
■修士課程　2019年度開講予定科目

会計管理 太田・村上（裕）・木村 経済・社会・企業 姉川・中村 総合経営 小林(喜)・磯辺・岡田

経営科学 林（高）・渡邊 財務管理 小幡・高橋（大）・齋藤

組織マネジメント 浅川・大藪 生産政策 河野・坂爪・市来嵜

マーケティング 余田・井上

マネジメント・コントロール 横田 経営管理会計 木村 タックス・プランニング 村上（裕）

財務報告分析 太田
*日本におけるマネジメント・コントロール ガルシア

日本証券市場論 服部 行動ファイナンス 小幡・齋藤 金融機関経営 齋藤
デジタル時代の金融産業論：フィンテック概論 高橋（大）・菊地・藤井 財務理論 高橋（大）

*日本における財務管理 小幡・服部

データサイエンス 林（高）・高木 *経営科学と意思決定 大林 ビジネス統計 林（高）
マネジリアル・エコノミクス 大林 情報と意思決定 渡邊

リスクマネジメントと危機管理 指田
*企業家論 サム *国際人的資源管理 山尾 *多国籍組織・戦略 浅川

人的資源戦略 大藪 *不確実性と組織のマネジメント 清水
組織と人間行動 林（洋）
ダイバーシティとインクルージョン 山尾
マクロ組織論 清水
リーダーシップ論 林（洋）
IGPIリアルビジネス講座：企業価値・事業価値向上を目指して 清水

マーケティング戦略 余田 *ロジスティクス論 プラート 市場戦略論 山本(晶)

流通論 坂下 消費者行動 坂下
*日本におけるマーケティング 山本(晶)
マーケティング・コミュニケーション論 井上

経済性分析 河野・稲田 *日本における生産管理 市来嵜・天川 生産システム設計論 河野・市来嵜

生産マネジメント 坂爪

企業経済論 姉川・山本（健） *グランド・デザイン・プロジェクトⅠ 姉川 グランド・デザイン・プロジェクトⅡ 姉川
経済理論Ⅰ 姉川・川村 経済理論Ⅱ 平賀 経営法学Ⅱ 一色

社会保障論 後藤 システムと技術マネジメント 都丸
政策プログラム評価論―理論と実践 後藤
*日本の経営環境 中村

経営戦略の研究方法 磯辺 *異文化コミュニケーション ロビンソン 企業倫理 梅津
戦略コンサルティング 小林(喜)・岡田 起業体験 村口 競争戦略論 小林(喜)
ベンチャーキャピタリスト養成Ⅰ 村口 経営史 平井（岳） 経営革新 岡田

ベンチャーキャピタリスト養成Ⅱ 村口 *経営戦略におけるアントルプレナーシップ 須賀・玉置

持続可能性とビジネス・投資 竹林

アジアビジネス・フィールドスタディ 小幡 グローバルフィールド研究Ⅱ 中村
起業と法フォーラム・プログラム 谷川・梅林 経営法学Ⅰ 奥邨
共存・共生のマネジメント 守屋 情報技術 高橋（大）・大堀・山田

グローバルフィールド研究Ⅰ 中村 病院経営Ⅱ 裵
経営者の法と実務 佐藤 *International Commercial Transactions リット
集中企業研究 三冨・村上（裕） デジタルテクノロジーと経営 王・門脇・関根

新事業創造体験 若山
ビジネスプロデュース論―成長・政策・CSR― 岩本
病院経営Ⅰ 裵
A.T. Kearney　実践コンサルティングプロジェクト 小幡・川﨑

*Global Intellectual Property Management 竹中
*Law of the Internet リット
英語ビジネス・コミュニケーションⅡ 定森 英語ビジネス・コミュニケーションⅠ 定森
英語プレゼンテーション・コーチング実習 越智 ケースメソッド教授法 竹内
統計学入門 高橋（慎） 病院経営のためのケース教育習得法 竹内
データ分析入門 村上（敏）

ビジネス・ゲーム 藤田・小林(英)

会計管理特殊講義 太田・村上（裕） 会計管理演習 太田・村上（裕）

経営環境特殊講義 姉川・中村・後藤 経営環境演習 姉川・中村・後藤

経営政策特殊講義 磯辺・小林(喜)・岡田 経営政策演習 磯辺・小林(喜)・岡田

財務管理特殊講義 小幡・高橋（大）・齋藤 財務管理演習 小幡・高橋（大）・齋藤

人的資源管理特殊講義 大藪 人的資源管理演習 大藪
生産政策特殊講義 河野・坂爪・市来嵜 生産政策演習 河野・坂爪・市来嵜

組織行動特殊講義 林（洋）・山尾 組織行動演習 林（洋）・山尾

組織・戦略特殊講義 浅川・清水 組織・戦略演習 浅川・清水

マネジメント・コントロール特殊講義 木村 マネジメント・コントロール演習 木村
マネジリアル・エコノミクス特殊講義 大林・林（高）・渡邊 マネジリアル・エコノミクス演習 大林・林（高）・渡邊

マーケティング特殊講義 井上・余田・坂下・山本(晶) マーケティング演習 井上・余田・坂下・山本(晶)

*表記のある科目は英語で開講する。
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