
講義 共通科目

【前期】 （修士論文を作成するコース）

科目 担当 教室 科目 担当 教室 科目 担当 教室 科目 担当 教室 科目 担当 教室

マーケティング戦略論研究 小沢 BRCゼミ室 財務会計論研究演習１ 浅野 研究室 マーケティング論研究 小林 53C2 国際金融論研究 神野 研究室 国際戦略会計論研究演習１ 岡野 ―

経営管理論研究演習２ 吉村 53C2 貿易論研究演習１ 高橋 研究室 国際金融論研究演習１ 神野 研究室 産業論研究 牧 BRCゼミ室 公会計論研究演習１ 廣瀬 研究室

産業論研究演習１ 牧 53C5 地域経営論研究演習１ 本多 ― 国際経営論研究演習１ 石井 53C2

産業集積論研究演習１ 立見 ― 地域再生論研究演習１ 藤塚 研究室

消費者行動論研究 圓丸 ― 原価計算論研究 卜 53C2 国際会計論研究 小形 研究室 経営組織論研究 王（亦） 研究室 産業統計論研究演習２ 藤井 ―

金融論研究 清田 ― 財務会計論研究演習２ 浅野 研究室 コーポレートファイナンス論研究演習１ テキ ― 消費者行動論研究演習１ 圓丸 ― 国際経営論研究演習２ 石井 53C2

経営管理論研究演習１ 吉村 53C2 貿易論研究演習２ 高橋 研究室 マーケティング論研究演習１ 小林 53C2 証券分析論研究演習１ 宮川 研究室 国際戦略会計論研究演習２ 岡野 ―

経営史研究演習１ 中瀬 研究室 産業論研究演習２ 牧 53C5 国際金融論研究演習２ 神野 研究室 地域経済論研究演習２ 松永 研究室

産業集積論研究演習２ 立見 ― 金融論研究演習１ 清田 研究室

地域経営論研究演習２ 本多 ―

経営史研究演習２ 中瀬 研究室 技術論研究 田口 BRCゼミ室 流通組織論研究 二宮 12F 原価計算論研究演習１ 卜 53C2

企業分析論研究演習１ 石川 研究室 コーポレートファイナンス論研究演習２ テキ ― 消費者行動論研究演習２ 圓丸 ― 国際産業立地論研究演習１ 鈴木 研究室

マーケティング論研究演習２ 小林 209 経営組織論研究演習１ 王（亦） 研究室

統計分析論研究演習１ 高田 ― 証券分析論研究演習２ 宮川 研究室

国際会計論研究演習２ 小形 研究室 金融機関論研究演習１ 北野 研究室

金融論研究演習２ 清田 研究室

社会関連会計論研究演習１ 向山 研究室

定性的方法論研究 小沢 133 統計分析論研究演習２ 高田 ― 経営戦略論研究 山田 ― 原価計算論研究演習２ 卜 53C2

国際会計論研究演習１ 小形 研究室 証券分析論研究 宮川 53C5 産業統計論研究演習１ 藤井 ―

社会関連会計論研究演習２ 向山 研究室 貿易論研究 高橋 137 国際産業立地論研究演習２ 鈴木 研究室

技術論研究演習１ 田口 BRCゼミ室 地域経営論研究 本多 ―

地域再生論研究 藤塚 53C2

地域経済論研究 松永 研究室

産業集積論研究 立見 ―

経営組織論研究演習２ 王（亦） 研究室

金融機関論研究演習２ 北野 研究室

流通組織論研究演習１ 二宮 研究室

定量的方法論研究 （川島） 学情9C マーケティング戦略論研究演習２ 小沢 研究室 国際経営論研究 石井 BRCゼミ室 公会計論研究演習２ 廣瀬 ―

企業分析論研究演習２ 石川 研究室 技術論研究演習２ 田口 BRCゼミ室 マーケティング戦略論研究演習１ 小沢 研究室

流通組織論研究演習２ 二宮 研究室

地域再生論研究演習２ 藤塚 研究室

地域経済論研究演習１ 松永 研究室

注1.　講義は履修希望者が５人未満の場合、非開講になることがあります。 注3.　本年度修了予定者は前期集中講義欄の指導教員名で修士論文を登録してください。

注2.　演習は前期で登録してください。 注4.　定性的方法論の日程は、第1回目授業で確認してください。

　　　講義・演習の履修希望者は担当の教員へ「履修希望であること・学籍番号・氏名」をメールにて連絡してください。

　　　各教員のメールアドレスは次のURLからたどれます。http://www.bus.osaka-cu.ac.jp/ja/faculty/
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講義 共通科目

【後期】 （修士論文を作成するコース）

科目 担当 教室 科目 担当 教室 科目 担当 教室 科目 担当 教室 科目 担当 教室

社会関連会計論研究 向山 研究室 財務会計論研究演習１ 浅野 研究室 国際金融論研究演習１ 神野 研究室 国際経営論研究演習１ 石井 53C2 国際戦略会計論研究演習１ 岡野 ―

経営管理論研究演習２ 吉村 53C2 貿易論研究演習１ 高橋 研究室 地域経営論研究演習１ 本多 ― 地域再生論研究演習１ 藤塚 研究室 公会計論研究演習１ 廣瀬 研究室

産業論研究演習１ 牧 53C5

産業集積論研究演習１ 立見 ―

経営管理論研究演習１ 吉村 53C2 統計分析論研究 高田 ― コーポレートファイナンス論研究演習１ テキ ― 消費者行動論研究演習１ 圓丸 ― 金融機関論研究 北野 研究室

経営史研究演習１ 中瀬 研究室 財務会計論研究演習２ 浅野 研究室 マーケティング論研究演習１ 小林 53C2 証券分析論研究演習１ 宮川 研究室 公会計論研究 廣瀬 研究室

貿易論研究演習２ 高橋 研究室 国際金融論研究演習２ 神野 研究室 地域経済論研究演習２ 松永 研究室 産業統計論研究演習２ 藤井 ―

産業論研究演習２ 牧 53C5 金融論研究演習１ 清田 研究室 国際経営論研究演習２ 石井 53C2

産業集積論研究演習２ 立見 ― 地域経営論研究演習２ 本多 ― 国際戦略会計論研究演習２ 岡野 ―

経営史研究演習２ 中瀬 研究室 企業分析論研究 石川 ― 消費者行動論研究演習２ 圓丸 ― 国際戦略会計論研究 岡野 ―

企業分析論研究演習１ 石川 研究室 コーポレートファイナンス論研究演習２ テキ ― 経営組織論研究演習１ 王（亦） 研究室 原価計算論研究演習１ 卜 53C2

マーケティング論研究演習２ 小林 209 証券分析論研究演習２ 宮川 研究室 国際産業立地論研究演習１ 鈴木 研究室

統計分析論研究演習１ 高田 ― 金融機関論研究演習１ 北野 研究室

国際会計論研究演習２ 小形 研究室

金融論研究演習２ 清田 研究室

社会関連会計論研究演習１ 向山 研究室

経営史研究 中瀬 ― コーポレートファイナンス論研究 テキ ― 経営組織論研究演習２ 王（亦） 研究室 原価計算論研究演習２ 卜 53C2

産業統計論研究 藤井 ― 金融機関論研究演習２ 北野 研究室 産業統計論研究演習１ 藤井 ―

統計分析論研究演習２ 高田 ― 流通組織論研究演習１ 二宮 研究室 国際産業立地論研究演習２ 鈴木 研究室

国際会計論研究演習１ 小形 研究室

社会関連会計論研究演習２ 向山 研究室

技術論研究演習１ 田口 BRCゼミ室

経営管理論研究 吉村 BRCゼミ室 技術論研究演習２ 田口 BRCゼミ室 マーケティング戦略論研究演習１ 小沢 研究室 財務会計論研究 浅野 研究室

マーケティング戦略論研究演習２ 小沢 研究室 流通組織論研究演習２ 二宮 研究室 公会計論研究演習２ 廣瀬 ―

企業分析論研究演習２ 石川 研究室 地域再生論研究演習２ 藤塚 研究室

地域経済論研究演習１ 松永 研究室

注1.　講義は履修希望者が５人未満の場合、非開講になることがあります。 注3.　本年度修了予定者は前期集中講義欄の指導教員名で修士論文を登録してください。

注2.　演習は前期で登録してください。 注4.　定性的方法論の日程は、第1回目授業で確認してください。

　　　講義・演習の履修希望者は担当の教員へ「履修希望であること・学籍番号・氏名」をメールにて連絡してください。

　　　各教員のメールアドレスは次のURLからたどれます。http://www.bus.osaka-cu.ac.jp/ja/faculty/
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