
2023年　春学期　時間割

平日（月曜日～金曜日）

6時限・7時限（18:30～21:40）

科目名 教員名 分野

月曜日 論文演習 今泉 忠　久保田 貴文 本質思考力

トライセクターリーダー論 金野　索一 ソーシャルインパクトビジネス

医療・介護経営Ｉ 真野　俊樹 ヘルスケア

社会課題と経済安全保障を巡るルール形成戦略 國分　俊史 ルール形成戦略

最新テクノロジーとAIの世界 金野　索一 テクノロジー＆ベンチャー

ビジネスモデルイノベーション 河野　龍太 イノベーション

火曜日 ヒューマンリソース概論(A) 徳岡　晃一郎 リーダーシップと人事

ESG時代の「サステイナブル経営」の理論と実践 村上　誠典 ファイナンス＆ガバナンス

スーパージェネラリスト 田坂　広志 志

論文演習 荻原　直紀 本質思考力

コーポレートガバナンスの理論と実務 菅原　貴与志 ファイナンス＆ガバナンス

国際通商と企業のルール形成 羽生田　慶介 ルール形成戦略

社会課題解決とグローバル・シチズンシップ 川田　英樹 志

水曜日 論文演習 徳岡　晃一郎 本質思考力

マーケティングマネジメント概論 河野　龍太 顧客創造

ヒューマンリソース概論(B) 佐々木　弘明 リーダーシップと人事

コーポレートファイナンス基礎理論と実践 堀内　勉 ファイナンス＆ガバナンス

ソーシャルビジネス演習 田中　勇一 ソーシャルインパクトビジネス

「イノベーターシップ」の実践 徳岡　晃一郎 志

毎
週

留学生のためのビジネス日本地理・日本史I（15時30分～17時00分） 瀧川　浩人 留学生支援

木曜日 チェンジマネジメント実践論 荻原　直紀 イノベーション

地域包括ケアのビジネスモデル 石井　富美 ヘルスケア

論文演習 河野　龍太 本質思考力

留学生のための日本経済・経営基礎（14時40分～17時50分） 佐藤　勝彦 留学生支援

実践知リーダーのための教養と対話型読書演習 堀内　勉 志

まちづくり最新事情 長島　剛 ソーシャルインパクトビジネス

知識資産マネジメント実践論 荻原　直紀 イノベーション

金曜日 知識創造経営のプリンシプル 紺野　登 イノベーション

論文演習 佐々木　弘明 本質思考力

先端ITマーケティングイノベーション 橋本　大也 テクノロジー＆ベンチャー

論文演習 堀内　勉 本質思考力

DX変革:データサイエンスによる企業変革 前田　英志 データドリブン経営

ルール形成戦略のBX（実践行動経済学） 伊藤言・伊原克将 ルール形成戦略

土曜日

1時限・2時限（9:00～12:10） 3時限・4時限（13:00～16:10）

科目名 教員名 分野 科目名 教員名 分野 教員名 分野

集中ゼミ(統計検定) 今泉　忠 データドリブン経営 反直感的思考によるイノベーション実践法 津田　真吾 イノベーション 金 美徳 本質思考力

世界潮流と企業戦略 金　美徳 アジアビジネス戦略 ソーシャル・ファイナンス 小林　立明 ソーシャルインパクトビジネス

論文スタートアップI（10時40分～12時10分）【1単位】 劉 麗娜 留学生支援

データ活用入門 今泉　忠 データドリブン経営 論文実践I　（留学生対象） 齋藤　春光 留学生支援 金 美徳 本質思考力

実践ビジネスコーチング 橋場剛・山本佳孝 リーダーシップと人事 論文演習 紺野　登 本質思考力

ビジネスジャパニーズＩ（上級）（9時00分～10時30分）【1単位】 宋　岩群 留学生支援 ストレスマネジメントと精神回復力 水木　さとみ リーダーシップと人事

ビジネスジャパニーズＩ（中級）（10時40分～12時10分）【1単位】 宋　岩群 留学生支援

日曜日

1時限・2時限（9:00～12:10） 3時限・4時限（13:00～16:10） 5時限・6時限（16:20～19：30）

科目名 教員名 分野 科目名 教員名 分野 教員名 分野

ビジネスリーダーのための実践的課題解決 高田　貴久 本質思考力 知識創造とSECIモデルの実践 川田　英樹 リーダーシップと人事

論文演習 真野　俊樹 本質思考力

シナリオプランニングワークショップ
（集中講義　①5/21　②6/11　③7/9）

紺野 登 イノベーション
シナリオプランニングワークショップ
（集中講義　①5/21　②6/11　③7/9）

紺野 登 イノベーション 紺野 登 イノベーション

論文演習 川田　英樹 本質思考力 マネジリアル・アカウンティング 真壁　昭夫 ファイナンス＆ガバナンス

高齢社会のまちづくり 川井 真 ヘルスケア ケーススタディ 組織を動かす変革型リーダーシップ論 迫川 史康 リーダーシップと人事

制度と法の経済分析入門 宇佐美　洋 ファイナンス＆ガバナンス 持続可能な地域創生と地域金融の役割 渡邉　泰之 ソーシャルインパクトビジネス

※ 「シナリオプランニングワークショップ」は3日間（①5/21　②6/11　③7/9）の集中講義。尚、履修登録する場合は、同一パターンの講義は履修できません。

役職 氏名

※ 「インターゼミ(寺島実郎学長ゼミ)」 1 教　授 今泉　忠

　九段サテライトキャンパスで、「毎週土曜日」の16時20分より開講。 2 教　授 荻原　直紀

3 教　授 川田　英樹

※ 「論文演習（I～III）」は、各学期1科目しか履修できません。 4 教　授 金 美徳

5 教　授 久保田 貴文

※ 「フィールドスタディ」【集中講義】（金美徳）　　「30～45時間」の学修・活動時間のプログラム・セミナー・地方実習、海外研修等 6 教　授 河野 龍太

7 教　授 國分 俊史

※ 「ヒューマンリソース概論（Ａ）」、「ヒューマンリソース概論（Ｂ）」は、どちらか1科目しか履修できません。 8 教　授 紺野 登

9 教　授 長島　剛

※ 「MBB・思いのマネジメント実践」は、「ヒューマンリソース概論（A）」または「ヒューマンリソース概論（B）」単位未修得者は履修できません。 10 教　授 浜田 正幸

11 教　授 堀内　勉 ホリウチ　ツトム

科目名

コンノ　ノボル

ハマダ　マサユキ

2023年度　多摩大学大学院　経営情報学研究科　専任教員一覧

カワダ　ヒデキ

キム　ミトク

クボタ　タカフミ

コウノ　リュウタ

コクブン　トシフミ

カナ

イマイズミ　タダシ

オギワラ　ナオキ

ナガシマ　ツヨシ

B

A

B

A

B

B

A

A

多摩大学大学院　

A

B

B

A

インターゼミ(寺島実郎学長ゼミ)（16：20～17：50）

インターゼミ(寺島実郎学長ゼミ)（16：20～17：50）

5時限・6時限（16:20～19：30）

A

B

科目名

シナリオプランニングワークショップ
（集中講義　①5/21　②6/11　③7/9）

（博士課程研究発表：土曜日A午後から開催日を検討する）



2023年　秋学期　時間割

平日（月曜日～金曜日）

6時限・7時限（18:30～21:40）

科目名 教員名 分野

月曜日 論文演習 久保田 貴文　今泉 忠 本質思考力

SDGS(社会課題)×Tech ビジネス 金野　索一 テクノロジー＆ベンチャー

議院内閣制度における公的ルール形成プロセス論 福田　峰之 ルール形成戦略

統計的データ分析 久保田　貴文 データドリブン経営

知識資産マネジメント実践論 荻原　直紀 イノベーション

医療・介護マネジメントの実践知 真野　俊樹 ヘルスケア

火曜日 MBB・思いのマネジメント実践 徳岡　晃一郎 リーダーシップと人事

医療・介護経営II 真野　俊樹 ヘルスケア

オーセンティックリーダーシップ 荻野　淳也 リーダーシップと人事

ネオ・リベラルアーツ 田坂　広志 志

実践組織変革 浜田　正幸 リーダーシップと人事

起業/社内起業の事業創造実践論 本荘　修二 イノベーション

水曜日 論文演習 徳岡　晃一郎 本質思考力

マーケティングマネジメント概論 河野　龍太 顧客創造

経営戦略概論 前川　慶一 イノベーション

コーポレートファイナンス基礎理論と実践 堀内　勉 ファイナンス＆ガバナンス

ルール形成のためのメディア戦略 岡田　宏記 ルール形成戦略

毎
週

留学生のためのビジネス日本地理・日本史II（15時30分～17時00分） 瀧川 浩人 留学生支援

木曜日 論文演習 河野　龍太 本質思考力

チェンジマネジメント実践論 荻原　直紀 イノベーション

プレミアム価値創造のブランド戦略 吉松　敏也 顧客創造

ソーシャルビジネスの事業・資金計画 堀内　勉 ソーシャルインパクトビジネス

イノベーターのための顧客創造戦略　理論と実践技法 河野　龍太 イノベーション

金曜日 イノベーションマネジメントシステム（IMS）と目的工学 紺野　登 イノベーション

論文演習 堀内　勉 本質思考力

サービスサイエンス 中野　未知子 データドリブン経営

土曜日

1時限・2時限（9:00～12:10） 3時限・4時限（13:00～16:10）

科目名 教員名 分野 科目名 教員名 分野 教員名 分野

論文演習 荻原　直紀 本質思考力 クリティカルシンキング 柏木　吉基 データドリブン経営 金 美徳 本質思考力

資産運用のファイナンス基礎理論 冨島　佑允 ファイナンス＆ガバナンス 実践リベラルアーツ論 矢萩　邦彦 本質思考力

マーケティングリサーチ 今泉　忠 データドリブン経営 論文演習 紺野　登 本質思考力 金 美徳 本質思考力

論文実践II（留学生対象） 齋藤　春光 留学生支援

ビジネスジャパニーズＩI（上級）（9時00分～10時30分）【1単位】 宋　岩群 留学生支援

ビジネスジャパニーズＩI（中級）（10時40分～12時10分）【1単位】 宋　岩群 留学生支援

日曜日

1時限・2時限（9:00～12:10） 3時限・4時限（13:00～16:10）

科目名 教員名 分野 科目名 教員名 分野 教員名 分野

論文演習 真野　俊樹 本質思考力 知識創造とSECIモデルの実践 川田　英樹 リーダーシップと人事

ベンチャーCFO養成講座 新村　和大 ソーシャルインパクトビジネス 論文スタートアップＩＩ（13時00分～14時30分）【1単位】 宋　岩群 留学生支援

デザイン思考ワークショップ
（集中講義　①11/26　②12/10　③1/14）

紺野 登 イノベーション
デザイン思考ワークショップ
（集中講義　①11/26　②12/10　③1/14）

紺野 登 イノベーション 紺野 登 イノベーション

ヘルスケアビジネスイノベーション 山本　伸 ヘルスケア データドリブンの戦略構築 栗山 実 データドリブン経営

組織と戦略の経済学 宇佐美　洋 ファイナンス＆ガバナンス 企業会計・簿記入門 井村　順子 ファイナンス＆ガバナンス

論文演習 川田　英樹 本質思考力 社会課題解決とグローバル・シチズンシップ 川田　英樹 志

※ 「デザイン思考ワークショップ」は3日間（①11/26　②12/10　③1/14）の集中講義。尚、履修登録する場合は、同一パターンの講義は履修できません。

役職 氏名

※ 「インターゼミ(寺島実郎学長ゼミ)」 1 教　授 今泉　忠

　九段サテライトキャンパスで、「毎週土曜日」の16時20分より開講。 2 教　授 荻原　直紀

3 教　授 川田　英樹

※ 「フィールドスタディ」【集中講義】（金美徳）　　「30～45時間」の学修・活動時間のプログラム・セミナー・地方実習、海外研修等 4 教　授 金 美徳

5 教　授 久保田 貴文

※ 「論文演習（I～III）」は、各学期1科目しか履修できません。 6 教　授 河野 龍太

7 教　授 國分 俊史

※ 「MBB・思いのマネジメント実践」は、「ヒューマンリソース概論（A）」または「ヒューマンリソース概論（B）」単位未修得者は履修できません。 8 教　授 紺野 登

9 教　授 長島　剛

※ 「起業/社内起業の事業創造実践論」は、「実践アントレプレナーシップ」の科目名変更のため単位修得者は履修できません。 10 教　授 浜田 正幸

11 教　授 堀内　勉

※ 「ソーシャルビジネスの事業・資金計画」は、「非営利法人のファイナンス」の科目名変更のため単位修得者は履修できません。
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科目名

デザイン思考ワークショップ
（集中講義　①11/26　②12/10　③1/14）

B

多摩大学大学院　

A

B

A

B

A

B

A

B

A
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5時限・6時限（16:20～19：30）

5時限・6時限（16:20～19：30）

A

B

A

科目名

インターゼミ(寺島実郎学長ゼミ)（16：20～17：50）

インターゼミ(寺島実郎学長ゼミ)（16：20～17：50）

（博士課程研究発表：土曜日A午後から開催日を検討する）



月曜日 火曜日 水曜日 木曜日

パターン A B A B A B A B A B A B A B

第1講 開講日 4月9日 4月16日 4月3日 4月10日 4月4日 4月11日 4月5日 4月12日 4月6日 4月13日 4月7日 4月14日 4月8日 4月15日

第2講 開講日 4月23日 4月30日 4月17日 4月24日 4月18日 4月25日 4月19日 4月26日 4月20日 4月27日 4月21日 4月28日 4月22日 4月29日

第3講 開講日 5月7日 5月14日 5月8日 5月15日 5月9日 5月16日 5月10日 5月17日 5月11日 5月18日 5月12日 5月19日 5月13日 5月20日

第4講 開講日 5月21日 6月4日 5月22日 5月29日 5月23日 5月30日 5月24日 5月31日 5月25日 6月1日 5月26日 6月2日 5月27日 6月3日

第5講 開講日 6月11日 6月18日 6月5日 6月12日 6月6日 6月13日 6月7日 6月14日 6月8日 6月15日 6月9日 6月16日 6月10日 6月17日

第6講 開講日 6月25日 7月2日 6月19日 6月26日 6月20日 6月27日 6月21日 6月28日 6月22日 6月29日 6月23日 6月30日 6月24日 7月1日

第7講 開講日 7月9日 7月16日 7月3日 7月10日 7月4日 7月11日 7月5日 7月12日 7月6日 7月13日 7月7日 7月14日 7月8日 7月15日

第8講 開講日 7月23日 7月30日 7月17日 7月24日 7月18日 7月25日 7月19日 7月26日 7月20日 7月27日 7月21日 7月28日 7月22日 7月29日

補講日

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日

パターン A B A B A B A B A B A B A B

第1講 開講日 9月17日 9月24日 9月18日 9月25日 9月19日 9月26日 9月20日 9月27日 9月21日 9月28日 9月22日 9月29日 9月16日 9月23日

第2講 開講日 10月1日 10月8日 10月2日 10月9日 10月3日 10月10日 10月4日 10月11日 10月5日 10月12日 10月6日 10月13日 9月30日 10月7日

第3講 開講日 10月15日 10月22日 10月16日 10月23日 10月17日 10月24日 10月18日 11月25日 10月19日 10月26日 10月20日 10月27日 10月14日 10月28日

第4講 開講日 10月29日 11月5日 10月30日 11月6日 10月31日 11月7日 11月1日 11月8日 11月2日 11月9日 11月3日 11月10日 11月4日 11月11日

第5講 開講日 11月12日 11月19日 11月13日 11月20日 11月14日 11月21日 11月15日 11月22日 11月16日 11月23日 11月17日 11月24日 11月18日 11月25日

第6講 開講日 11月26日 12月3日 11月27日 12月4日 11月28日 12月5日 11月29日 12月6日 11月30日 12月7日 12月1日 12月8日 12月2日 12月9日

第7講 開講日 12月10日 12月17日 12月11日 12月18日 12月12日 12月19日 12月13日 12月20日 12月14日 12月21日 12月15日 12月22日 12月16日 12月23日

第8講 開講日 1月14日 1月21日 1月15日 1月22日 1月9日 1月16日 1月10日 1月17日 1月11日 1月18日 1月12日 1月19日 1月13日 1月20日

補講日 1月26日 1月27日

8月5日

日曜日 金曜日 土曜日

1月28日 1月29日 1月23日 1月24日 1月25日

8月6日 7月31日 8月1日 8月2日

■秋学期

8月3日 8月4日

令和5(2023)年度　品川サテライト 授業開講日程（パターン）表　

日曜日 金曜日 土曜日
■春学期
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