
<2017年度>
法と経営学専攻 　時間割(2017年度生用)

修士期課程（2017年度入学生対象）
(春学期･通年)

曜時 開講期 授業コード 科目名 担当教員

月曜 １時限 通年 1W60055000 1年次演習 近藤 隆司

月曜 ２時限 通年 1W60054000 1年次演習 神田 良

月曜 ２時限 春学期 1W60036000 契約法研究（契約法の基本原理） 福田 清明

月曜 ３時限 通年 1W60055600 1年次演習 福田 清明

月曜 ４時限 春学期 1W60013000 会計研究2（内部統制・監査） 町田 祥弘

月曜 ４時限 春学期 1W60020000 ﾌｧｲﾅﾝｽ研究1（ｺｰﾎﾟﾚｰﾄﾌｧｲﾅﾝｽ） 仁科 一彦

火曜 １時限 通年 1W60054900 1年次演習 来住野 究

火曜 １時限 春学期 1W60050000 税法研究2（所得税の法と実務） 渡辺 充

火曜 ２時限 通年 1W60054300 1年次演習 藤田 晶子

火曜 ２時限 通年 1W60055200 1年次演習 渡辺 充

火曜 ２時限 春学期 1W60016000 企業法研究1（企業組織の法と実務） 来住野 究

火曜 ２時限 春学期 1W60032000 経営戦略研究2（ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ） 高井 透

火曜 ３時限 春学期 1W60001000 ﾋﾞｼﾞﾈｽ総論1 藤田 晶子/福田 清明

火曜 ４時限 通年 1W60055700 1年次演習 高田 寛

火曜 ４時限 春学期 1W60041000 不法行為法研究（不法行為法の基本構造） 阿部 満

火曜 ５時限 春学期 1W60047000 憲法研究（企業と憲法） 宮地 基

火曜 ４時限 通年 1W60055800 1年次演習 菅 正広

水曜 ２時限 春学期 1W60017000 企業法研究2（企業活動の法と実務） 清水 忠之

木曜 ２時限 春学期 1W60002000 ﾋﾞｼﾞﾈｽ総論2 北浦 貴士/高田 寛 

木曜 ５時限 春学期 1W60023000 企業金融研究（資金調達の法と実務） 河村 寛治 

木曜 ３時限 春学期 1W60008000 経営学研究論 北浦 貴士 

木曜 ５時限 通年 1W60054500 1年次演習 北浦 貴士 

金曜 １時限 春学期 1W60068000 会計研究5（会計基準論） 大雄 智 

金曜 ３時限 春学期 1W60007000 法学研究論 近藤 隆司 

金曜 ３時限 春学期 1W60049000 税法研究1（税法の基本原理） 西山 由美 

金曜 ４時限 通年 1W60054200 1年次演習 西山 由美 

金曜 ４時限 春学期 1W60067000 会計研究4（管理会計) 鳥居 宏史 

金曜 ５時限 通年 1W60055500 1年次演習 大野 弘明 

土曜 ２時限 春学期 1W60006000 法と経済学 猪俣 賢太郎 

　　



修士期課程（2017年度入学生対象）
(秋学期・通年)

曜時 開講期 授業コード 科目名 担当教員

月曜 １時限 通年 1W60055000 1年次演習 近藤 隆司

月曜 １時限 秋学期 1W60025000 経営組織・労務研究1（経営組織の構築と運営） 岩崎 尚人 

月曜 ２時限 通年 1W60054000 1年次演習 神田 良 

月曜 ２時限 秋学期 1W60024000 担保法研究（担保・保証の法と実務） 福田 清明 

月曜 ２時限 秋学期 1W60031000 経営戦略研究1（中小・中堅企業の持続的競争力構築） 岩崎 尚人 

月曜 ３時限 通年 1W60055600 1年次演習 福田 清明 

月曜 ５時限 秋学期 1W60048000 行政法研究（行政規制の法と実務） 鈴木 庸夫 

火曜 １時限 通年 1W60054900 1年次演習 来住野 究 

火曜 １時限 秋学期 1W60051000 税法研究3（法人税の法と実務） 渡辺 充 

火曜 ２時限 通年 1W60054300 1年次演習 藤田 晶子 

火曜 ２時限 通年 1W60055200 1年次演習 渡辺 充 

火曜 ３時限 秋学期 1W60033000 経営戦略研究3（情報ｼｽﾃﾑ） 森田 正隆 

火曜 ３時限 秋学期 1W60043000 競争法研究（企業間競争の法と実務） 山本 裕子 

火曜 ３時限 秋学期 1W60065000 社会起業論 菅 正広 

火曜 ３時限 秋学期 1W60066000 中小企業研究各論1（事業承継と税） 林 仲宣 

火曜 ４時限 通年 1W60055700  1年次演習 高田 寛 

火曜 ４時限 秋学期 1W60053000 環境法研究（企業と環境問題） 阿部 満 

火曜 ５時限 通年 1W60055800 1年次演習 菅 正広 

火曜 ６時限 秋学期 1W60063000 民事訴訟法研究（紛争解決の法と実務） 畑 宏樹 

水曜 １時限 秋学期 1W60042000 消費者法研究（消費者保護の法と実務） 圓山 茂夫 

水曜 ５時限 秋学期 1W60037000 知的財産法研究（知的財産の法と実務） 牧野 和夫 

木曜 ２時限 秋学期 1W60004000 企業と社会（CSR） 河村 寛治/濱地 良行 

木曜 ２時限 秋学期 1W60038000 国際取引法研究（ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾋﾞｼﾞﾈｽの法と実務） 高田 寛 

木曜 ２時限 秋学期 1W60040000 ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ研究2（ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｻｲｴﾝｽ） 齊藤 嘉一 

木曜 ３時限 秋学期 1W60005000 ﾋﾞｼﾞﾈｽｴｺﾉﾐｸｽ（企業活動の経済分析） 斉藤 都美 

木曜 ３時限 秋学期 1W60009000 企業経営・会社法研究（日本型ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ・ｶﾞﾊﾞﾅﾝｽの形成過程） 北浦 貴士 

木曜 ４時限 秋学期 1W60018000 企業法研究3（企業再編の法と実務） 滝川 宜信 

木曜 ５時限 通年 1W60054500 1年次演習 北浦 貴士

金曜 ２時限 秋学期 1W60012000 会計研究1（企業会計） 藤田 晶子 

金曜 ２時限 秋学期 1W60027000 経営組織・労務研究3（経営と組織） 槇谷 正人 

金曜 ３時限 秋学期 1W60044000 経済刑法研究（企業と刑法） 長井 長信 

金曜 ３時限 秋学期 1W60069000 法と経営学特論(グローバルビジネスと税) 西山 由美 

金曜 ４時限 通年 1W60054200 1年次演習 西山 由美 

金曜 ４時限 秋学期 1W60021000 ﾌｧｲﾅﾝｽ研究2（ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ） 大野 弘明 

金曜 ４時限 秋学期 1W60039000 ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ研究1（消費者行動） 池尾 恭一 

金曜 ５時限 通年 1W60055500 1年次演習 大野 弘明 

金曜 ５時限 秋学期 1W60062000 ﾋﾞｼﾞﾈｽ英語 山下 節子 

土曜 ２時限 秋学期 1W60064000 刑事訴訟法研究（刑事事件の法と実務） 鈴木 敏彦 

(夏期集中)

曜時 開講期 授業コード 科目名 担当教員

集中 秋学期集中 1W60061000 ｴｸｽﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 高田 寛 

水曜 ２時限 
西山 由美/来住野 究
福田 清明中小企業研究総論（事業承継の法と経営）1W60003000 秋学期 


