
＜履修・受講上の注意＞

◆時間割は変更となる可能性があります。予めご了承ください。  ◆学内で遠隔授業を受講する方は、PC（またはタブレット・スマートフォン）とヘッドセット（マイクとイヤホンのセット）を各自で持参し、時間割に割り当てられている教室で受講してください。

◆科目の横に【遠隔】と記されている科目はオンラインで実施します。 ◆時間割上に教室割り当ての無い平日夜間の科目は各自で受講場所を確保をしてください。　（例：　自室など） ◆単位数について※「商法・会社法 I」「商法・会社法II」は2時限連続13週の授業となり、単位は4単位です。

◆取り消し線がある科目は今期不開講となります。

＜市川キャンパス＞

曜日

時限 科目名 教員 教室 科目名 教員 教室 科目名 教員 教室 科目名 教員 教室 科目名 教員 教室 科目名 教員 教室 科目名 教員 教室

簿記原理【遠隔】 吉田 寛 1206 管理会計論【遠隔】 石橋 善一郎 1212

国際監査基準 渡辺 巳紀雄 1203 監査論Ⅰ【遠隔】 小池 聖一・パウロ 211

消費税法Ⅰ【遠隔】 青栁 達朗 1208 所得税法Ⅰ【遠隔】 権田 和雄 213

租税法総論【遠隔】 石黒 秀明 1212 相続税法II 石黒 秀明 1208

商法・会社法 Ⅰ【遠隔】※１ 矢田 誠 1202 商法・会社法Ⅱ※１ 矢田 誠 1207

生命保険コンサルティング 可児 俊信 1210 特別講義(会計教育研修機構連携セミナー） 寺嶋 康二 1210

研究指導Ⅰ 寺嶋 康二 1205 研究指導Ⅰ・Ⅲ 小林 剛 1203

研究指導Ⅰ 石井 肇 1206

研究指導Ⅰ 日景 智 1205

研究指導Ⅲ 田井 良夫 1201

業績評価会計論 佐藤　正雄 1204 財務会計論Ⅰ 寺嶋 康二 1212 税務会計Ⅰ 磯見 竜太 1210

公会計論 吉田 寛 1206 財務会計論Ⅰ【遠隔】 高木 泰典 1202

管理会計論 小池 聖一・パウロ 1208 商法・会社法Ⅱ※１ 矢田 誠 1207

会計情報システム論 中村 元彦 327PC 原価計算Ⅰ【遠隔】 小池 聖一・パウロ 220

会計と社会Ⅰ 黒川 行治 1205 租税法総論 出村 仁志 227

法人税法Ⅰ【遠隔】 出村 仁志 212 法人税法Ⅰ 小林 剛 1203

所得税法Ⅰ【遠隔】 横山 恒美 220 所得税法Ⅰ 江國 清志 1208

消費税法Ⅰ 霞 晴久 1207 消費税法Ⅰ 苅米 裕 212

相続税法Ⅰ【遠隔】 石黒 秀明 222 相続税法Ⅰ 石井 肇 1206

民法Ⅰ【遠隔】 田中 謙一 223 国際租税Ⅰ 田口 和夫 1212

商法・会社法Ⅰ【遠隔】※１ 矢田 誠 1202 日本の税制 趙 珍姫 211

金融商品取引法【遠隔】 谷口 義幸 228 資産課税 谷口 裕之 1204

社会保険・企業福祉 可児 俊信 1210 研究指導Ⅰ 田井 良夫 1201

研究指導Ⅰ【遠隔】 青栁 達朗 213 研究指導Ⅰ【遠隔】 権田 和雄 228

研究指導III 趙 珍姫 211 研究指導Ⅰ・III 石黒 秀明 1205

研究指導Ⅰ 望月 千春 1203 研究指導Ⅲ 中村 元彦 213

租税法総論【遠隔】 東条 美和 1207 会計制度 島田 眞一 1202 会計原理 早川 勉 1208

会計職業倫理【遠隔】 加藤 暢一 1208 事例研究（IFRS) 佐竹 正幸 1201

法人税法Ⅰ 齋藤 幸一 1203 IT監査論 佐藤 美秋 327PC

所得税法Ⅰ 菊池 満雄 1210 法人税法 I 田井 良夫 1210

国際租税Ⅰ【遠隔】 駒宮 史博 213 所得税法Ⅰ 日景 智 1212

国税徴収法 三木 信博 1204 国際租税Ⅰ【遠隔】 青山 慶二 1203

証券市場論 泉 正治 1205 研究指導Ⅰ・Ⅲ 高木 泰典 1202

CFP実務演習Ⅰ 可児 俊信 1206 研究指導Ⅲ 谷口 裕之 1204

研究指導Ⅰ【遠隔】 横山 恒美 211 研究指導Ⅰ 田口 和夫 1205

研究指導Ⅲ 福嶋 孝臣 1207 研究指導III 石井 肇 1206

研究指導III 江國 清志 1207

会社法概論 加藤美香保 1211 財務諸表分析 青木 茂男 1212 簿記論 早川 勉 1208

国際財務報告基準（IFRS)Ⅰ 島田 眞一 1202 上級簿記Ⅰ 寺嶋 康二 1212

事例研究(財務会計） 吉田 寛 1206 会計情報システム論 佐藤 美秋 327PC

管理会計論 佐藤 正雄 1103 所得税法Ⅱ 櫻井 淳 1207

監査論Ⅰ 中村 元彦 327PC 消費税法Ⅱ 苅米 裕 1206

会計職業倫理 小池 聖一・パウロ 1208 国際租税 I 田井 良夫 1210

法人税法 I 福嶋 孝臣 1211 研究指導III 望月 千春 1204

国際租税Ⅰ 趙 珍姫 1203 研究指導Ⅰ 趙 珍姫 211

所得税法Ⅱ 菊池 満雄 1210 研究指導Ⅰ【遠隔】 出村 仁志 220

判例研究（租税法） 望月 千春 1204 研究指導Ⅰ 中村 元彦 1202

社会保険・企業福祉【遠隔】 可児 俊信 212 研究指導Ⅲ 日景 智 1201

研究指導Ⅰ【遠隔】 駒宮 史博 211 研究指導Ⅲ 田口 和夫 1205

研究指導Ⅲ【遠隔】 出村 仁志 213 研究指導Ⅲ【遠隔】 青山 慶二 1203

研究指導Ⅲ 上條 克彦 1205

研究指導Ⅲ・Ⅳ 齋藤 幸一 1207

研究指導Ⅰ 齋藤 幸一 1207 簿記論 苅米 裕 1208

研究指導Ⅰ 福嶋 孝臣 1202 上級簿記Ⅱ 寺嶋 康二 1205

研究指導Ⅰ・Ⅲ 土屋 清人 1203 判例研究（租税法）【遠隔】 望月 千春 1204

研究指導Ⅰ・Ⅲ 青木 茂男 1204

研究指導Ⅲ 寺嶋 康二 1205

研究指導III・Ⅳ 佐藤 正雄 1206

<丸の内サテライト（Galleria 商. Tokyo）>

S-1時限
(16:35～18:20)

資産課税 【遠隔】 望月 千春 MS1 民法Ⅰ 市瀬 智己 MS2 法人税法Ⅰ 松田 直樹 MS1 所得税法Ⅰ【遠隔】 出村 仁志 MS1 租税法総論 児玉 隆司 MS2

統計学【遠隔】 山本 拓 MS1 不動産運用設計論 廣田 裕二 MS1 相続税法Ⅰ 上條 克彦 MS2 経営学【遠隔】 勝部 伸夫 MS1

法人税法II【遠隔】 出村 仁志 MS1 ファイナンス基礎【遠隔】 武見 浩充 相続税法Ⅱ【遠隔】 石黒 秀明 MS1

原価計算Ⅰ 中村 正伸 MS2 経営戦略論 田島 修一 MS2

簿記論 苅米 裕 MS1 環境会計【遠隔】 吉田 寛 MS1 研究指導Ⅰ・Ⅲ 松田 直樹 MS1 財務会計論Ⅱ【遠隔】 寺嶋 康二 MS1 国際財務報告基準（IFRS)Ⅱ【遠隔】 島田 眞一 MS1

コーポレート・ガバナンス【遠隔】 武見 浩充 MS2 消費税法Ⅰ【遠隔】 望月 千春 MS1 研究指導Ⅰ 上條 克彦 MS2 判例研究（租税法）【遠隔】 石黒 秀明 MS2 研究指導 Ⅰ 児玉 隆司 MS2

研究指導Ⅲ 児玉 隆司 MS2 基礎経済学【遠隔】 武見 浩充

2023年度　春学期　会計ファイナンス研究科 時間割

2023/3/14時点

月 火 水 木 金 土 日

1時限
(09:00

～
10:45)

2時限
(10:55

～
12:40)

3時限
(13:30

～
15:15)

4時限
(15:25

～
17:10)

5時限
(17:20

～
19:05)

S-3時限：
(20:15～22:00)

特別講義(医療・介護の経営とその財務管理) 白木　秀典

※夏季集中講義の日程は別紙をご参照ください。

担当教員

S-2時限：
(18:25～20:10)

不動産関連法規 井出　真

生命保険コンサルティング 可児　俊信

損害保険コンサルティング 竹下　さくら

特別講義(事業継承・M&A・資産承継の税務) 清水口　咲子

夏季集中講義科目名



◇集中授業開講科目 2023/3/14時点

担当教員 時間 教室・授業形態

平日：S2～S3限 18:25～22:00
※最終日8月3日はS-2限のみ

土日：2～4限      10:55～17:10

平日：S2～S3限 18:25～22:00
※最終日8月9日はS-2限のみ

土日：1～3限 　　　9:00～15:15

平日：S2～S3限 18:25～22:00

土日：1～4限        9:00～17:10
※最終日8月20日は5限まで

平日：S2～S3限 18:25～22:00

土日：1～4限        9:00～17:10
※最終日8月20日は3限まで

※授業方法が変更となる場合があります。※成績は春学期に付与します。

◇授業日程

月 火 水 木 金 土 日

7/24 7/25 7/26 7/27 7/28 7/29 7/30

補講期間 補講期間 補講期間 補講期間

不動産関連法規
S-2、S-3

不動産関連法規
2､3､4

特別講義（事業承継・Ｍ＆Ａ・資産承継の税務）

S-2、S-3

7/31 8/1 8/2 8/3 8/4 8/5 8/6

不動産関連法規
S-2、S-3

不動産関連法規
S-2、S-3

不動産関連法規
S-2、S-3

不動産関連法規
S-2、S-3

損害保険コンサルティング
S-2、S-3

損害保険コンサルティング
1､2､3

損害保険コンサルティング
1､2､3

特別講義（事業承継・Ｍ＆Ａ・資産承継の税務）

S-2、S-3
特別講義（事業承継・Ｍ＆Ａ・資産承継の税務）

S-2、S-3
特別講義（事業承継・Ｍ＆Ａ・資産承継の税務）

S-2、S-3

8/7 8/8 8/9 8/10 8/11 8/12 8/13

税理士試験 税理士試験 税理士試験 山の日

損害保険コンサルティング
S-2、S-3

損害保険コンサルティング
S-2、S-3

損害保険コンサルティング
S-2

8/14 8/15 8/16 8/17 8/18 8/19 8/20

特別講義 (医療・介護の経営とその財務管理)

S-2、S-3
特別講義 (医療・介護の経営とその財務管理)

S-2、S-3
特別講義 (医療・介護の経営とその財務管理)

S-2、S-3
特別講義 (医療・介護の経営とその財務管理)

1､2､3､4
特別講義 (医療・介護の経営とその財務管理)

1､2､3

特別講義（事業承継・Ｍ＆Ａ・資産承継の税務）

S-2、S-3
特別講義（事業承継・Ｍ＆Ａ・資産承継の税務）

S-2、S-3
特別講義（事業承継・Ｍ＆Ａ・資産承継の税務）

S-2

生命保険コンサルティング
S-2、S-3

生命保険コンサルティング
S-2、S-3

生命保険コンサルティング
1､2､3､4

生命保険コンサルティング
1､2､3､4､5

丸の内サテライト
（対面）

生命保険コンサルティング 可児　俊信 8月17日(木)、18日(金)、19日(土)、20日(日)

丸の内サテライト
（対面）

損害保険コンサルティング 竹下　さくら
丸の内サテライト

（対面）
8月4日（金）、5日(土)、6日(日)、
8月7日(月)、8日(火)、9日（水）

授業名 日程

不動産関連法規 井出　真 7月28日（金）、29日（土）、31日(月)、 
8月1日（火）、2日(水)、3日（木）

2023年度夏季集中授業日程について

特別講義 (医療・介護の経営とその財務管理)  白木　秀典 8月16日（水）、17日(木)、18日(金)、
8月19日(土)、20日(日)

特別講義（事業承継・Ｍ＆Ａ・資産承継の税務）
　【遠隔】

清水口　咲子 7月28日（金）、31日（月）、8月1日(火)、2日(水)、
8月16日(水)、17日(木)、18日(金)

オンライン（リアルタイ
ム）

丸の内サテライト
（対面）

平日：S2～S3限 18:25～22:00
※最終日8月18日はS-2限のみ

時間割別紙
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