
曜

日 区分 授業科目 担当教員 区分 授業科目 担当教員 区分 授業科目 担当教員 区分 授業科目 担当教員 区分 授業科目 担当教員

会計 財務会計特論(共)/(Ph.D) 万代　勝信

経営 演習 加藤　俊彦 経営 ［E］演習 Christina L. Ahmadjian 金融 演習 田村　俊夫 経営 演習 沼上　幹

イノベ 演習 大山　睦 経営 演習 島貫　智行 イノベ 演習 吉岡（小林）　徹

マーケ 演習 神岡　太郎 イノベ 演習 カンビョンウ

金融 演習 花崎　正晴 会計 演習 万代　勝信

会計 ［E］演習 James Routledge
金融 演習 小西　大

経営 財務管理特論(共)/(Ph.D) 中野　誠 共通基礎 研究方法特論/(Ph.D) 遠藤　貴宏 会計 管理会計特論/(Ph.D) 挽　文子 共通基礎 データ分析特論(共)/(PhD) 斉木　吉隆

イノベ イノベーション経済特論(共)/(Ph.D) 中島　賢太郎 イノベ 知的財産特論/(Ph.D) 江藤、和泉 英語 アカデミック・プレゼンテーション特論/(Ph.D) Reiko Fischer
マーケ マーケティング特論(共)/(Ph.D) 神岡　太郎

金融 企業金融特論(共)/(Ph.D) 花崎　正晴

イノベ イノベーション経営特論(共)/(Ph.D) 軽部　大 イノベ イノベーションと政策・制度/(Ph.D) 江藤、和泉 産業文化 文化分析特論/(Ph.D) 川本　玲子 会計 管理会計システム特論(共)/(Ph.D) 荒井　耕

金融 金融数理特論/(Ph.D) 篠原　克寿

経営 演習 藤原　雅俊 経営 演習 鎌田　裕美 イノベ 演習 江藤　学 経営 演習 遠藤　貴宏 経営 演習 田中　一弘

イノベ 演習 青島　矢一 イノベ 演習 和泉　章 産業文化 演習 中村　英仁

イノベ 演習 軽部　大 金融 演習 斉木　吉隆

イノベ 演習 中島　賢太郎

マーケ 演習 山下　裕子

共通基礎 文献精読特論(経営・マーケティング)/(Ph.D) 佐々木　将人 日本語(研) 日本語ライティングⅠ（春学期） 宮部　真由美

産業文化 スポーツ・マネジメント特論/(Ph.D) 岡本　純也 日本語(研) 日本語ライティングⅡ（夏学期） 宮部　真由美

産業文化 商業文化特論/(Ph.D) 越智　博美 イノベ ［E］特別講義(イノベーションの国際比較A)(共)/(Ph.D) ELSABRY ElHassan

会計 監査特論(共)/(Ph.D) 佐々木　隆志

共通基礎 文献精読特論(会計・金融)/(Ph.D) 小川　英治 日本語(研) 日本語リーディングⅠ（秋学期） 宮部　真由美

経営 経営史特論/(Ph.D) 島本　実 日本語(研) 日本語リーディングⅡ（冬学期） 宮部　真由美

マーケ マーケティング・リサーチ特論(共)/(Ph.D) 上原　渉

経営 演習 江川　雅子 経営 演習 青木　康晴

経営 演習 島本　実 マーケ 演習 鷲田　祐一

英語 アカデミック・ライティング特論/(Ph.D) Gavin O'Neill 英語 アカデミック・リーディング特論/(Ph.D) 李　燃 経営基礎科学 コンピューター・シミュレーション特論/(Ph.D) 小林　健太 金融 資産価格特論(共)/(Ph.D) 高見沢　秀幸

経営 経営組織特論(共)/(Ph.D) 坪山　雄樹

マーケ マーケティング戦略特論/(Ph.D) 山下　裕子

会計 演習 加賀谷　哲之 経営 演習 蜂谷　豊彦 経営 演習 中野　誠 経営 演習 福地　宏之 会計 演習 尾畑　裕

経営 演習 佐々木　将人 経営 演習 坪山　雄樹 マーケ 演習 上原　渉 経営基礎科学 演習 台坂　博

会計 演習 挽　文子 マーケ 演習 松井　剛 産業文化 演習 川本　玲子

金融 演習 小川　英治 産業文化 演習 越智　博美 経営基礎科学 演習 小林　健太

産業文化 演習 岡本　純也

会計 演習 荒井　耕

金融 演習 熊本　方雄

経営 経営戦略特論(共)/(Ph.D) 藤原　雅俊 イノベ アントレプレナーシップ特論/(Ph.D) カン　ビョンウ

会計 実証的会計分析特論/(Ph.D) James Routledge

共通基礎 ビジネス・エコノミクス特論(共)/(Ph.D) 大山　睦 マーケ 消費者行動特論/(Ph.D) 福川　恭子

会計 演習 福川　裕徳 金融 演習 安田　行宏 産業文化 演習 町田　みどり 会計 演習 佐々木　隆志

金融 演習 篠原　克寿 会計 演習 河内山　拓磨

金融 演習 三隅　隆司

【研究者養成コース　イノベーション講座　時間外開講科目】 【研究者養成コース 集中講義】
春・夏 水(隔週) 18:00-21:00 冬学期集中開講(日程未定)
春・夏 水(隔週) 18:00-21:00 特別講義(International Market Research Method)/(Ph.D)
春・夏 土(月1回) 　 Renee B. Kim
秋・冬 水 18:00-21:00
秋・冬 土(月1回)
通年 月(隔週) 夜1・2限

イノベーションと経営・経済・政策

イノベーション研究方法論

イノベーションリサーチセミナーⅠ

先端科学技術とイノベーション

イノベーションリサーチセミナーⅡ

演習

火

春
・
夏

通
　
　
年

月

2019年度 一橋大学大学院 経営管理研究科 研究者養成コース　時間割

2019年04月23日現在

学
期

第1時限 (8:45～10:30) 第2時限 (10:45～12:30) 第3時限 (13:15～15:00) 第4時限 (15:15～17:00) 第5時限 (17:10～18:55)

金

水

春
・
夏

通
年

木

通
　
　
　
年

通
　
年

青島　矢一・江藤　学・中島　賢太郎

青島　矢一・江藤　学・中島　賢太郎

青島　矢一・江藤　学

青島　矢一・中島賢太郎

青島　矢一・江藤　学

西野　和美

春
・
夏

秋
・
冬

通
　
　
年

秋
・
冬

春
・
夏

秋
・
冬

春
・
夏

秋
・
冬


