
令和5年度　前　学　期　授　業　時　間　割 （専門科目教員希望入り・ゼミ希望入り、教育委員会後）

教員名 科目名 教室 教員名 科目名 教室 教員名 科目名 教室 教員名 科目名 教室 教員名 科目名 教室
1年 　基本6科目枠 　基本6科目枠 　基本6科目枠 　基本6科目枠

浅川 基本マクロ経済学 教養大講 岩本 基本法学 教養大講 松尾 基本経営学 経済５ 谷 基本マクロ経済学 経済５
（経済学科　＋　2年生以上） （経済学科　＋　2年生以上） （経営学科　・　経済法学科） （経営学科　・　経済法学科）

第１クォーター 第１クォーター 第１クォーター 第1クォーター
（篠森） 基本簿記会計 経済５ （篠森） 基本簿記会計 経済５ （平尾） 基本簿記会計 教養大講 （平尾） 基本簿記会計 教養大講

（経営学科　・　経済法学科） （経営学科　・　経済法学科） （経済学科　＋　2年生以上） （経済学科　＋　2年生以上）

2年

3年 展開科目枠 融合科目枠 　融合科目枠（第2Qのみ） 　融合科目枠（第2Qのみ）

品川 農政経済論 教養１２４ 上山 計量経済学 経済４ サーリヤ 特殊講義
宮崎 流通産業論 経済５  （Economics for Developing Countries） 教養２１０９ＡＬ
早川 労働法Ⅱ 経済４ 第２クォーター 第２クォーター

伊藤 経済学演習 経済４ 伊藤 経済学演習 経済４

演習 中村 演習（２年） 経済１３１演 谷 演習（２年） 経済１３１演 サーリヤ 演習（２年） 経済１２１演 上山 演習（２年） 情報演習室 品川 演習（２年） 経済１２２演
早川 演習（２年） 経済１３２演 洪 演習（２年） 経済１２２演 羽石 演習（２年） 経済AL 中西 演習（２年） 経済１３３演

伊藤 演習（４年） 経済１３３演 谷 演習（３年） 経済１３１演 張 演習（３年） 経済会議室 宮崎 演習（３年） 多目的演習室
上山 演習（３年） 情報演習室 品川 演習（３年） 経済１２２演 岩本 演習（３年） 経済１２１演
谷口 演習（３年） 経済１２３演 中西 演習（３年） 経済１３３演
羽石 演習（３年） 経済AL 孫 演習（３年） 経済１２３演 張 演習（４年） 経済１２４演
篠﨑 演習（３年） 経済１２４演 洪 演習（４年） 経済１３１演
井上 演習（３年） 多目的演習室 谷 演習（４年） 経済１３１演 羽石 演習（４年） 経済AL
早川 演習（３年） 経済１３２演 岩本 演習（４年） 経済１２１演 山形 演習（４年） 経済１３２演

井上 演習（４年） 多目的演習室 孫 演習（４年） 経済１２３演
中西 演習（４年） 経済１３３演 樫澤 演習（４年） 経済１２５演

早川 演習（４年） 経済１３２演

1年

平部 大学入門科目Ⅰ 教養１４１ サーリヤ・亀山 大学入門科目Ⅰ 教養１３３
中山 大学入門科目Ⅰ 教養１４３ 中西 大学入門科目Ⅰ 教養１１１
早川 大学入門科目Ⅰ 教養１４４ 品川 大学入門科目Ⅰ 教養１２１
樫澤 大学入門科目Ⅰ 教養２１０３ＡＬ 張 大学入門科目Ⅰ 教養２１０３ＡＬ

薗田 大学入門科目Ⅰ 教養１２３
谷口 大学入門科目Ⅰ 教養２１０４ＡＬ

2年 　基幹科目B枠

中村 経済数学 教養２１０９AL 中西 財政学 経済５
松尾 経営組織論 経済５ （平地） 経営労務論 教養２１０１
井上 統治機構論 経済４ （畑山） 現代政治論 経済４

3年 展開科目枠 融合科目枠 　融合枠

サーリヤ 開発経済学 経済５ 吉田 産業組織論 教養２１０１ 亀山 都市経済学 経済５ 樫澤 国際環境法 教養２２０１
平部 社会保障法Ⅱ 経済４ 篠﨑 ファイナンス論 経済５ 洪 ブランド戦略論 教養大講

（児玉） 行政救済法 経済４ 孫 知的財産法 経済４

演習 山本 演習（４年） 経済１３１演 山本 演習（３年） 経済１３１演 山本 演習（２年） 経済１３１演 薗田 演習（２年） 多目的演習室 洪 演習（３年） 経済１３１演
安田 演習（２年） 経済１２１演 金子 演習（２年） 経済１２２演 平部 演習（３年） 経済１３２演

亀山 演習（４年） 経済１３３演 孫 演習（２年） 経済１３３演 谷口 演習（２年） 経済１２３演
吉田 演習（４年） 経済１３２演 平部 演習（２年） 経済１３２演 吉田 演習（２年） 情報演習室 品川 演習（４年） 経済１２２演
（児玉） 演習（４年） 経済１２１演 山形 演習（２年） 経済１３１演 宮崎 演習（４年） 経済１３３演

野方 演習（２年） 経済１３２演 中山 演習（４年） 経済１２１演
井上 演習（２年） 経済１３３演

安田 演習（４年） 経済１２１演

1年

2年 英語B（再履修） 英語B（再履修）

3年 　展開科目（非常勤講師用）枠 　展開科目（非常勤講師用）枠

（田村） 経済地理学 経済5 （小西） 商法 オンライン
（山下） 特殊講義（国際会計論） 経済４ （山下） 特殊講義（国際会計論） 経済4

【隔週開講／最終開講／旧カリ】 【隔週開講／最終開講／旧カリ】

（岸川） 商業科教育法Ⅰ 経済１２１演 （岸川） 職業指導（商業） 経済１２１演

演習 平部 演習（４年） 経済１３１演

基本教養
PAGE英語C

月
曜
日

情報基礎概論（経営学科）

火
曜
日

情報基礎概論（再履修：経済学部）

水
曜
日

基本教養 基本教養 基本教養

インターフェース インターフェース

経済学部　   令和５年４月１８日

１校時（８：５０～１０：２０） ２校時（１０：３０～１２：００） ３校時（１３：００～１４：３０） ４校時（１４：４０～１６：１０） ５校時（１６：２０～１７：５０）

※２０２３年４月１８日（更新）経済学部時間割表
２０２０年以前入学の学生は読み替え表を確認してください。
開講学期が変更になっている場合もあるので確認すること。

■ 教員名（　　）は、非常勤講師を示す。
◎印は、融合科目における重点科目

■ 1年は1年次生以上、2年は2年次生以上、3年は3年次生以上から履修可能科目 ・ファイナンス→【ファ】、経済政策→【経済】、地域と国際→【地域】
・経営→【経営】、会計→【会計】・企業法→【企業】、公共政策法→【公共】■ 集中講義の時期等については、別途掲示する。



令和5年度　前　学　期　授　業　時　間　割 （専門科目教員希望入り・ゼミ希望入り、教育委員会後）

教員名 科目名 教室 教員名 科目名 教室 教員名 科目名 教室 教員名 科目名 教室 教員名 科目名 教室

経済学部　   令和５年４月１８日

１校時（８：５０～１０：２０） ２校時（１０：３０～１２：００） ３校時（１３：００～１４：３０） ４校時（１４：４０～１６：１０） ５校時（１６：２０～１７：５０）

※２０２３年４月１８日（更新）経済学部時間割表
２０２０年以前入学の学生は読み替え表を確認してください。
開講学期が変更になっている場合もあるので確認すること。

■ 教員名（　　）は、非常勤講師を示す。
◎印は、融合科目における重点科目

■ 1年は1年次生以上、2年は2年次生以上、3年は3年次生以上から履修可能科目 ・ファイナンス→【ファ】、経済政策→【経済】、地域と国際→【地域】
・経営→【経営】、会計→【会計】・企業法→【企業】、公共政策法→【公共】■ 集中講義の時期等については、別途掲示する。

1年 　基本6科目枠 　基本6科目枠 　基本6科目枠
谷口 基本ミクロ経済学 亀山 基本統計学 教養大講 野方 基本経営学 教養大講

（経済学科　＋　2年生以上） 教養大講 （経済学科　＋　2年生以上） （経済学科　＋　2年生以上）
閔 基本統計学 吉田 基本ミクロ経済学 岩本 基本法学

（経営学科・経済法学科） 経済５ （経営学科・経済法学科） 経済５ （経営学科・経済法学科）　 経済５

2年

（山崎） ビジネス・コミュニケーション英語 教養２２０９AL （山崎） ビジネス基礎英語 教養２２０９AL

3年

演習 サーリヤ 演習（３年） 経済１２３演 中山 演習（２年） 経済１２１演 伊藤 演習（２年） 情報演習室
吉田 演習（３年） 経済１２２演 岩本 演習（２年） 経済１３２演 亀山 演習（２年） 多目的演習室
中村 演習（３年） 経済１２４演 閔 演習（２年） 経済１３１演
亀山 演習（３年） 多目的演習室 薗田 演習（３年） 経済１３３演
内山 演習（３年） 経済１３１演 金子 演習（３年） 経済１２２演 中山 演習（３年） 経済１２１演
伊藤 演習（３年） 情報演習室  
山形 演習（３年） 経済１３３演 サーリヤ 演習（４年） 経済１２３演
野方 演習（３年） 経済１３２演 内山 演習（４年） 経済１３１演

松尾 演習（４年） 経済１２１演

1年

羽石 大学入門科目Ⅰ 教養１４１
田 大学入門科目Ⅰ 教養１４３

閔 大学入門科目Ⅰ 教養１４４
山本 大学入門科目Ⅰ 教養２１０３ＡＬ
野方 大学入門科目Ⅰ 教養２１０４ＡＬ

2年 　基幹科目B枠 　基幹科目B枠

張 金融論 経済５ 田 原価計算論 教養２３０１
安田 プログラミング 総情演習室 内山 刑法各論 経済５ 田 現代の経営（2年次展開科目） 経済５
中山 物権法 経済４

3年 融合科目枠 展開科目枠 展開科目枠

羽石 経営情報論 経済５ 金子 アジア経済史 経済４ 山本 経営史 経済５
薗田 経済政策論【最終開講／旧カリ】 教養２１０１ 岩本 経済法Ⅱ 経済４
山形 実践会計 教養大講

演習 中村 演習（４年） 経済１３１演 上山 演習（４年） 情報演習室 安田 演習（３年） 経済１３２演 宮崎 演習（２年） 経済１２１演
樫澤 演習（３年） 経済１２３演 内山 演習（２年） 経済１３１演

薗田 演習（４年） 経済１３３演
金子 演習（４年） 経済１２１演
篠﨑 演習（４年） 経済１２２演
野方 演習（４年） 経済１３１演

情報演習室＝経済１号館２階情報演習室  経済１２１演＝経済１号館２階経済１２１演習室　　経済１２２演＝経済１号館２階経済１２２演習室　　経済１２３演＝経済１号館２階経済１２３演習室　　経済１２４演＝経済１号館２階経済１２４演習室　　経済１２５演＝経済１号館２階経済１２５演習室　　多
目的演習室＝経済１号館３階多目的演習室　　経済１３１演＝経済１号館３階経済１３１演習室　　経済１３２演＝経済１号館３階経済１３２演習室　　経済１３３演＝経済１号館３階経済１３３演習室　　経済AL＝経済３号館１階アクティブラーニング室　　総情第２演＝総合情報基盤センター第２演習室
教養１３１＝教養教育１号館３階１３１番　　教養２１０１＝教養教育２号館１階２１０１　　教養２２０１＝教養教育２号館２階２２０１　　教養２３０１＝教養教育２号館３階２３０１　　教養２０１３AL＝教養教育２号館１階２０１３AL　　教養２１０４AL＝教養教育２号館１階２１０４AL　教養２１０９
AL＝教養教育２号館１階２１０９AL　　教養２２０９AL＝教養教育２号館２階２２０９AL  教養大講＝教養教育大講義室

英語A

情報基礎概論（経済学科 後半） 情報基礎概論（経済学科 前半　＋　経済法学科）

金
曜
日

英語C

インターフェース インターフェース木
曜
日

基本教養 基本教養

基本教養　・　インターフェース 基本教養　・　インターフェース


