
授業コード 担当者 教室 授業コード 担当者 教室 授業コード 担当者 教室 授業コード 担当者 教室 授業コード 担当者 教室
65163000 春 経済哲学A 渡辺　邦博 経－１０ 65150003 通年 研究演習　３ 上村　敏之 経－１０ 65150004 通年 研究演習　４ 岡田　敏裕 経－１０ 65150007 通年 研究演習　７ 加藤　雅俊 経－１０ 65150015 通年 研究演習　１５ 小林　伸生 経－１１
65213000 春 トピックス応用経済学 田畑　顕 経－９ 65150005 通年 研究演習　５ 小川　禎友 経－９ 65150006 通年 研究演習　６ 梶井　厚志 経－１１ 65150011 通年 研究演習　１１ 栗田　匡相 経－１１ 65150032 通年 研究演習　３２ 本郷　亮 経－１０
65150027 秋 研究演習　２７【火１】 原田　哲史 個研 65150009 通年 研究演習　９ 國濱　剛 経－１１ 65150030 通年 研究演習　３０ 藤原　憲二 個研 65150023 通年 研究演習　２３ 利光　強 個研 65212000 春 コーポレートファイナンス 堀　敬一 Ｂ－２０４
65164000 秋 経済哲学B 渡辺　邦博 経－１０ 65150010 通年 研究演習　１０ 久保　真 個研 65028000 春 経済学史A 久保　真 Ｃ－１０３ 65093000 春 社会保障論A 安岡　匡也 経－９ 65150031 秋 研究演習　３１【春・金２】 堀　敬一 経－９

65209000 春 環境経済学A 松枝　法道 Ｃ－２０２ 65046000 春 財政学 上村　敏之 経－９ 65094000 秋 社会保障論B 安岡　匡也 経－９
65037000 秋 外国経済史A 小川　啓一 経－４ 65029000 秋 経済学史B 久保　真 Ｃ－１０３
65100000 秋 国際経済学B 藤井　英次 院－２０８ 65210000 秋 資源経済学Ａ 東田　啓作 Ｃ－２０２
65150027 秋 研究演習　２７【月１】 原田　哲史 個研

85011100 通年 経済学史特殊研究 久保　真 個研 85010100 通年 近代経済学史特殊研究 本郷　亮 個研 85031000 通年 国際経済学特殊研究 利光　強 個研 85036002 通年 研究演習　２ 猪野　弘明 個研 85001000 通年 理論経済学特殊研究I 國枝　卓真 個研
85036028 通年 研究演習　２８ 前田　高志 個研 85027000 通年 公益企業論特殊研究 野村　宗訓 個研 85036005 通年 研究演習　５ 小川　禎友 個研 85004000 通年 マクロ経済学特殊研究 大土井　涼二 個研
85036029 春 研究演習　２９【月２】 松枝　法道 個研 85036004 通年 研究演習　４ 岡田　敏裕 個研 85036015 通年 研究演習　１５ 田中　敦 個研 85019000 通年 金融論特殊研究 秋吉　史夫 個研

85036018 通年 研究演習　１８ 利光　強 個研 85036027 通年 研究演習　２７ 本郷　亮 個研
85040000 通年 資源経済学特殊研究 東田　啓作 個研

65020000 秋 経済統計分析B 國濱　剛 経－１１ 65150001 通年 研究演習　１ 秋吉　史夫 個研 65150020 通年 研究演習　２０ 田中　敦 個研 65204000 春 計量経済学Ａ 宮脇　幸治 経－２ 65150008 通年 研究演習　８ 國枝　卓真 個研
65171000 秋 応用マクロ経済学Ａ 大土井　涼二 Ｃ－１０３ 65150025 通年 研究演習　２５ 西村　智 経－９ 65150022 通年 研究演習　２２ 寺本　益英 経－９ 65172000 秋 応用マクロ経済学Ｂ 任　龍フン Ｃ－２０３ 65150038 通年 研究演習　３８ 大土井　涼二 個研
65180000 秋 経済史Ｂ 高島　正憲 院－２０８ 65150028 通年 研究演習　２８ 東田　啓作 経－１１ 65191000 春 家計経済学Ａ 西村　智 経－１０ 65205000 秋 計量経済学Ｂ 宮脇　幸治 経－２ 65031100 春 近代経済学史Ａ 本郷　亮 経－１０

65187000 春 規制経済論Ａ 野村　宗訓 Ｂ－３０１ 65202000 春 マクロ経済学Ａ 岡田　敏裕 経－６ 65096000 春 労働経済学A 井口　泰 Ｂ－１０４
65038000 秋 外国経済史B 小川　啓一 Ｅ－１０１ 65099000 秋 国際経済学A 利光　強 経－１ 65119000 春 地方自治論 北山　俊哉 演習Ｃ
65039000 秋 日本経済史A 寺本　益英 Ａ－１０４ 65150018 秋 研究演習　１８【水３】 大洞　公平 個研 65150031 春 研究演習　３１【秋・金１】 堀　敬一 経－９
65060000 秋 金融政策論 田中　敦 Ｂ－３０１ 65192000 秋 家計経済学Ｂ 西村　智 経－１０ 65159000 春 空間経済学Ａ 山鹿　久木 経－１１
65188000 秋 規制経済論Ｂ 野村　宗訓 経－１０ 65194000 秋 環境・資源経済学Ｂ 東田　啓作 経－１１ 65032100 秋 近代経済学史Ｂ 本郷　亮 経－９
65201000 秋 ミクロ経済学Ｂ 梶井　厚志 Ｅ－３０５ 65097000 秋 労働経済学B 井口　泰 Ｇ－２０２
65203000 秋 マクロ経済学Ｂ 國枝　卓真 Ｅ－２０３ 65160000 秋 空間経済学Ｂ 山鹿　久木 経－１１

65026000 春前半 統計基礎理論B【金３】 地道　正行 大学院２号教室

85009000 通年 統計理論特殊研究 豊原　法彦 経－９ 85036003 通年 研究演習　３ 上村　敏之 個研 85036025 通年 研究演習　２５ 藤原　憲二 個研 85026000 通年 流通経済論特殊研究 桑原　秀史 経－１０ 85016000 通年 公共経済学特殊研究 小川　禎友 個研
85036030 通年 研究演習　３０ 安岡　匡也 個研 85036009 通年 研究演習　９ 久保　真 個研 85036010 通年 研究演習　１０ 栗田　匡相 個研 85036001 通年 研究演習　１ 秋吉　史夫 個研
85042000 通年 経済哲学特殊研究 渡辺　邦博 経－１０ 85036017 通年 研究演習　１７ 寺本　益英 経－９
85047000 通年 人口経済学特殊研究 田畑　顕 個研 85036020 通年 研究演習　２０ 西村　智 個研
85036029 春 研究演習　２９【月１】 松枝　法道 個研 85039000 通年 自治体経営論特殊研究 前田　高志 経－１１
65150013 通年 研究演習　１３ 古澄　英男 個研 65150019 通年 研究演習　１９ 高島　正憲 院－２０８ 65150016 通年 研究演習　１６ 白井　洸志 個研 65150002 通年 研究演習　２ 猪野　弘明 経－１１ 65150037 通年 研究演習　３７ 山鹿　久木 経－１０
65150021 通年 研究演習　２１ 田畑　顕 個研 65150026 通年 研究演習　２６ 野村　宗訓 経－１１ 65150017 通年 研究演習　１７ 新海　哲哉 経－１１ 65150024 通年 研究演習　２４ 豊原　法彦 経－１０ 65014000 春 経済数学A 入谷　純 Ｃ－３０２
65019000 春 経済統計分析A 國濱　剛 経－１１ 65150029 通年 研究演習　２９ 藤井　英次 個研 65145000 秋 経済学文献研究(英)B 古村　聖 経－９ 65150033 通年 研究演習　３３ 前田　高志 経－９ 65048000 春 租税法A 横山　直子 経－９
65102000 春 国際経済政策A 藤原　憲二 Ｃ－２０２ 65067100 春 金融機関論 秋吉　史夫 Ｂ－２０１ 65150018 秋 研究演習　１８【水２】 大洞　公平 経－１０ 65150035 通年 研究演習　３５ 宮脇　幸治 経－１１ 65015000 秋 経済数学B 入谷　純 Ｃ－３０２
65150034 春 研究演習　３４【月４】 松枝　法道 個研 65035000 秋 社会思想史B 原田　哲史 経－９ 65122001 春 行政法総論　１ 島田　茂 演習Ｃ 65040000 秋 日本経済史B 寺本　益英 Ｃ－２０２
65155000 春 自治体経営論Ａ 前田　高志 経－９ 65195000 秋 資本市場論 秋吉　史夫 Ｂ－２０４ 65141000 春 Ｊａｐａｎｅｓｅ ａｎｄ Ａｓｉａｎ Ｅｃｏｎｏｍｉｅｓ Ａ 井口　泰 Ｇ－２０４ 65026000 春前半 統計基礎理論B【金２】 地道　正行 大学院２号教室

65200000 春 ミクロ経済学Ａ 白井　洸志 経－４ 65185000 春 現代産業論特論Ａ 小林　伸生 個研
65156000 秋 自治体経営論Ｂ 前田　高志 経－１０ 65189000 春 流通経済論特論Ａ 桑原　秀史 個研

65142000 秋 Ｊａｐａｎｅｓｅ ａｎｄ Ａｓｉａｎ Ｅｃｏｎｏｍｉｅｓ Ｂ 井口　泰 Ｇ－３０９
65186000 秋 現代産業論特論Ｂ 小林　伸生 個研
65190000 秋 流通経済論特論Ｂ 桑原　秀史 個研

85036019 通年 研究演習　１９ 豊原　法彦 個研 85007000 通年 計量経済学特殊研究I 古澄　英男 個研 85020000 通年 金融政策特殊研究 田中　敦 個研 85013000 通年 経済史特殊研究I 寺本　益英 院－２０８ 85036008 通年 研究演習　８ 國枝　卓真 経－１１
85036023 通年 研究演習　２３ 東田　啓作 個研 85036014 通年 研究演習　１４ 小林　伸生 個研
85036024 通年 研究演習　２４ 藤井　英次 個研 85036031 通年 研究演習　３１ 山鹿　久木 個研

85036032 通年 研究演習　３２ 大土井　涼二 個研
85046000 通年 ファイナンス論特殊研究 堀　敬一 個研

65059100 春 金融論Ａ 堀　敬一 経－９ 65122002 春 行政法総論　２ 野田　崇 個研 65150012 通年 研究演習　１２ 桑原　秀史 個研 65049000 春 租税法B 横山　直子 経－９
65103000 春 国際経済政策B 藤原　憲二 経－１０ 65150036 通年 研究演習　３６ 安岡　匡也 経－９ 65051100 春 公共経済学 小川　禎友 経－１０
65150034 春 研究演習　３４【月３】 松枝　法道 個研 65183000 秋 産業組織論特論 猪野　弘明 経－１１
65025000 秋 統計基礎理論A 國濱　剛 Ａ－１０２
65058100 秋 金融論Ｂ 堀　敬一 経－９
85036012 通年 研究演習　１２ 古澄　英男 個研 85005000 通年 経済変動論特殊研究 岡田　敏裕 経－９ 85021000 通年 国際金融論特殊研究 藤井　英次 経－９ 85036007 通年 研究演習　７ 加藤　雅俊 経－１０ 85017000 通年 財政学特殊研究 上村　敏之 個研
85036016 通年 研究演習　１６ 田畑　顕 個研 85008000 通年 計量経済学特殊研究II 古澄　英男 経－１０ 85036026 通年 研究演習　２６ 堀　敬一 経－１１

85025000 通年 工業経済論特殊研究 野村　宗訓 経－１１
85036022 秋 研究演習　２２【月５】 原田　哲史 個研

Ｍ 65179000 秋 経済史Ａ 寺本　益英 経－１０
85032000 通年 国際経済政策特殊研究 藤原　憲二 経－９ 85036006 通年 研究演習　６ 梶井　厚志 経－９ 85029000 通年 社会保障論特殊研究 安岡　匡也 経－１１
85041000 通年 空間経済学特殊研究 山鹿　久木 経－１０ 85036021 通年 研究演習　２１ 野村　宗訓 経－１１ 85036011 通年 研究演習　１１ 桑原　秀史 経－１０
85036022 秋 研究演習　２２【火４】 原田　哲史 個研

※ ６時限目、７時限目、土曜日の時間割は裏面に記載しています。
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２０２２年度　 関西学院大学大学院 経済学研究科 授業時間割 
時限

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
授業科目 授業科目 授業科目 授業科目 授業科目



授業コード 担当者 教室 授業コード 担当者 教室 授業コード 担当者 教室 授業コード 担当者 教室 授業コード 担当者 教室
65123000 秋 環境法 曽和　俊文 ＮＫＣ８０２

授業コード 担当者 教室
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授業科目
時限

土曜日

授業科目 授業科目

２０２２年度　 関西学院大学大学院 経済学研究科 授業時間割 
時限

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
授業科目 授業科目 授業科目

【授業時間】 【教室略号】 【授業日程】
■平日 ■土曜日 経 経済学部棟 ・曜日毎の授業日程は、履修心得を参照してください。
〔西宮上ケ原キャンパス〕 〔西宮上ケ原キャンパス〕 院 大学院１号館 ・クォーター授業は、春学期(または秋学期)授業14回のうち前半(または後半)7回とします。
第１時限 8:50 ～ 10:30 第１時限 8:50 ～ 10:30 個研 個人研究室
ﾁｬﾍﾟﾙｱﾜｰ 10:30 ～ 11:00 第２時限 11:00 ～ 12:40 ＭＲ メディア・研究棟
第２時限 11:00 ～ 12:40 演習室 法学部棟
第３時限 13:20 ～ 15:00 〔大阪梅田キャンパス〕 Ａ Ａ号館
第４時限 15:10 ～ 16:50 第１時限 9:00 ～ 10:40 Ｂ Ｂ号館
第５時限 17:00 ～ 18:40 第２時限 10:40 ～ 12:20 Ｄ Ｄ号館
第６時限 18:50 ～ 20:30 Ｇ Ｇ号館
第７時限 20:30 ～ 22:10 Ｈ Ｈ号館

５別 第５別館
〔大阪梅田キャンパス〕 大学院２号教室 商学部棟
第６時限 18:00 ～ 19:40 NKC 西宮北口キャンパス
第７時限 19:40 ～ 21:20 

ＯＣ
大阪梅田キャンパス
（アプローズタワー10・14F、
　最寄駅阪急梅田）


