
2021年度　国際マネジメント研究科　時間割表　【後期】

月 火 水 木 金 土

基本 共通 ﾏｸﾛ経済ﾃﾞｰﾀ分析 福井

基本 共通 ﾋﾞｼﾞﾈｽへの演劇ｱﾌﾟﾛｰﾁ 広瀬

MKT 共通 ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ(上級) 黒岩

OIS 共通 ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｽﾞ･情報ｼｽﾃﾑ(上級)【後半】 井田

必修 DAY ﾋﾞｼﾞﾈｽ倫理【A】 髙橋/島田 必修 DAY 経営戦略【A】 澤田 必修 EVE 経営戦略【C】 澤田

必修 DAY ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｽﾞ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ【B】 中塚 必修 EVE ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｽﾞ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ【D】 細田

F&A EVE 財務諸表論 市野

OIS 共通 ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｽﾞ･情報ｼｽﾃﾑ(上級)【後半】 井田

共通 共通 ｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ･ﾋﾞｼﾞﾈｽ 森川

MKT DAY 消費者購買行動【前半】 MAYHEW 必修 DAY ﾋﾞｼﾞﾈｽ倫理【B】 髙橋/島田 指定英語能力認定講座 共通 DAY 市場と組織 藤井 必修 DAY 経営戦略【B】 澤田 必修 EVE 経営戦略【D】 澤田

S&O DAY ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ【後半】 中野 F&A DAY ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ･ﾌｧｲﾅﾝｽ【前半】 伊藤 必修 DAY ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｽﾞ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ【A】 中塚 必修 EVE ﾋﾞｼﾞﾈｽ倫理【C】 髙橋/島田

F&A DAY ｻｽﾃﾅﾌﾞﾙ･ﾌｧｲﾅﾝｽ【後半】 伊藤 S&O DAY ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ演習Ⅱ【後半】 中野 共通 共通 統計的分析論Ⅱ 森田

共通 EVE 市場と組織 藤井

MKT DAY 消費者購買行動【前半】 MAYHEW F&A DAY ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ･ﾌｧｲﾅﾝｽ【前半】 伊藤 指定英語能力認定講座 F&A DAY 財務諸表論 市野 MKT DAY ﾌｧｯｼｮﾝ･ﾘﾃｲﾘﾝｸﾞ 宮副 必修 EVE ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｽﾞ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ【C】 細田

S&O DAY ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ【後半】 中野 F&A DAY ｻｽﾃﾅﾌﾞﾙ･ﾌｧｲﾅﾝｽ【後半】 伊藤 F&A DAY 財務会計 福井 必修 EVE ﾋﾞｼﾞﾈｽ倫理【D】 髙橋/島田

AAL 共通 ﾋﾞｼﾞﾈｽ･ﾃﾞｻﾞｲﾝ 髙橋/小谷 F&A DAY ﾀｯｸｽ･ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 市野 S&O DAY ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ演習Ⅱ【後半】 中野 F&A 共通 証券ﾃﾞｰﾀ分析 中里

AAL 共通 SDGsｺﾐｭﾆﾃｨ･ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ 宮副

AAL 共通 ﾌｧｲﾅﾝｽ&ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ 武田

基本 DAY ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ(基礎) 陳 基本 共通 ﾋﾞｼﾞﾈｽ･ｹﾞｰﾑ基礎 岩井 基本 DAY 統計分析Ⅱ 森田 MKT DAY ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ演習Ⅰ 黒岩 基本 共通 統計分析Ⅱ 森田

S&O DAY ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ演習Ⅱ 北野 F&A DAY ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞ 武田 基本 共通 ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ･ｽｷﾙ 清水

共通 DAY ﾋﾞｼﾞﾈｽにおける法と経済学 藤井 AAL 共通 SDGsｺﾐｭﾆﾃｨ･ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ 宮副

AAL 共通 ﾋﾞｼﾞﾈｽ･ﾃﾞｻﾞｲﾝ 髙橋/小谷 AAL 共通 ﾌｧｲﾅﾝｽ&ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ 武田

TOEIC対策特別講座 小木曽

基本 EVE ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ(基礎) FRANCIS MKT 共通 ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ戦略 松浦 MKT 共通 ｾｰﾙｽ･ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ 髙木 基本 EVE 統計分析Ⅱ 森田 MKT EVE 消費者購買行動【前半】 MAYHEW 指定英語能力認定講座

S&O 共通 人材ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ【前半】 須田 F&A EVE ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ･ﾌｧｲﾅﾝｽ【前半】 伊藤 OIS EVE ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ･ﾋﾞｼﾞﾈｽ 森 基本 共通 ﾋﾞｼﾞﾈｽ倫理とﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ 島田 S&O EVE ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ【後半】 中野

共通 共通 ﾍﾙｽｹｱ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ【前半】 川音 F&A EVE ｻｽﾃﾅﾌﾞﾙ･ﾌｧｲﾅﾝｽ【後半】 伊藤 共通 共通 経営史 宇田 MKT 共通 ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 赤井 MKT EVE ﾌｧｯｼｮﾝ･ﾘﾃｲﾘﾝｸﾞ 宮副

S&O EVE ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ演習Ⅱ【後半】 中野 F&A EVE ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞ 武田 AAL 共通 企業分析とﾌｧﾝﾄﾞ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝⅡ 森田/吉野 F&A EVE 財務諸表論 市野 MKT 共通 次世代ﾃﾞｼﾞﾀﾙｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ 名川

基本 共通 ｷｬﾘｱとﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ【後半】 須田 F&A EVE ﾀｯｸｽ･ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 市野 F&A 共通 金融資本市場概論 廣木 F&A 共通 企業合併･買収 吉永

MKT 共通 ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ演習Ⅱ MAYHEW OIS 共通 ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｽﾞ･情報ｼｽﾃﾑ演習Ⅰ 中塚 OIS 共通 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ･ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ 進藤 F&A EVE 財務会計 福井

F&A 共通 企業財務戦略 山本 OIS 共通 ｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 細田

S&O 共通 ｿｰｼｬﾙ･ｱﾝﾄﾚﾌﾟﾚﾅｰｼｯﾌﾟ 熊平/小林 MKT 共通 CRM戦略 坂本 AAL 共通 企業分析とﾌｧﾝﾄﾞ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝⅡ 森田/吉野 S&O EVE ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ演習Ⅰ 島田 MKT EVE 消費者購買行動【前半】 MAYHEW 指定英語能力認定講座

S&O 共通 人材ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ【前半】 須田 F&A EVE ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ･ﾌｧｲﾅﾝｽ【前半】 伊藤 MKT 共通 ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ･ｽﾄﾗﾃｼﾞｰ･ｹﾞｰﾑ MAYHEW S&O EVE ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ【後半】 中野

共通 共通 ﾍﾙｽｹｱ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ【前半】 川音 F&A EVE ｻｽﾃﾅﾌﾞﾙ･ﾌｧｲﾅﾝｽ【後半】 伊藤 MKT 共通 ﾏﾈｼﾞﾘｱﾙ･ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ 黒岩 MKT EVE ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ演習Ⅰ 黒岩

S&O EVE ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ演習Ⅱ【後半】 中野 MKT 共通 ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ演習Ⅰ 宮副

基本 共通 ｷｬﾘｱとﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ【後半】 須田 OIS 共通 ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｽﾞ･情報ｼｽﾃﾑ演習Ⅱ 細田

S&O 共通 ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ演習Ⅰ 髙橋

S&O EVE ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ演習Ⅱ 北野

共通 EVE ﾋﾞｼﾞﾈｽにおける法と経済学 藤井

2限
11：00
　∫

12：30

1限
 9：00
　∫

10：30

正課外科目

7限
20：10
　∫

21：40

6限
18：30
　∫

20：00

5限
16：50
　∫

18：20

4限
15：05
　∫

16：35

3限
13：20
　∫

14：50

正課外科目

正課外科目

正課外科目

正課外科目


