
2021年度　国際マネジメント研究科　時間割表　【前期】

月 火 No. 水 木 金 土

MKT EVE ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ意思決定ﾓﾃﾞﾙ MAYHEW

MKT 共通 地域活性化のﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ【前半】 宮副

MKT 共通 地域活性化のﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ【後半】 宮副

OIS 共通 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙIT【後半】 井田

共通 共通 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ･ｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ 伊藤/林

S&O DAY ｿｰｼｬﾙ･ﾈｯﾄﾜｰｸと組織のﾀﾞｲﾅﾐｸｽ【前半】 中野 必修 DAY ｱｶｳﾝﾃｨﾝｸﾞ【A】 宮田 S&O DAY ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ演習Ⅰ 澤田 必修 DAY ﾌｧｲﾅﾝｽ【A】 髙橋 S&O 共通 ｹﾞｰﾑ理論とﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 北野

S&O DAY 企業戦略【後半】 中野 必修 DAY 企業経営の経済学【B】 福井 F&A DAY 企業価値評価 髙橋 必修 DAY ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ【B】 黒岩 S&O EVE ｿｰｼｬﾙ･ﾈｯﾄﾜｰｸと組織のﾀﾞｲﾅﾐｸｽ【前半】 中野

OIS DAY ﾋﾞｼﾞﾈｽﾃﾞｰﾀ分析 岩井 MKT DAY ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ意思決定ﾓﾃﾞﾙ MAYHEW MKT 共通 地域活性化のﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ【前半】 宮副

MKT 共通 地域活性化のﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ【後半】 宮副

S&O EVE 企業戦略【後半】 中野

OIS 共通 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙIT【後半】 井田

OIS EVE ﾋﾞｼﾞﾈｽﾃﾞｰﾀ分析 岩井

S&O DAY ｿｰｼｬﾙ･ﾈｯﾄﾜｰｸと組織のﾀﾞｲﾅﾐｸｽ【前半】 中野 必修 DAY ｱｶｳﾝﾃｨﾝｸﾞ【B】 宮田 指定英語能力認定講座 必修 DAY 統計分析Ⅰ【A】 北野 必修 DAY ﾌｧｲﾅﾝｽ【B】 髙橋 必修 EVE 統計分析Ⅰ【C】 森田

S&O DAY 企業戦略【後半】 中野 必修 DAY 企業経営の経済学【A】 福井 必修 DAY 組織行動【B】 須田 必修 DAY ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ【A】 黒岩 必修 EVE 組織行動【D】 須田

S&O DAY 競争戦略 澤田 OIS DAY ｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝ･ﾓﾃﾞﾘﾝｸﾞ 中塚 基本 EVE ﾏｸﾛ経済学 藤井

S&O DAY ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ演習Ⅰ 藤井 OIS DAY ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ･ﾋﾞｼﾞﾈｽ 村上 基本 共通 ﾋﾞｼﾞﾈｽ･ﾌｨﾛｿﾌｨｰ 髙橋

S&O DAY ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ演習Ⅰ 島田 S&O EVE ｿｰｼｬﾙ･ﾈｯﾄﾜｰｸと組織のﾀﾞｲﾅﾐｸｽ【前半】 中野

S&O EVE 企業戦略【後半】 中野

OIS 共通 ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｽﾞ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ 細田

基本 DAY ﾏｸﾛ経済学 藤井 F&A DAY ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ 武田 指定英語能力認定講座 必修 DAY 統計分析Ⅰ【B】 北野 S&O DAY ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ演習Ⅰ【前半】 須田 必修 EVE 統計分析Ⅰ【D】 森田

F&A DAY 管理会計 福井 必修 DAY 組織行動【A】 須田 必修 EVE 組織行動【C】 須田

MKT DAY 価格戦略 MAYHEW 基本 共通 異文化ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄとﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ 清水

F&A DAY ﾌｧｲﾅﾝｽ会計演習Ⅰ 市野 F&A EVE 企業価値評価 髙橋

F&A DAY ﾌｧｲﾅﾝｽ会計演習Ⅰ 武田 共通 共通 ﾘｻｰﾁ･ﾒｿｯﾄﾞ 細田

AAL 共通 ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･ｹﾞｰﾑ 岩井/福井

基本 DAY ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｽﾞ･ﾘｻｰﾁ 中塚 S&O DAY ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ演習Ⅰ 北野 S&O DAY ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ演習Ⅰ【前半】 須田 AAL 共通 ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･ｹﾞｰﾑ 岩井/福井

基本 DAY ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ(上級) 陳 MKT 共通 ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ戦略 黒岩 TOEIC対策特別講座 小木曽

S&O DAY ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ演習Ⅰ 中野 F&A DAY 国際ﾌｧｲﾅﾝｽ 武田

F&A DAY ﾌｧｲﾅﾝｽ会計演習Ⅰ 森田

基本 EVE ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ(上級) FRANCIS 必修 EVE ｱｶｳﾝﾃｨﾝｸﾞ【C】 市野 70065 OIS 共通 ITと経営戦略 森 必修 EVE ﾌｧｲﾅﾝｽ【C】 中里 S&O EVE 競争戦略 澤田 AAL 共通 ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･ｹﾞｰﾑ 岩井/福井

S&O EVE ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ演習Ⅰ【前半】 須田 必修 EVE 企業経営の経済学【D】 北野 70071 共通 共通 ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝと組織改革 松永 必修 EVE ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ【D】 宮副 S&O 共通 新事業とﾍﾞﾝﾁｬｰ 石井 指定英語能力認定講座

S&O EVE ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ演習Ⅰ 中野 F&A EVE ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ 武田 70067 AAL 共通 ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ･ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
伊藤/小方

/髙山
基本 共通 文化と宗教から見るﾋﾞｼﾞﾈｽと倫理 島田 MKT 共通 次世代農業ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ 小林

S&O EVE ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ演習Ⅰ 藤井 OIS 共通 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 伊藤 70068 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Ⅰ 森田/吉野 MKT EVE 価格戦略 MAYHEW MKT 共通 ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ演習Ⅰ MAYHEW

MKT 共通 ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ･ﾘｻｰﾁ 萩原 共通 共通 医療経済学 稲垣 70066 AAL 共通 ﾋﾞｼﾞﾈｽ･ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 髙橋/伊藤 F&A 共通 ROEﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 廣木 OIS EVE ｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝ･ﾓﾃﾞﾘﾝｸﾞ 細田

F&A EVE 管理会計 福井 70070 AAL 共通 ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ･ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ･ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 黒岩/吉橋 F&A EVE ﾌｧｲﾅﾝｽ会計演習Ⅰ 市野

OIS 共通 SNS時代のﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾘﾚｰｼｮﾝｽﾞ 太田

基本 EVE ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｽﾞ･ﾘｻｰﾁ 中塚 必修 EVE ｱｶｳﾝﾃｨﾝｸﾞ【D】 市野 70067 AAL 共通 ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ･ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
伊藤/小方

/髙山
必修 EVE ﾌｧｲﾅﾝｽ【D】 中里 S&O 共通 計量経済学とﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 北野 AAL 共通 ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･ｹﾞｰﾑ 岩井/福井

S&O EVE ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ演習Ⅰ【前半】 須田 必修 EVE 企業経営の経済学【C】 北野 70068 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Ⅰ 森田/吉野 必修 EVE ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ【C】 宮副 S&O EVE ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ演習Ⅰ 澤田 指定英語能力認定講座

F&A EVE ﾌｧｲﾅﾝｽ会計演習Ⅰ 武田 70066 AAL 共通 ﾋﾞｼﾞﾈｽ･ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 髙橋/伊藤 S&O EVE ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ演習Ⅰ 北野 F&A 共通 FAST 北村

共通 共通 統計的分析論Ⅰ 福井 70070 AAL 共通 ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ･ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ･ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 黒岩/吉橋 F&A EVE 国際ﾌｧｲﾅﾝｽ 武田 OIS 共通 ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｽﾞ･情報ｼｽﾃﾑ演習Ⅰ 細田

F&A EVE ﾌｧｲﾅﾝｽ会計演習Ⅰ 森田 共通 共通 ﾘｽｸ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄとｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ 小林
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　∫
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正課外科目
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3限
13：20
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14：50
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　∫

12：30
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正課外科目


