
※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 授業科⽬名 クラス 担当者 単位 学期・時間割期間 曜⽇ 時限 キャンパス
97511001 国際会計論 1 杉本　徳栄 2 春学期前半 ⽕曜 ３時限 ⻄宮上ケ原キャンパス
97511001 国際会計論 1 杉本　徳栄 春学期前半 ⽕曜 ４時限 ⻄宮上ケ原キャンパス
97511002 国際会計論 2 杉本　徳栄 2 春学期後半 ⽊曜 ３時限 ⻄宮上ケ原キャンパス
97511002 国際会計論 2 杉本　徳栄 春学期後半 ⽊曜 ４時限 ⻄宮上ケ原キャンパス
97512000 簿記原理 清⽔　正雄 2 春学期前半 ⼟曜 ３時限 ⻄宮上ケ原キャンパス
97512000 簿記原理 清⽔　正雄 春学期前半 ⼟曜 ４時限 ⻄宮上ケ原キャンパス
97513001 簿記基礎 1 島本　克彦 2 春学期前半 ⼟曜 ３時限 ⻄宮上ケ原キャンパス
97513001 簿記基礎 1 島本　克彦 春学期前半 ⼟曜 ４時限 ⻄宮上ケ原キャンパス
97513002 簿記基礎 2 島本　克彦 2 春学期後半 ⼟曜 ３時限 ⻄宮上ケ原キャンパス
97513002 簿記基礎 2 島本　克彦 春学期後半 ⼟曜 ４時限 ⻄宮上ケ原キャンパス
97514001 簿記 1 上⽥　耕治 2 春学期前半 ⼟曜 ５時限 ⻄宮上ケ原キャンパス
97514001 簿記 1 上⽥　耕治 春学期前半 ⼟曜 ６時限 ⻄宮上ケ原キャンパス
97514002 簿記 2 上⽥　耕治 2 春学期後半 ⽊曜 １時限 ⻄宮上ケ原キャンパス
97514002 簿記 2 上⽥　耕治 春学期後半 ⽊曜 ２時限 ⻄宮上ケ原キャンパス
97514300 会計学原理 清⽔　正雄 2 春学期後半 ⼟曜 ３時限 ⻄宮上ケ原キャンパス
97514300 会計学原理 清⽔　正雄 春学期後半 ⼟曜 ４時限 ⻄宮上ケ原キャンパス
97514601 会計学 1 ⼭地　範明 2 春学期前半 ⾦曜 １時限 ⻄宮上ケ原キャンパス
97514601 会計学 1 ⼭地　範明 春学期前半 ⾦曜 ２時限 ⻄宮上ケ原キャンパス
97516001 財務会計論 1 ⼭地　範明 2 春学期前半 ⽉曜 １時限 ⻄宮上ケ原キャンパス
97516001 財務会計論 1 ⼭地　範明 春学期前半 ⽉曜 ２時限 ⻄宮上ケ原キャンパス
97516002 財務会計論 2 ⼭地　範明 2 春学期後半 ⾦曜 ６時限 ⼤阪梅⽥キャンパス
97516002 財務会計論 2 ⼭地　範明 春学期後半 ⾦曜 ７時限 ⼤阪梅⽥キャンパス
97532001 管理会計論 1 徳崎　進 2 春学期前半 ⽕曜 ６時限 ⼤阪梅⽥キャンパス
97532001 管理会計論 1 徳崎　進 春学期前半 ⽕曜 ７時限 ⼤阪梅⽥キャンパス
97532002 管理会計論 2 徳崎　進 2 春学期後半 ⽊曜 １時限 ⻄宮上ケ原キャンパス
97532002 管理会計論 2 徳崎　進 春学期後半 ⽊曜 ２時限 ⻄宮上ケ原キャンパス
97532501 ⼯業簿記基礎 1 清⽔　正雄 2 春学期後半 ⽊曜 ３時限 ⻄宮上ケ原キャンパス
97532501 ⼯業簿記基礎 1 清⽔　正雄 春学期後半 ⽊曜 ４時限 ⻄宮上ケ原キャンパス
97533501 ⼯業簿記 1 緒⽅　勇 2 春学期前半 ⽕曜 ３時限 ⻄宮上ケ原キャンパス
97533501 ⼯業簿記 1 緒⽅　勇 春学期前半 ⽕曜 ４時限 ⻄宮上ケ原キャンパス
97534001 原価計算論 1 緒⽅　勇 2 春学期前半 ⽕曜 １時限 ⻄宮上ケ原キャンパス
97534001 原価計算論 1 緒⽅　勇 春学期前半 ⽕曜 ２時限 ⻄宮上ケ原キャンパス
97534002 原価計算論 2 緒⽅　勇 2 春学期後半 ⼟曜 １時限 ⻄宮上ケ原キャンパス
97534002 原価計算論 2 緒⽅　勇 春学期後半 ⼟曜 ２時限 ⻄宮上ケ原キャンパス
97551001 会計倫理 1 ⻄尾　宇⼀郎 2 春学期前半 ⽉曜 ３時限 ⻄宮上ケ原キャンパス
97551001 会計倫理 1 ⻄尾　宇⼀郎 春学期前半 ⽉曜 ４時限 ⻄宮上ケ原キャンパス
97551002 会計倫理 2 ⻄尾　宇⼀郎 2 春学期後半 ⽊曜 ６時限 ⼤阪梅⽥キャンパス
97551002 会計倫理 2 ⻄尾　宇⼀郎 春学期後半 ⽊曜 ７時限 ⼤阪梅⽥キャンパス
97552001 監査論 1 上⽥　耕治 2 春学期後半 ⼟曜 １時限 ⻄宮上ケ原キャンパス
97552001 監査論 1 上⽥　耕治 春学期後半 ⼟曜 ２時限 ⻄宮上ケ原キャンパス
97561001 経済学 1 稲澤　克祐 2 春学期前半 ⼟曜 ５時限 ⻄宮上ケ原キャンパス
97561001 経済学 1 稲澤　克祐 春学期前半 ⼟曜 ６時限 ⻄宮上ケ原キャンパス
97562001 経営学 1 加藤　雄⼠ 2 春学期前半 ⼟曜 １時限 ⻄宮上ケ原キャンパス
97562001 経営学 1 加藤　雄⼠ 春学期前半 ⼟曜 ２時限 ⻄宮上ケ原キャンパス
97563001 ＩＴ基礎 1 吉川　郁夫 2 春学期前半 ⽔曜 ３時限 ⻄宮上ケ原キャンパス
97563001 ＩＴ基礎 1 吉川　郁夫 春学期前半 ⽔曜 ４時限 ⻄宮上ケ原キャンパス
97580501 企業法基礎 1 池島　真策 2 春学期前半 ⽉曜 ６時限 ⼤阪梅⽥キャンパス
97580501 企業法基礎 1 池島　真策 春学期前半 ⽉曜 ７時限 ⼤阪梅⽥キャンパス
97581001 企業法 1 岡本　智英⼦ 2 春学期前半 ⼟曜 １時限 ⻄宮上ケ原キャンパス
97581001 企業法 1 岡本　智英⼦ 春学期前半 ⼟曜 ２時限 ⻄宮上ケ原キャンパス
97581002 企業法 2 岡本　智英⼦ 2 春学期後半 ⽉曜 ３時限 ⻄宮上ケ原キャンパス
97581002 企業法 2 岡本　智英⼦ 春学期後半 ⽉曜 ４時限 ⻄宮上ケ原キャンパス
97582000 租税法基礎 ⻄尾　宇⼀郎 2 春学期集中 集中・その他 集中 ⼤阪梅⽥キャンパス
97583001 法⼈税法 1 ⻄尾　宇⼀郎 2 春学期前半 ⼟曜 ３時限 ⻄宮上ケ原キャンパス
97583001 法⼈税法 1 ⻄尾　宇⼀郎 春学期前半 ⼟曜 ４時限 ⻄宮上ケ原キャンパス
97611000 簿記応⽤ ⼭地　範明 2 春学期前半 ⾦曜 ６時限 ⼤阪梅⽥キャンパス
97611000 簿記応⽤ ⼭地　範明 春学期前半 ⾦曜 ７時限 ⼤阪梅⽥キャンパス
97613101 国際会計基準論Ａ 1 杉本　徳栄 2 春学期前半 ⼟曜 ３時限 ⻄宮上ケ原キャンパス
97613101 国際会計基準論Ａ 1 杉本　徳栄 春学期前半 ⼟曜 ４時限 ⻄宮上ケ原キャンパス
97613501 国際会計基準論Ｂ 1 杉本　徳栄 2 春学期後半 ⽕曜 ３時限 ⻄宮上ケ原キャンパス
97613501 国際会計基準論Ｂ 1 杉本　徳栄 春学期後半 ⽕曜 ４時限 ⻄宮上ケ原キャンパス
97614001 連結財務諸表論 1 ⼭地　範明 2 春学期後半 ⽉曜 ３時限 ⻄宮上ケ原キャンパス
97614001 連結財務諸表論 1 ⼭地　範明 春学期後半 ⽉曜 ４時限 ⻄宮上ケ原キャンパス
97619001 公会計論 1 稲澤　克祐 2 春学期前半 ⼟曜 １時限 ⻄宮上ケ原キャンパス
97619001 公会計論 1 稲澤　克祐 春学期前半 ⼟曜 ２時限 ⻄宮上ケ原キャンパス
97619500 会計学英語講義 ハドソン　ジョシュア 2 春学期前半 ⽉曜 ３時限 ⻄宮上ケ原キャンパス
97619500 会計学英語講義 ハドソン　ジョシュア 春学期前半 ⽉曜 ４時限 ⻄宮上ケ原キャンパス
97632101 原価管理論 1 ⽟置　求⼰ 2 春学期後半 ⽉曜 ６時限 ⼤阪梅⽥キャンパス
97632101 原価管理論 1 ⽟置　求⼰ 春学期後半 ⽉曜 ７時限 ⼤阪梅⽥キャンパス
97633001 財務分析 1 前原　啓⼆ 2 春学期後半 ⽔曜 ６時限 ⼤阪梅⽥キャンパス
97633001 財務分析 1 前原　啓⼆ 春学期後半 ⽔曜 ７時限 ⼤阪梅⽥キャンパス
97640001 コストマネジメント 1 緒⽅　勇 2 春学期前半 ⼟曜 １時限 ⻄宮上ケ原キャンパス
97640001 コストマネジメント 1 緒⽅　勇 春学期前半 ⼟曜 ２時限 ⻄宮上ケ原キャンパス
97651001 監査制度論 1 上⽥　耕治 2 春学期前半 ⼟曜 １時限 ⻄宮上ケ原キャンパス

２０１８年度春学期 関⻄学院⼤学 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
※この時間割は2018年2⽉4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。

※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＜春学期＞」にてご確認ください。
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97651001 監査制度論 1 上⽥　耕治 春学期前半 ⼟曜 ２時限 ⻄宮上ケ原キャンパス
97651500 監査概念論 吉川　郁夫 2 春学期前半 ⽔曜 １時限 ⻄宮上ケ原キャンパス
97651500 監査概念論 吉川　郁夫 春学期前半 ⽔曜 ２時限 ⻄宮上ケ原キャンパス
97652001 監査基準論 1 安福　健也 2 春学期後半 ⼟曜 ５時限 ⻄宮上ケ原キャンパス
97652001 監査基準論 1 安福　健也 春学期後半 ⼟曜 ６時限 ⻄宮上ケ原キャンパス
97653001 国際監査論 1 ⽩井　弘 2 春学期前半 ⽕曜 ３時限 ⻄宮上ケ原キャンパス
97653001 国際監査論 1 ⽩井　弘 春学期前半 ⽕曜 ４時限 ⻄宮上ケ原キャンパス
97664000 ファイナンス 甲斐　良隆 2 春学期前半 ⽊曜 ３時限 ⻄宮上ケ原キャンパス
97664000 ファイナンス 甲斐　良隆 春学期前半 ⽊曜 ４時限 ⻄宮上ケ原キャンパス
97665000 経営管理論 加藤　雄⼠ 2 春学期前半 ⼟曜 ３時限 ⻄宮上ケ原キャンパス
97665000 経営管理論 加藤　雄⼠ 春学期前半 ⼟曜 ４時限 ⻄宮上ケ原キャンパス
97667000 経営財務論 加藤　雄⼠ 2 春学期後半 ⼟曜 ３時限 ⻄宮上ケ原キャンパス
97667000 経営財務論 加藤　雄⼠ 春学期後半 ⼟曜 ４時限 ⻄宮上ケ原キャンパス
97669300 公共政策論 稲澤　克祐 2 春学期後半 ⼟曜 １時限 ⻄宮上ケ原キャンパス
97669300 公共政策論 稲澤　克祐 春学期後半 ⼟曜 ２時限 ⻄宮上ケ原キャンパス
97669500 ＩＴ統制 畠⼭　隆雄 2 春学期後半 ⼟曜 ５時限 ⻄宮上ケ原キャンパス
97669500 ＩＴ統制 畠⼭　隆雄 春学期後半 ⼟曜 ６時限 ⻄宮上ケ原キャンパス
97681001 ⺠法 1 松野　友芳 2 春学期後半 ⾦曜 １時限 ⻄宮上ケ原キャンパス
97681001 ⺠法 1 松野　友芳 春学期後半 ⾦曜 ２時限 ⻄宮上ケ原キャンパス
97682001 商法 1 岡本　智英⼦ 2 春学期前半 ⼟曜 ５時限 ⻄宮上ケ原キャンパス
97682001 商法 1 岡本　智英⼦ 春学期前半 ⼟曜 ６時限 ⻄宮上ケ原キャンパス
97683001 会社法 1 岡本　智英⼦ 2 春学期前半 ⽉曜 ６時限 ⼤阪梅⽥キャンパス
97683001 会社法 1 岡本　智英⼦ 春学期前半 ⽉曜 ７時限 ⼤阪梅⽥キャンパス
97685001 ⾦融商品取引法 1 ⽯⽥　眞得 2 春学期集中 集中・その他 集中 ⼤阪梅⽥キャンパス
97686001 所得税法・消費税法 1 ⻄尾　宇⼀郎 2 春学期後半 ⼟曜 ３時限 ⻄宮上ケ原キャンパス
97686001 所得税法・消費税法 1 ⻄尾　宇⼀郎 春学期後半 ⼟曜 ４時限 ⻄宮上ケ原キャンパス
97716500 ⾮営利法⼈会計論 稲澤　克祐 2 春学期後半 ⼟曜 ３時限 ⻄宮上ケ原キャンパス
97716500 ⾮営利法⼈会計論 稲澤　克祐 春学期後半 ⼟曜 ４時限 ⻄宮上ケ原キャンパス
97720000 財務会計事例研究 井上　浩⼀ 2 春学期後半 ⾦曜 ６時限 ⼤阪梅⽥キャンパス
97720000 財務会計事例研究 井上　浩⼀ 春学期後半 ⾦曜 ７時限 ⼤阪梅⽥キャンパス
97731001 意思決定会計論 1 徳崎　進 2 春学期前半 ⾦曜 ３時限 ⻄宮上ケ原キャンパス
97731001 意思決定会計論 1 徳崎　進 春学期前半 ⾦曜 ４時限 ⻄宮上ケ原キャンパス
97731501 業績評価会計論 1 徳崎　進 2 春学期後半 ⼟曜 ３時限 ⻄宮上ケ原キャンパス
97731501 業績評価会計論 1 徳崎　進 春学期後半 ⼟曜 ４時限 ⻄宮上ケ原キャンパス
97731700 管理会計英語講義 徳崎　進 2 春学期後半 ⽕曜 ６時限 ⼤阪梅⽥キャンパス
97731700 管理会計英語講義 徳崎　進 春学期後半 ⽕曜 ７時限 ⼤阪梅⽥キャンパス
97736500 原価計算課題研究 緒⽅　勇 4 春学期 ⽊曜 ６時限 ⼤阪梅⽥キャンパス
97736500 原価計算課題研究 緒⽅　勇 春学期 ⽊曜 ７時限 ⼤阪梅⽥キャンパス
97737501 管理会計特別講義A 1 浜⽥　和樹 2 春学期前半 ⽉曜 ３時限 ⻄宮上ケ原キャンパス
97737501 管理会計特別講義A 1 浜⽥　和樹 春学期前半 ⽉曜 ４時限 ⻄宮上ケ原キャンパス
97751501 内部統制論 1 橋⽖　健治 2 春学期後半 ⼟曜 ５時限 ⻄宮上ケ原キャンパス
97751501 内部統制論 1 橋⽖　健治 春学期後半 ⼟曜 ６時限 ⻄宮上ケ原キャンパス
97755500 監査課題研究 上⽥　耕治 4 春学期 ⽊曜 ３時限 ⻄宮上ケ原キャンパス
97755500 監査課題研究 上⽥　耕治 春学期 ⽊曜 ４時限 ⻄宮上ケ原キャンパス
97762500 企業ファイナンス 徳崎　進 2 春学期前半 ⽊曜 １時限 ⻄宮上ケ原キャンパス
97762500 企業ファイナンス 徳崎　進 春学期前半 ⽊曜 ２時限 ⻄宮上ケ原キャンパス
97771300 ⼈材開発論 加藤　雄⼠ 2 春学期後半 ⼟曜 ５時限 ⻄宮上ケ原キャンパス
97771300 ⼈材開発論 加藤　雄⼠ 春学期後半 ⼟曜 ６時限 ⻄宮上ケ原キャンパス
97781500 倒産処理法 ⼤野　尚 2 春学期後半 ⽔曜 ６時限 ⼤阪梅⽥キャンパス
97781500 倒産処理法 ⼤野　尚 春学期後半 ⽔曜 ７時限 ⼤阪梅⽥キャンパス
97783501 企業法要説 1 ⼤野　尚 2 春学期前半 ⽔曜 ６時限 ⼤阪梅⽥キャンパス
97783501 企業法要説 1 ⼤野　尚 春学期前半 ⽔曜 ７時限 ⼤阪梅⽥キャンパス
97786500 企業法課題研究 岡本　智英⼦ 4 春学期 ⽉曜 １時限 ⻄宮上ケ原キャンパス
97786500 企業法課題研究 岡本　智英⼦ 春学期 ⽉曜 ２時限 ⻄宮上ケ原キャンパス
97788000 会社法事例研究 池島　真策 2 春学期後半 ⽉曜 ６時限 ⼤阪梅⽥キャンパス
97788000 会社法事例研究 池島　真策 春学期後半 ⽉曜 ７時限 ⼤阪梅⽥キャンパス
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