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※１科目につき、２コマ（２つの時限）の授業が実施されます。２コマ（２つの時限）を受講して２単位です。

講義コード 授業科目 クラス名 担当者 単位 学期・時間割期間 曜日 時限 キャンパス
97511003 国際会計論 3 杉本　徳栄 2 秋学期後半 土曜 １時限 西宮上ケ原キャンパス
97511003 国際会計論 3 杉本　徳栄 秋学期後半 土曜 ２時限 西宮上ケ原キャンパス
97514003 簿記 3 中島　稔哲 2 秋学期前半 土曜 ５時限 西宮上ケ原キャンパス
97514003 簿記 3 中島　稔哲 秋学期前半 土曜 ６時限 西宮上ケ原キャンパス
97514602 会計学 2 山地　範明 2 秋学期前半 火曜 １時限 西宮上ケ原キャンパス
97514602 会計学 2 山地　範明 秋学期前半 火曜 ２時限 西宮上ケ原キャンパス
97516003 財務会計論／財務諸表論特殊講義 3 山地　範明 2 秋学期後半 土曜 １時限 西宮上ケ原キャンパス
97516003 財務会計論／財務諸表論特殊講義 3 山地　範明 秋学期後半 土曜 ２時限 西宮上ケ原キャンパス
97532003 管理会計論 3 徳崎　進 2 秋学期後半 火曜 ６時限 大阪梅田キャンパス
97532003 管理会計論 3 徳崎　進 秋学期後半 火曜 ７時限 大阪梅田キャンパス
97532502 工業簿記基礎 2 清水　正雄 2 秋学期前半 土曜 ３時限 西宮上ケ原キャンパス
97532502 工業簿記基礎 2 清水　正雄 秋学期前半 土曜 ４時限 西宮上ケ原キャンパス
97533502 工業簿記 2 緒方　勇 2 秋学期後半 土曜 １時限 西宮上ケ原キャンパス
97533502 工業簿記 2 緒方　勇 秋学期後半 土曜 ２時限 西宮上ケ原キャンパス
97534003 原価計算論 3 緒方　勇 2 秋学期後半 土曜 ３時限 西宮上ケ原キャンパス
97534003 原価計算論 3 緒方　勇 秋学期後半 土曜 ４時限 西宮上ケ原キャンパス
97551003 会計倫理 3 西尾　宇一郎 2 秋学期後半 土曜 ５時限 西宮上ケ原キャンパス
97551003 会計倫理 3 西尾　宇一郎 秋学期後半 土曜 ６時限 西宮上ケ原キャンパス
97552002 監査論 2 上田　耕治 2 秋学期前半 土曜 ３時限 西宮上ケ原キャンパス
97552002 監査論 2 上田　耕治 秋学期前半 土曜 ４時限 西宮上ケ原キャンパス
97552003 監査論 3 上田　耕治 2 秋学期後半 木曜 ３時限 西宮上ケ原キャンパス
97552003 監査論 3 上田　耕治 秋学期後半 木曜 ４時限 西宮上ケ原キャンパス
97561002 経済学 2 稲澤　克祐 2 秋学期後半 木曜 １時限 西宮上ケ原キャンパス
97561002 経済学 2 稲澤　克祐 秋学期後半 木曜 ２時限 西宮上ケ原キャンパス
97562002 経営学 2 加藤　雄士 2 秋学期前半 土曜 １時限 西宮上ケ原キャンパス
97562002 経営学 2 加藤　雄士 秋学期前半 土曜 ２時限 西宮上ケ原キャンパス
97563002 ＩＴ基礎 2 吉川　郁夫 2 秋学期前半 水曜 ６時限 大阪梅田キャンパス
97563002 ＩＴ基礎 2 吉川　郁夫 秋学期前半 水曜 ７時限 大阪梅田キャンパス
97563500 行財政基礎 稲澤　克祐 2 秋学期後半 木曜 ３時限 西宮上ケ原キャンパス
97563500 行財政基礎 稲澤　克祐 秋学期後半 木曜 ４時限 西宮上ケ原キャンパス
97580502 企業法基礎 2 池島　真策 2 秋学期前半 火曜 ６時限 大阪梅田キャンパス
97580502 企業法基礎 2 池島　真策 秋学期前半 火曜 ７時限 大阪梅田キャンパス
97581003 企業法 3 岡本　智英子 2 秋学期前半 月曜 ６時限 大阪梅田キャンパス
97581003 企業法 3 岡本　智英子 秋学期前半 月曜 ７時限 大阪梅田キャンパス
97583002 法人税法 2 西尾　宇一郎 2 秋学期後半 木曜 ６時限 大阪梅田キャンパス
97583002 法人税法 2 西尾　宇一郎 秋学期後半 木曜 ７時限 大阪梅田キャンパス
97611002 簿記応用 2 中島　稔哲 2 秋学期前半 金曜 ６時限 大阪梅田キャンパス
97611002 簿記応用 2 中島　稔哲 秋学期前半 金曜 ７時限 大阪梅田キャンパス
97612002 会計基準論 2 中島　稔哲 2 秋学期後半 木曜 ６時限 大阪梅田キャンパス
97612002 会計基準論 2 中島　稔哲 秋学期後半 木曜 ７時限 大阪梅田キャンパス
97613102 国際会計基準論Ａ 2 杉本　徳栄 2 秋学期前半 土曜 １時限 西宮上ケ原キャンパス
97613102 国際会計基準論Ａ 2 杉本　徳栄 秋学期前半 土曜 ２時限 西宮上ケ原キャンパス
97613502 国際会計基準論Ｂ 2 杉本　徳栄 2 秋学期後半 土曜 ３時限 西宮上ケ原キャンパス
97613502 国際会計基準論Ｂ 2 杉本　徳栄 秋学期後半 土曜 ４時限 西宮上ケ原キャンパス
97614002 連結財務諸表論 2 山地　範明 2 秋学期後半 火曜 ６時限 大阪梅田キャンパス
97614002 連結財務諸表論 2 山地　範明 秋学期後半 火曜 ７時限 大阪梅田キャンパス
97615000 会計制度論／会計ディスクロージャー論特殊講義 上田　耕治 2 秋学期前半 土曜 １時限 西宮上ケ原キャンパス
97615000 会計制度論／会計ディスクロージャー論特殊講義 上田　耕治 秋学期前半 土曜 ２時限 西宮上ケ原キャンパス
97616000 国際公会計論 稲澤　克祐 2 秋学期前半 土曜 ３時限 西宮上ケ原キャンパス
97616000 国際公会計論 稲澤　克祐 秋学期前半 土曜 ４時限 西宮上ケ原キャンパス
97619002 公会計論 2 稲澤　克祐 2 秋学期後半 土曜 ３時限 西宮上ケ原キャンパス
97619002 公会計論 2 稲澤　克祐 秋学期後半 土曜 ４時限 西宮上ケ原キャンパス
97632102 原価管理論 2 玉置　求己 2 秋学期後半 月曜 ６時限 大阪梅田キャンパス
97632102 原価管理論 2 玉置　求己 秋学期後半 月曜 ７時限 大阪梅田キャンパス
97633002 財務分析 2 前原　啓二 2 秋学期前半 金曜 ６時限 大阪梅田キャンパス
97633002 財務分析 2 前原　啓二 秋学期前半 金曜 ７時限 大阪梅田キャンパス
97640002 コストマネジメント 2 緒方　勇 2 秋学期前半 金曜 １時限 西宮上ケ原キャンパス
97640002 コストマネジメント 2 緒方　勇 秋学期前半 金曜 ２時限 西宮上ケ原キャンパス
97651002 監査制度論 2 上田　耕治 2 秋学期前半 木曜 ３時限 西宮上ケ原キャンパス
97651002 監査制度論 2 上田　耕治 秋学期前半 木曜 ４時限 西宮上ケ原キャンパス
97652002 監査基準論 2 安福　健也 2 秋学期後半 土曜 ５時限 西宮上ケ原キャンパス
97652002 監査基準論 2 安福　健也 秋学期後半 土曜 ６時限 西宮上ケ原キャンパス
97653002 国際監査論 2 白井　弘 2 秋学期後半 土曜 ３時限 西宮上ケ原キャンパス
97653002 国際監査論 2 白井　弘 秋学期後半 土曜 ４時限 西宮上ケ原キャンパス
97661000 経済政策 稲澤　克祐 2 秋学期前半 土曜 １時限 西宮上ケ原キャンパス
97661000 経済政策 稲澤　克祐 秋学期前半 土曜 ２時限 西宮上ケ原キャンパス
97662000 財政学 稲澤　克祐 2 秋学期後半 土曜 １時限 西宮上ケ原キャンパス
97662000 財政学 稲澤　克祐 秋学期後半 土曜 ２時限 西宮上ケ原キャンパス
97664000 ファイナンス 甲斐　良隆 2 秋学期後半 木曜 ３時限 西宮上ケ原キャンパス
97664000 ファイナンス 甲斐　良隆 秋学期後半 木曜 ４時限 西宮上ケ原キャンパス
97681002 民法 2 松野　友芳 2 秋学期前半 土曜 １時限 西宮上ケ原キャンパス
97681002 民法 2 松野　友芳 秋学期前半 土曜 ２時限 西宮上ケ原キャンパス
97682002 商法 2 岡本　智英子 2 秋学期後半 月曜 １時限 西宮上ケ原キャンパス
97682002 商法 2 岡本　智英子 秋学期後半 月曜 ２時限 西宮上ケ原キャンパス
97683002 会社法 2 岡本　智英子 2 秋学期前半 月曜 １時限 西宮上ケ原キャンパス
97683002 会社法 2 岡本　智英子 秋学期前半 月曜 ２時限 西宮上ケ原キャンパス

２０１７年度秋学期　関西学院大学　専門職大学院　経営戦略研究科　会計専門職専攻　開講科目一覧

※集中講義科目の授業日時は、別ファイルの「集中講義開講科目一覧＜秋学期＞」にてご確認ください。

※この時間割は2017年６月18日現在の情報です。時間割は都合により変更する場合があります。
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97685002 金融商品取引法 2 石田　眞得 2 秋学期後半集中 集中・その他 集中 大阪梅田キャンパス
97686002 所得税法・消費税法 2 西尾　宇一郎 2 秋学期後半 月曜 ３時限 西宮上ケ原キャンパス
97686002 所得税法・消費税法 2 西尾　宇一郎 秋学期後半 月曜 ４時限 西宮上ケ原キャンパス
97711500 英文会計 前原　啓二 2 秋学期後半 水曜 ６時限 大阪梅田キャンパス
97711500 英文会計 前原　啓二 秋学期後半 水曜 ７時限 大阪梅田キャンパス
97713000 中小会社会計論 前原　啓二 2 秋学期前半 水曜 ６時限 大阪梅田キャンパス
97713000 中小会社会計論 前原　啓二 秋学期前半 水曜 ７時限 大阪梅田キャンパス
97714000 環境会計論／環境会計論特殊講義 阪　智香 2 秋学期前半 火曜 １時限 西宮上ケ原キャンパス
97714000 環境会計論／環境会計論特殊講義 阪　智香 秋学期前半 火曜 ２時限 西宮上ケ原キャンパス
97718500 財務会計課題研究 山地　範明 4 秋学期 金曜 ３時限 西宮上ケ原キャンパス
97718500 財務会計課題研究 山地　範明 秋学期 金曜 ４時限 西宮上ケ原キャンパス
97721000 企業内容開示論 上田　耕治 2 秋学期後半 木曜 ６時限 大阪梅田キャンパス
97721000 企業内容開示論 上田　耕治 秋学期後半 木曜 ７時限 大阪梅田キャンパス
97722000 ビジネス会計論 山地　範明 2 秋学期前半 木曜 ６時限 大阪梅田キャンパス
97722000 ビジネス会計論 山地　範明 秋学期前半 木曜 ７時限 大阪梅田キャンパス
97722500 英文会計事例研究 笠岡　恵理子 2 秋学期後半 火曜 １時限 西宮上ケ原キャンパス
97722500 英文会計事例研究 笠岡　恵理子 秋学期後半 火曜 ２時限 西宮上ケ原キャンパス
97731002 意思決定会計論 2 徳崎　進 2 秋学期前半 木曜 １時限 西宮上ケ原キャンパス
97731002 意思決定会計論 2 徳崎　進 秋学期前半 木曜 ２時限 西宮上ケ原キャンパス
97731502 業績評価会計論 2 徳崎　進 2 秋学期前半 火曜 ６時限 大阪梅田キャンパス
97731502 業績評価会計論 2 徳崎　進 秋学期前半 火曜 ７時限 大阪梅田キャンパス
97732000 会計情報システム 畠山　隆雄 2 秋学期前半 土曜 ５時限 西宮上ケ原キャンパス
97732000 会計情報システム 畠山　隆雄 秋学期前半 土曜 ６時限 西宮上ケ原キャンパス
97733500 公管理会計論 稲澤　克祐 2 秋学期前半 土曜 ５時限 西宮上ケ原キャンパス
97733500 公管理会計論 稲澤　克祐 秋学期前半 土曜 ６時限 西宮上ケ原キャンパス
97736500 原価計算課題研究 玉置　求己 4 秋学期 水曜 ６時限 大阪梅田キャンパス
97736500 原価計算課題研究 玉置　求己 秋学期 水曜 ７時限 大阪梅田キャンパス
97737000 管理会計事例研究 徳崎　進 2 秋学期後半 土曜 ３時限 西宮上ケ原キャンパス
97737000 管理会計事例研究 徳崎　進 秋学期後半 土曜 ４時限 西宮上ケ原キャンパス
97737501 管理会計特別講義A 1 浜田　和樹 2 秋学期前半 月曜 ３時限 西宮上ケ原キャンパス
97737501 管理会計特別講義A 1 浜田　和樹 秋学期前半 月曜 ４時限 西宮上ケ原キャンパス
97737502 管理会計特別講義A 2 浜田　和樹 2 秋学期後半 月曜 ３時限 西宮上ケ原キャンパス
97737502 管理会計特別講義A 2 浜田　和樹 秋学期後半 月曜 ４時限 西宮上ケ原キャンパス
97751502 内部統制論 2 橋爪　健治 2 秋学期前半 土曜 ５時限 西宮上ケ原キャンパス
97751502 内部統制論 2 橋爪　健治 秋学期前半 土曜 ６時限 西宮上ケ原キャンパス
97752500 システム監査 畠山　隆雄 2 秋学期後半 土曜 ５時限 西宮上ケ原キャンパス
97752500 システム監査 畠山　隆雄 秋学期後半 土曜 ６時限 西宮上ケ原キャンパス
97752900 内部監査論 天野　雄介 2 秋学期前半 土曜 ５時限 西宮上ケ原キャンパス
97752900 内部監査論 天野　雄介 秋学期前半 土曜 ６時限 西宮上ケ原キャンパス
97753100 公監査論 丸山　恭司 2 秋学期後半 土曜 ５時限 西宮上ケ原キャンパス
97753100 公監査論 丸山　恭司 秋学期後半 土曜 ６時限 西宮上ケ原キャンパス
97756500 監査事例研究 大森　一幸 2 秋学期後半 金曜 ６時限 大阪梅田キャンパス
97756500 監査事例研究 大森　一幸 秋学期後半 金曜 ７時限 大阪梅田キャンパス
97763000 経営戦略 上野　恭裕 2 秋学期後半 金曜 ６時限 大阪梅田キャンパス
97763000 経営戦略 上野　恭裕 秋学期後半 金曜 ７時限 大阪梅田キャンパス
97763500 組織管理 加藤　雄士 2 秋学期後半 土曜 ３時限 西宮上ケ原キャンパス
97763500 組織管理 加藤　雄士 秋学期後半 土曜 ４時限 西宮上ケ原キャンパス
97764500 ＮＰＯマネジメント 深尾　昌峰 2 秋学期後半集中 集中・その他 集中 大阪梅田キャンパス
97765302 自治体財務管理 2 松藤　保孝 2 秋学期後半 土曜 ３時限 大阪梅田キャンパス
97765302 自治体財務管理 2 松藤　保孝 秋学期後半 土曜 ４時限 大阪梅田キャンパス
97765900 病院会計 荒井　耕 2 秋学期後半集中 集中・その他 集中 大阪梅田キャンパス
97771500 経営学課題研究 加藤　雄士 4 秋学期 金曜 ６時限 大阪梅田キャンパス
97771500 経営学課題研究 加藤　雄士 秋学期 金曜 ７時限 大阪梅田キャンパス
97771700 経営診断論 加藤　雄士 2 秋学期後半 土曜 １時限 西宮上ケ原キャンパス
97771700 経営診断論 加藤　雄士 秋学期後半 土曜 ２時限 西宮上ケ原キャンパス
97771900 コーチング論 加藤　雄士 2 秋学期前半 土曜 ３時限 西宮上ケ原キャンパス
97771900 コーチング論 加藤　雄士 秋学期前半 土曜 ４時限 西宮上ケ原キャンパス
97782000 知的財産権法 諏訪野　大 2 秋学期後半 水曜 ６時限 大阪梅田キャンパス
97782000 知的財産権法 諏訪野　大 秋学期後半 水曜 ７時限 大阪梅田キャンパス
97782500 信託法 林　邦彦 2 秋学期前半 土曜 ３時限 西宮上ケ原キャンパス
97782500 信託法 林　邦彦 秋学期前半 土曜 ４時限 西宮上ケ原キャンパス
97783502 企業法要説 2 大野　尚 2 秋学期前半 水曜 ６時限 大阪梅田キャンパス
97783502 企業法要説 2 大野　尚 秋学期前半 水曜 ７時限 大阪梅田キャンパス
97787500 租税法事例研究 西尾　宇一郎 2 秋学期前半 月曜 ６時限 大阪梅田キャンパス
97787500 租税法事例研究 西尾　宇一郎 秋学期前半 月曜 ７時限 大阪梅田キャンパス
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