⼀ 28

冷戦史 ⽔本　義彦 21
22 流通システムⅡ ／ 商業学（経営） ⼭下　裕⼦ 2301 数量経済分析 作道　真理 405 法思想史 ／ 倫理学（法） 森村　進

坂井　⼤輔 2201 特別講義（アジア開発⾦融論） 奥⽥　英信 20

Advanced Course in Finance ⽂　敏鳴 308 現象数理 ／ 解析学（経） 磯部　健志 31 特別講義（公法） 武⾺　慎 406

企業と倫理・社会Ⅱ ⽥中　⼀弘 2201 政治学 ／ 政治学（経・社） ⽥中　拓道 1202

Special Topics on
Management B

James
Routledge 28

基礎ミクロ経済学 杉⽥　洋⼀ 21

法哲学 森村　進 401
405

⽐較刑事法 王　雲海 26

Interactive Course on
Business Basics
（Accounting）

佐々　誠⼀ 308ビジネス統計基礎 ⼩林　健太
21
30
31

確率・統計

1⽉9⽇(⽔)

⽊下　亮
31
32
33

1⽉10⽇(⽊)

1⽉11⽇(⾦)

教場試験時間割 （学部教育科目・教職科目）

平成30年度 冬学期末試験

平成30年12⽉12⽇ 現在
1限 2限 3限 4限 5限

12⽉12⽇(⽔)

21
22
23
31

マーケティング⼊⾨ 神岡　太郎
21
36
38

経営組織論Ⅱ
／ 商業学（経営） 坪⼭　雄樹

12⽉18⽇(⽕)

12⽉20⽇(⽊)

1⽉7⽇(⽉)

1⽉8⽇(⽕)


