2021 年度 経済学部 配布資料 訂正表
2021 年 4 月 15 日現在
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訂正前

⇒

■抽選科目エントリーと履修クラスの抽選（期間が短いので注意すること）
分野

抽選対象科目

外国語
（選択必修）

訂正後
■抽選科目エントリーと履修クラスの抽選（期間が短いので注意すること）

エントリー方法

分野

英語セミナー（春）

p. 33 の 記 載 に 従 っ て

外国語

英語リーディングａ，ｂ

Web エントリーを行って

ドイツ語/フランス語/中国語/

ください。

抽選対象科目

（選択必修）

スペイン語のⅣ a，b またはⅪ a，b

p. 33 の記載に従って

英語リーディングａ，ｂ

Web エントリーを行って

ドイツ語/フランス語/中国語/

ください。

スペイン語のⅣ a，b またはⅪ a，b

（※秋開講の半期集中科目を含む）
専門教育科目

エントリー方法

英語セミナー（春）

（※秋開講の半期集中科目を含む）
p. 32 の 記 載 に 従 っ て

p. 32 の対象科目参照

専門教育科目

Web エントリーを行って

p. 34 の記載に従って
p. 32 の対象科目参照

Web エントリーを行って

ください。

33

ください。

英語オーラル・プレゼンテーション（Ⅰ／Ⅱ）（初級）

英語オーラル・プレゼンテーション（Ⅰ）（Ⅱ）

英語最上級 アドバンスト英語（ａ／ｂ）

英語最上級 アドバンスト英語（Ⅰ）（Ⅱ）

34

・河端

瑞貴君「経済地理ａ」

・河端

瑞貴君「経済地理ａ」

基本

・高草木
・中西

聡君「日本経済史ａ/ｂ」

・川俣

雅弘君「経済学史Ⅰａ/ｂ」

基本

・中西

聡君「日本経済史ａ/ｂ」

・川俣

雅弘君「経済学史Ⅰａ/ｂ」

科目

・寺井

公子君「経済政策論ａ」

・佐藤

祐己君「金融論ａ」

科目

・寺井

公子君「経済政策論ａ」

・佐藤

祐己君「金融論ａ」

・土居

丈朗君「財政論ａ/ｂ」

・三嶋

恒平君「工業経済論ａ/ｂ」

・土居

丈朗君「財政論ａ/ｂ」

・三嶋

恒平君「工業経済論ａ/ｂ」

・中妻

照雄君「フィンテックとソーシャル・インフラストラクチュアａ/ｂ」

対象

・中妻

照雄君「フィンテックとソーシャル・インフラストラクチュアａ/ｂ」

科目

・赤林

英夫君「ＡＩ産業論」

・藤田

康範君「金融資産市場論ａ/

対象
科目
特殊
科目

・藤田

光一君「社会思想ａ/ｂ」

康範君「金融資産市場論ａ/

・藤田

ｂ」

・高草木

特殊

康範君「経済政策のミクロ分

科目

析ａ/ｂ」

・土居

丈朗君「企業金融論ａ/ｂ」

・山田

浩之君「開発経済学ａ/ｂ」

・谷口

和弘君「経営学ａ/ｂ」

・坂井

恵君「会計学ａ/ｂ」

祐己君他「企業金融論ａ/ｂ」 ・山田

・谷口

和弘君「経営学ａ/ｂ」

浩之君「開発経済学ａ/ｂ」

・坂井

恵君「会計学ａ/ｂ」

科目
ゲームの理論ａ(2)/ｂ(2)

49

解析学Ⅰａ(2)/ｂ(2)

公共経済学ａ(2)/ｂ(2)

解析学Ⅱａ(2)/ｂ(2)

ゲームの理論ａ(2)/ｂ(2)

数理経済学Ⅰａ(2)/ｂ(2)

数理経済学Ⅱａ(2)/ｂ(2)
数理経済学特論Ⅰ［微分方程式論］ ａ(2)/ｂ(2)

数理経済学特論Ⅱａ［確率論］(2)/ｂ(2)

数理経済学特論Ⅱａ［確率論］(2)/ｂ(2)

代数学ａ(2)/ｂ(2)

代数学ａ(2)/ｂ(2)

定量的マクロ経済学ａ(2) メカニズムデザインａ(2)

定量的マクロ経済学ａ(2) メカニズムデザインａ(2)

モビリティイノベーションとマーケットデザインａ(2)

モビリティイノベーションとマーケットデザインａ(2)

経済学：理論と実践(2) E

経済学：理論と実践(2) E

マルクス経済学特論(2)

ベイズ統計学ａ(2)/ｂ(2)

人工知能入門ａ E (2)/ｂ E (2)
日本経済思想史ａ(2)/ｂ(2)
日本経済史各論 E (2)

時系列分析ａ(2)/ｂ(2)

データ駆動型ファイナンス入門(2)

日本経済思想史ａ(2)/ｂ(2)

経済史 E (2)

医療経済学-E-(2)

経済政策のミクロ分析ａ(2)/ｂ(2)
ＮＰＯ経済論ａ(2)/ｂ(2)

日本経済史各論 E (2)

特殊
(三田)

長寿と金融(2)

科目

高齢化に伴う諸問題：経済と医学の視点から E (2)
公共私による新しい福祉価値の創造(2)

データ駆動型ファイナンス入門(2)

近代日本と東アジアｂ(2)

東欧経済史ａ(2)/東欧経済史ｂ(2)

現代日本経済史ａ(2)

家族と教育の経済学ａ E (2)
社会福祉論(2)

マルクス経済学特論(2)

ベイズ統計学ａ(2)/ｂ(2)

人工知能入門ａ E (2)/ｂ E (2)

近代日本と東アジアｂ(2)

東欧経済史ａ(2)/東欧経済史ｂ(2)

40-30-01

解析学Ⅱａ(2)/ｂ(2)

数理経済学Ⅰａ(2)/ｂ(2)

数理経済学特論Ⅰ［微分方程式論］ ａ(2)/ｂ(2)

時系列分析ａ(2)/ｂ(2)

特殊

解析学Ⅰａ(2)/ｂ(2)

公共経済学ａ(2)/ｂ(2)

数理経済学Ⅱａ(2)/ｂ(2)

(三田)

康範君「経済政策のミクロ分

析ａ/ｂ」

関連

科目

科目

・藤田

ｂ」
・佐藤

関連

光一君「社会思想ａ/ｂ」

ＡＩ産業論(2)

40-30-01

経済史 E (2)

現代日本経済史ａ(2)

家族と教育の経済学ａ E (2)
社会福祉論(2)

医療経済学-E-(2)

公共私による新しい福祉価値の創造(2)

ファイナンス入門ｂ(2)

経済政策のミクロ分析ａ(2)/ｂ(2)

フィンテックの理論と実践ａ(2)/ｂ E (2)

長寿と金融(2)

高齢化に伴う諸問題：経済と医学の視点から E (2)

ＮＰＯ経済論ａ(2)/ｂ(2)

ＡＩ産業論(2)

ファイナンス入門ｂ(2)

フィンテックの理論と実践ａ(2)/ｂ E (2)

フィンテックとソーシャル・インフラストラクチュアａ(2)/ｂ(2)

フィンテックとソーシャル・インフラストラクチュアａ(2)/ｂ(2)

格差と援助の経済学ａ(2)/ｂ(2)

格差と援助の経済学ａ(2)/ｂ(2)

開発経済学ａ(2)/ｂ(2)

世界経済論ａ(2)/ｂ(2)

ＥＵと日本の経済関係 E (2)

国際経済と行動経済学ａ. E..(2)/ｂ. E..(2)

開発経済学ａ(2)/ｂ(2)

貿易政策ａ(2)/ｂ(2)

国際経済と行動経済学ａ. E..(2)/ｂ. E..(2)

国際的視点から見た日本経済 E (2)
戦争と社会(2) 日本社会史ａ(2)/ｂ(2)
簿記ａ(2)/ｂ(2)

世界経済論ａ(2)/ｂ(2)

ＥＵと日本の経済関係 E (2)
貿易政策ａ(2)/ｂ(2)

国際的視点から見た日本経済 E (2)
日本史史料講読ａ(2)/ｂ(2)

金融資産市場論ａ(2)/ｂ(2)

戦争と社会(2) 日本社会史ａ(2)/ｂ(2)

企業金融論ａ(2)/ｂ(2)

簿記ａ(2)/ｂ(2)

グローバル人材マネジメント(2) E

グローバル人材マネジメント(2) E

自由研究特修Ⅰ(2)/Ⅱ(2)

自由研究特修Ⅰ(2)/Ⅱ(2)

研究特修Ⅰ(2)/Ⅱ(2)

日本史史料講読ａ(2)/ｂ(2)

金融資産市場論ａ(2)/ｂ(2)

企業金融論ａ(2)/ｂ(2)

都市と地域のモビリティー産業論(2)

研究特修Ⅰ(2)/Ⅱ(2)
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訂正前

⇒

訂正後

訂正は随時教育支援システム上のシラバスに反映されます。最新のシラバスを確認してください。
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訂正前

⇒

訂正後

月曜２限

月曜２限

ルボワ，ジェローム 05063 「【春】ﾌﾗﾝｽ語Ⅴa(選択 A)/

ルボワ，ジェローム 05063 「【春】ﾌﾗﾝｽ語Ⅴa(選択 A)/

【秋】ﾌﾗﾝｽ語Ⅴb(選択 A)」

【秋】ﾌﾗﾝｽ語Ⅴb(選択 A)」 108

壽里 竜 48420 「【春前】社会思想史 a」

壽里 竜 48420 「【春前】社会思想史 a(HISTORY OF

壽里 竜 63657 「【春後】社会思想史 b」

SOCIAL THOUGHT A)」
壽里 竜 63657 「【春後】社会思想史 b(HISTORY OF
SOCIAL THOUGHT B)」

3

4

佐藤祐己 48214 「【春前】金融論 a ※火 2 とセット」 533

佐藤祐己 48214 「【春前】金融論 a ※火 2 とセット」

新井拓児 31432 「【春】解析学Ⅱa」 358

新井拓児 31432 「【春】解析学Ⅱa」 101

月曜３限

月曜３限

須田伸一 57287 「【春】数理経済学Ⅰa」 514

須田伸一 57287 「【春】数理経済学Ⅰa」 102

月曜４・５限

月曜４・５限

白塚重典 15496 「研究会 a/研究会 b(3 年)」 461

白塚重典 15496 「研究会 a/研究会 b(3 年)」 106

白塚重典 19090 「研究会 c/研究会 d(4 年)」 461

白塚重典 19090 「研究会 c/研究会 d(4 年)」 106

月曜５限

月曜５限

稲葉 寿 05503 「3 【春】数理経済学特論Ⅰa[微分方程

稲葉 寿 05503 「3 【春】数理経済学特論Ⅰa[微分方程

式論]/【秋】数理経済学特論Ⅰb[微分方程式論]」 348

式論]/【秋】数理経済学特論Ⅰb[微分方程式論]」 313

火曜２限

金曜１限

大垣昌夫 93572 「【秋】国際経済と行動経済学ａ

大垣昌夫 93572 「【秋】国際経済と行動経済学ａ

（INTERNATIONAL ECONOMY AND BEHAVIORAL）

（INTERNATIONAL ECONOMY AND BEHAVIORAL
ECONOMICS）」

5

7

佐藤祐己 48214 「【春前】金融論 a ※月 2 とセット」 533

佐藤祐己 48214 「【春前】金融論 a ※月 2 とセット」

火曜３限

火曜３限

加島 潤 25239 「【春】専門外国書講読(中)」 341-A

加島 潤 25239 「【春】専門外国書講読(中)」 108

火曜４・５限

火曜４・５限

大平 哲 05279 「研究会 a/研究会 b(3 年)」 106

大平 哲 05279 「研究会 a/研究会 b(3 年)」 124

大平 哲 06878 「研究会 c/研究会 d(4 年)」 106

大平 哲 06878 「研究会 c/研究会 d(4 年)」 124

川俣雅弘 08206 「研究会 a/研究会 b(3 年)」 124

川俣雅弘 08206 「研究会 a/研究会 b(3 年)」 106

川俣雅弘 08502 「研究会 c/研究会 d(4 年)」 124

川俣雅弘 08502 「研究会 c/研究会 d(4 年)」 106

崔

在東 11228 「研究会 a/研究会 b(3 年)」 514

崔

在東 11228 「研究会 a/研究会 b(3 年)」 122,131A

崔

在東 19047 「研究会 c/研究会 d(4 年)」 514

崔

在東 19047 「研究会 c/研究会 d(4 年)」 122,131A

水曜３限

水曜３限

櫻川昌哉 16296 「【春】国際金融論 b」 517

櫻川昌哉 16296 「【春】国際金融論 b」

大西

広 47825 「 【春】独占資本主義論 a」

南ﾎ-ﾙ

大西

広 47825 「 【春】独占資本主義論 a」

421

水曜４・５限

水曜４・５限

前多康男 15003 「研究会 a/研究会 b(3 年)」 353Ｄ

前多康男 15003 「研究会 a/研究会 b(3 年)」 133,353Ｄ

前多康男 17757 「研究会 c/研究会 d(4 年)」 353Ｄ

前多康男 17757 「研究会 c/研究会 d(4 年)」 133,353Ｄ

笹原 彰 19229 「研究会 a(RESEARCH SEMINAR)/研究

笹原 彰 19229 「研究会 a(RESEARCH SEMINAR)/研

会 bRESEARCH SEMINAR)(3 年)」

究会 bRESEARCH SEMINAR)(3 年)」 110

8

9
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橋口勝利 14982 「研究会 a/研究会 b(3 年)」 110

橋口勝利 14982 「研究会 a/研究会 b(3 年)」 517

橋口勝利 19051 「研究会 c/研究会 d(4 年)」 110

橋口勝利 19051 「研究会 c/研究会 d(4 年)」 517

金曜１限

火曜２限

大垣昌夫 55322 「【春】国際経済と行動経済学ｂ」

大垣昌夫 55322 「【春】国際経済と行動経済学ｂ」

金曜２限

金曜２限

ﾌｨｯﾂ, ｽﾃｨ-ﾌﾞﾝ 96036 「【春】人工知能入門 a

ﾌｨｯﾂ, ｽﾃｨ-ﾌﾞﾝ 96036 「【春】人工知能入門 a

(INTRODUCTION TO ARTIFICIAL INTELLIGENCE)」 132

(INTRODUCTION TO ARTIFICIAL INTELLIGENCE)」 123

塩澤修平 46905 「 【春】NPO 経済論 a 」 南ﾎ-ﾙ

塩澤修平 46905 「 【春】NPO 経済論 a 」 106

長町 理恵子

長町 理恵子

木曜３限

木曜３限

花房博文 50756 「【春】民法Ⅰa」 131-B

花房博文 50756 「【春】民法Ⅰa」 123

花房博文 64304 「【秋】民法Ⅰb」 131-B

花房博文 64304 「【秋】民法Ⅰb」 123

金曜３限

金曜３限

坂井豊貴 95651 「【春】ﾒｶﾆｽﾞﾑﾃﾞｻﾞｲﾝ a」 423

坂井豊貴 95651 「【春】ﾒｶﾆｽﾞﾑﾃﾞｻﾞｲﾝ a」 517

訂正前

⇒

訂正後

今後の時間割変更は下記の Web サイトを確認してください。
「塾生サイト」→「三田キャンパス 経済学部」→「履修案内・講義要綱・時間割」→経済学部「時間割変更 （教室変更等）」

https://www.students.keio.ac.jp/mt/class/registration/

