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年次 学期 授業科目 類別 組 担任者 教室 学期 授業科目 類別 組 担任者 教室 学期 授業科目 類別 組 担任者 教室 学期 授業科目 類別 組 担任者 教室 学期 授業科目 類別 組 担任者 教室

春 特殊講義（会計専門職業数学）　　　　　　　　　　　 横断 韓　池 C505 春前 上級簿記論（月2・木3） 財務会計 A1 加藤久明 C506 春前 上級簿記論（月3・木2） 財務会計 A2 加藤久明 C507 春 会計制度論 財務会計 柴  健次 C505 通隔 ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｿﾘｭｰｼｮﾝ 個別演習 1 富田知嗣 C601

春後 上級財務会計論（月2・木3） 財務会計 A2 富田知嗣 C506 春後 上級財務会計論（月3・木2） 財務会計 A1 富田知嗣 C507 春 論文指導（導入） 修士論文 4 松本祥尚 C603 通隔 ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｿﾘｭｰｼｮﾝ 個別演習 3 松本祥尚 C607

春前 上級原価計算論（月2・木3） 管理会計 A2 和田泰史 C507 春前 上級原価計算論（月3・木2） 管理会計 A1 和田泰史 C506 春 論文指導（導入） 修士論文 3 中村繁隆 C605

春後 上級管理会計論（月2・木3） 管理会計 A1 大西　靖 C507 春後 上級管理会計論（月3・木2） 管理会計 A2 大西　靖 C506 春 論文指導（導入） 修士論文 6 三島徹也 C604

通年 論文指導（実践） 修士論文 1 加藤久明 C604 春 IFRS事例研究 財務会計 遠藤基弘 C505 春 経営・経済 宗岡　徹 - 春 IFRS会計論 財務会計 富田知嗣 C506 通隔 ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ・ｿﾘｭｰｼｮﾝ 個別演習 1 柴　健次 C603

通年 論文指導（実践） 修士論文 2 柴  健次 C605

通年 論文指導（実践） 修士論文 6 三島徹也 C607 通隔 個別演習 2 宗岡　徹 -

春 会計基準論 財務会計 富田知嗣 C506 春前 企業法（火2・金3） 法律・税務 A1 三島徹也 C506 春前 企業法（火3・金2） 法律・税務 A2 三島徹也 C506 春 特殊講義（企業マネジメントと会計） 横断 柴  健次 C505 春 論文指導（導入） 修士論文 1 加藤久明 C607

春後 監査制度論（火2・金3） 監査 A1 松本祥尚 C506 春後 監査制度論（火3・金2） 監査 A2 松本祥尚 C506 春 論文指導（導入） 修士論文 2 柴  健次 C606

春 論文指導（導入） 修士論文 5 富田知嗣 C601

通隔 ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｿﾘｭｰｼｮﾝ 個別演習 4 三島徹也 C604

春 マクロ経済学 経営・経済 広瀬憲三 C505 春 マネジメント・コントロール・システム論 管理会計 新井康平 C505 春 企業実践コミュニケーション 経営・経済 古橋孝志 C505 春 上級会社法 法律・税務 三島徹也 C506 通年 論文指導（実践） 修士論文 3 中村繁隆 C605

春 会計事例研究 財務会計 福島康生 C506 春 監査基準論 監査 A1 福島康生 C506 春 監査基準論 監査 A2 福島康生 C506

春 中級工業簿記 管理会計 A 池上しのぶ C505

通年 論文指導（実践） 修士論文 4 松本祥尚 C606 春 特殊講義（民法[債権]） 法律・税務 堀竹　学 C505 春 特殊講義（不正摘発監査論） 監査 池上しのぶ C505 春 特殊講義（起業・株式公開事例研究） 経営・経済 荒井 巌 C505

春前 上級簿記論（月3・木2） 財務会計 A2 加藤久明 C506 春前 上級簿記論（月2・木3） 財務会計 A1 加藤久明 C507 春 法人税法 法律・税務 中村繁隆 C506 通隔 ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｿﾘｭｰｼｮﾝ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 個別演習 2 中村繁隆 C604

春後 上級財務会計論（月3・木2） 財務会計 A1 富田知嗣 C506 春後 上級財務会計論（月2・木3） 財務会計 A2 富田知嗣 C507

春前 上級原価計算論（月3・木2） 管理会計 A1 和田泰史 C507 春前 上級原価計算論（月2・木3） 管理会計 A2 和田泰史 C506

春後 上級管理会計論（月3・木2） 管理会計 A2 大西　靖 C507 春後 上級管理会計論（月2・木3） 管理会計 A1 大西　靖 C506

春 会計専門職業倫理 監査 A1 清水涼子 C506 春 会計専門職業倫理 監査 A2 小林依子 C505 春 特殊講義（資本市場論） 経営・経済 小林依子 C505 通隔 ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ・ｿﾘｭｰｼｮﾝ 個別演習 3 三島徹也 C603

通隔 ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ・ｿﾘｭｰｼｮﾝ 個別演習 5 加藤久明 C607

通年 論文指導（実践） 修士論文 5 富田知嗣 C601

春 特殊講義（自治体マネジメントと監査） 監査 清水涼子 C505 春前 企業法（火3・金2） 法律・税務 A2 三島徹也 C506 春前 企業法（火2・金3） 法律・税務 A1 三島徹也 C506 春 商取引法 法律・税務 三島徹也 C506 春 中級商業簿記 財務会計 Ａ 加藤久明 C505

春後 監査制度論（火3・金2） 監査 A2 松本祥尚 C506 春後 監査制度論（火2・金3） 監査 A1 松本祥尚 C506 春 上級税務会計論 法律・税務 中村繁隆 C505

春 税務事例研究 法律・税務 松浦総一 C506 春 国際監査基準論 監査 髙田知実 C505 春 国際税務論 法律・税務 中村繁隆 C505 通隔 ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ・ｿﾘｭｰｼｮﾝ 個別演習 4 松本祥尚 C607

通年 論文指導（実践） 修士論文 7 中村繁隆 C604

春 経営学理論 経営・経済 上林憲雄 C506

春 内部監査論 監査 吉良勝明 C505

集中講義
年次 学期 授業科目 担任者 教室

1 夏集 企業ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 宗岡　徹 --

注 1 .時間割には、2022年度春学期に開講する全授業科目を掲載しています。
2. 学期欄の［春前］は春学期4月開講、［春後］は6月開講科目を示します。
　基本科目の授業日程は、基本科目等授業日一覧を参照してください。
3. 教室欄は第2学舎2号館内の教室名を示します。教室に変更が生じた場合は、インフォメーションシステムにてお知らせします。
4. 特殊講義（各テーマ）は、学修効果の観点から、一部の特殊講義は２年次配当とします。
5. 2022年度入学生は、2年次配当科目を履修できません。
6. 企業ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟは、別途履修申込期間を設けますので、詳細はシラバスを参照してください。

系統 備考

ｲﾝﾀｰﾝ
ｼｯﾌﾟ --
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   2022年度 関西大学会計専門職大学院時間割

春学期
１時限（９：００～１０：３０） ２時限（１０：４０～１２：１０） ３時限（１３：００～１４：３０） ４時限（１４：４０～１６：１０） ５時限（１６：２０～１７：５０）

インベストメント論
【遠隔授業（リアルタイムＺＯＯＭ）】

ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ・ｿﾘｭｰｼｮﾝ
【遠隔授業（リアルタイムＺＯＯＭ）】

隔週２コマ連続授業 （4/9,23  5/7,21  6/4,18  7/2,16）

隔週２コマ連続授業 （4/16,30  5/14,28  6/11,25  7/9,23）

隔週で授業を行いますので、

両科目とも履修可能です

※内部監査論は２年次配当
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年次 学期 授業科目 系統 組 担任者 教室 学期 授業科目 系統 組 担任者 教室 学期 授業科目 系統 組 担任者 教室 学期 授業科目 系統 組 担任者 教室 学期 授業科目 系統 組 担任者 教室

秋 基本監査プログラム演習 監査 松本祥尚 PC 秋 特殊講義（公会計論） 財務会計 柴　 健次 C507 秋 監査報告論 監査 松本祥尚 C506 秋 基本会計プログラム演習 財務会計 1 富田知嗣 PC 通隔 ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｿﾘｭｰｼｮﾝ 個別演習 1 富田知嗣 C605

秋 管理会計事例研究 管理会計 早川翔 C506 秋
特殊講義（貸借対照表論）
＜特殊講義（負債・資本会計論＞

財務会計 柴　 健次 C505 秋 統計学 経営・経済 良永康平 C606 通隔 ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｿﾘｭｰｼｮﾝ 個別演習 3 松本祥尚 C607

秋 論文指導（基礎） 修士論文 4 松本祥尚 C603 秋 論文指導（基礎） 修士論文 3 中村繁隆 C601

秋 論文指導（基礎） 修士論文 6 三島徹也 C604

通年 論文指導（実践） 修士論文 1 加藤久明 C604 秋 コストマネジメント論 管理会計 榎本成一 C505 秋 経営・経済 宗岡　徹 - 秋 租税法会計論 法律・税務 中村繁隆 C506 通隔 ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ・ｿﾘｭｰｼｮﾝ 個別演習 1 柴　健次 C603

通年 論文指導（実践） 修士論文 2 柴  健次 C605 秋 企業法判例演習 法律・税務 岸本達司 C506 通隔 個別演習 2 宗岡　徹 -

通年 論文指導（実践） 修士論文 6 三島徹也 C607

秋 ミクロ経済学 経営・経済 広瀬憲三 C506 秋 上級財務会計論 財務会計 B 富田知嗣 C506 秋 企業分析論【遠隔授業（リアルタイムＺＯＯＭ）】 管理会計 宗岡　徹 - 秋 上級管理会計論 管理会計 B 大西　靖 C505 秋 論文指導（基礎） 修士論文 1 加藤久明 C602

秋 基本会計プログラム演習 財務会計 2 富田知嗣 PC 秋 監査実施論 監査 小澤義昭 C506 秋 論文指導（基礎） 修士論文 2 柴　健次 C606

秋 論文指導（基礎） 修士論文 5 富田知嗣 C601

通隔 ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｿﾘｭｰｼｮﾝ 個別演習 4 三島徹也 C605

秋 国際管理会計事例研究 管理会計 佐久間智広 C505 秋 租税法理論 法律・税務 中村繁隆 C507 通年 論文指導（実践） 修士論文 3 中村繁隆 C604

秋 組織再編会計論 財務会計 小澤義昭 C506

秋 監査基準論 監査 B 福島康生 C506 秋 特殊講義（BATIC演習） 財務会計 松井隆雄 C505 秋 監査事例研究 監査 福島康生 C506 秋 会社経理実務 財務会計 池上しのぶ C507

秋 民法 法律・税務 堀竹　学 C506 秋 特殊講義（連結会計実務） 財務会計 池上しのぶ C505

通年 論文指導（実践） 修士論文 4 松本祥尚 C606 秋 実践会計プログラム演習 財務会計 小林依子 PC

秋 企業法 法律・税務 B 三島徹也 C505 秋 戦略管理会計論 管理会計 坂口順也 C506 秋 会社法 法律・税務 三島徹也 C506 秋 上級簿記論 財務会計 B 加藤久明 C506 通隔 ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｿﾘｭｰｼｮﾝ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 個別演習 中村繁隆 C601

秋 会計専門職業倫理 監査 B 清水涼子 C506 秋 ディスクロージャー実務 財務会計 小林依子 C505 秋 英文会計論 財務会計 浅野信博 C605 通隔 ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ・ｿﾘｭｰｼｮﾝ 個別演習 3 三島徹也 C604

通隔 ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ・ｿﾘｭｰｼｮﾝ 個別演習 5 加藤久明 C607

通年 論文指導（実践） 修士論文 5 富田知嗣 C605

秋 上級原価計算論 管理会計 B 和田泰史 C506 秋 経営戦略・組織論 経営・経済 筒井万理子 C505 秋 財表作成簿記論 財務会計 加藤久明 C506 秋 監査制度論 監査 B 松本祥尚 C505 秋 中級商業簿記 財務会計 B 加藤久明 C505

秋 中級工業簿記 管理会計 B 大西　靖 C505

秋 企業価値マネジメント論 管理会計 和田泰史 C506 秋 特殊講義（実践デジタル監査演習・ICAEA JAPAN寄附講座） 監査 弓塲啓司 PC 通隔 ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ・ｿﾘｭｰｼｮﾝ 個別演習 4 松本祥尚 C607

通年 論文指導（実践） 修士論文 7 中村繁隆 C604

秋 特殊講義（コンサルティング実務） 管理会計 吉良勝明 PC 秋 特殊講義（ＩＦＲＳ演習） 財務会計 毛利亮太 C505

秋 特殊講義（会計検査制度論） 監査 岩城利明 C505

秋 特殊講義（国際監査事例研究） 監査 飯田俊治 C506

梅田キャンパス開講科目　　（６・７限　18：30～21：30） 集中講義
学期 曜日 系統 教室 年次 学期 授業科目 担任者 教室

秋前 火 横断 601 1 冬集 監査法人ｲﾝﾀｰﾝｼｯプ 松本祥尚 --

秋後 月 横断 601

秋後 火 横断 601

※　学期欄の［秋前］は秋学期9月開講、［秋後］は11月開講を示します。

注 1. 時間割には、2022年度秋学期に開講する全授業科目を掲載しています。
2. 教室欄は2学舎2号館の教室名を示します。変更が生じた場合は、インフォメーションシステムにてお知らせします。
3. 特殊講義（各テーマ）は、学修効果の観点から、一部の特殊講義は２年次配当とします。
4. 2022年度入学生は、2年次配当科目を履修できません。
5. 監査法人ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟは、別途履修申込期間を設けます。詳細はシラバスを参照してください。
6. 論文指導（基礎）＜論文指導・修士論文（基礎）＞の教室は、履修許可発表時にお知らせします。

新規ビジネスの立上げと成長戦略 大塚勝弘
11/21,28、12/5,12,19、

1/16,23,30

企業情報の読み方と使い方 池上しのぶ、石原美保
11/22,29、12/6,13,20、

1/10,17,24

系統 備考

特殊講義（税務と会計） 
三島徹也（ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ）、米山高志、古屋敷博文、

野口卓士、牛島慶太、内田聡、中丁卓也、野田敏男
9/27、10/4,11,18、25

11/1,8,15
ｲﾝﾀｰﾝ
ｼｯﾌﾟ

-
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   2022年度 関西大学会計専門職大学院時間割
秋学期

コーポレート・ファイナンス論
【遠隔授業（リアルタイムＺＯＯＭ）】

ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ・ｿﾘｭｰｼｮﾝ
【遠隔授業（リアルタイムＺＯＯＭ）】

隔週２コマ連続授業 （10/1,15,29  11/12,26  12/10,24  1/28）

隔週２コマ連続授業 （9/24  10/8,22  11/5,19  12/3,17  1/21）

隔週２コマ連続授業 （10/1,15,29  11/12,26  12/10,24  1/28）

隔週２コマ連続授業 （9/24  10/8,22 11/5,19  12/3,17 1/21）

隔週２コマ連続授業 （9/23 10/7,21  11/11,25  12/9,23  1/20）

隔週で授業を行いますので、

両科目とも履修可能です

隔週で授業を行いますので、

両科目とも履修可能です


