
2019年度　経営管理研究科　〚 マネジメントプログラム 〛開講科⽬時間割 2019年度カリキュラム
(2019年度以降の⼊学⽣)

項目 時限 月 火 水 木 金
科目群 【基礎】Ａ群 【展開】戦略 【基礎】Ａ群 【基礎】Ｂ群 【基礎】Ａ群 【展開】ﾌｧｲﾅﾝｽ 【基礎】Ａ群 【基礎】Ｂ群 【展開】組織 【基礎】Ａ群

授業コード 90457 90516 90471 90485 90473 90555 90453 90481 90536 90475

科目 組織行動(MP)
国際経営戦略
(MP)

ファイナンス(MP) 統計学(MP)
アカウンティング
(MP)

コーポレートファイ
ナンス(MP)

競争戦略(MP)
国際政治経済
(MP)

コーチング(MP)
アカウンティング
(MP)

クラス U1 U2 U2 U1 U1 U1 U1 U1 U1 U2

担当 前田 東岐 畠山 俊宏 花村 信也 池田 伸 奥村 陽一 橋本 正明 濱田 初美 松村 博行 高橋 慶治 奥村 陽一

教室 演習１ 演習１ 第７ 情報２ 第７ 第７ 演習１ 第7 第７ 第７
別キャンパス同時開講 ２科目同時開講 ２科目同時開講 ２科目同時開講 ２科目同時開講

科目群 【基礎】Ａ群 【展開】特殊講義 【展開】組織 【展開】特殊講義 【基礎】Ａ群

授業コード 90461 90627 90532 90619 90467

科目 技術経営(MP)

経営管理特殊講
義Ⅲ｢ファッション
マーチャンダイジ
ング｣

キャリア開発(MP)
経営管理特殊講
義Ⅱ｢介護経営｣

マーケティング
(MP)

クラス U1 22 U2 12 U2

担当 佐伯 靖雄 田島 等 永田 稔 中井 孝之・肥塚 浩 小菅 竜介

教室 朱雀 / 303 演習２ 演習１ 演習２ 演習２

科目群 【基礎】Ａ群 【基礎】Ａ群 【基礎】Ａ群 【展開】会計 【展開】組織 【展開】会計 【展開】組織 【展開】ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ 【基礎】Ａ群 【基礎】Ｂ群

授業コード 90455 90477 90465 90563 90535 90565 90528 90548 90469 90483

科目 競争戦略(MP) 企業分析(MP)
マーケティング
(MP)

財務諸表(MP)
異文化マネジメン
ト(MP)

管理会計(MP)
人的資源管理
(MP)

商品開発(MP) ファイナンス(MP) 企業倫理(MP)

クラス U2 U1 U1 U1 U2 U1 U2 U1 U1 U1

担当 肥塚 浩 奥村 陽一 田中 浩子 谷口 学 古沢 昌之 谷口 学 永田 稔 魚谷 滋己 橋本 正明 池田 耕一

教室 演習１ 演習1 演習１ 第７ 演習１ 第７ 第７ 演習２ 第７ 第7
別キャンパス同時開講 ２科目同時開講 ２科目同時開講 ２科目同時開講 ２科目同時開講 ２科目同時開講

科目群 【展開】ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ 【展開】ﾌｧｲﾅﾝｽ 【基礎】Ａ群 【展開】戦略 【展開】特殊講義 【基礎】Ａ群

授業コード 90544 90559 90463 90522 90621 90479

科目 消費者行動(MP)
ストラクチャード
ファイナンス(MP)

技術経営(MP) 事業創造(MP)
経営管理特殊講
義Ⅲ｢マインドフル
ネス｣

企業分析(MP)

クラス U1 U1 U2 U2 16 U2

担当 小菅 竜介 花村 信也 肥塚 浩 大上 二三雄 高橋 慶治 奥村 陽一

教室 朱雀 / 303 情報２ 演習１ 演習１ 演習２ 演習１

　  　 4⽉05⽇（⾦) 〜 06⽉06⽇ (⽊)
0　   4⽉05⽇（⾦) 〜 04⽉11⽇ (⽊) 補講予備⽇
　　　 4⽉08⽇（⽉) AM6:30 〜04⽉10⽇ (⽔) AM11:00
　　　 4⽉11⽇（⽊) AM6:30 〜04⽉12⽇ (⾦) AM11:00 6・7時限
　　 06⽉07⽇（⾦) 〜 08⽉04⽇ (⽇)
0　　 6⽉07⽇（⾦) 〜 06⽉13⽇ (⽊) 補講予備⽇ １・２時限
0　　 6⽉12⽇（⽔) AM6:30 〜06⽉14⽇ (⾦) AM11:00 3・４時限

５・６時限
科目群 【実習】 【実習】

授業コード 90632 90631
科目 フィールドワーク インターンシップ

クラス U1 O1

担当 牧田 正裕 橋本 正明

教室 － －

項目 時限 月 火 水 木 金
科目群 【展開】特殊講義 【展開】特殊講義 【展開】会計 【展開】会計 【展開】組織 【展開】戦略 【展開】組織 【展開】ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ 【展開】ﾌｧｲﾅﾝｽ 【展開】特殊講義

授業コード 90625 90611 90571 90567 90538 90520 90534 90552 90557 90609

科目
経営管理特殊講
義Ⅲ｢フードマーケ
ティング｣

経営管理特殊講
義Ⅰ｢組織変革｣

コーポレートガバ
ナンス(MP)

管理会計(MP) コーチング(MP) 事業創造(MP)
異文化マネジメン
ト(MP)

サービスマネジメ
ント(MP)

M&A戦略(MP)
経営管理特殊講
義Ⅰ｢コマツウェ
イ｣

クラス 21 06 U1 U2 U2 U1 U1 U1 U1 05

担当 田中 浩子 淡輪 敬三 増山 美佳 谷口 学 高橋 慶治 島田 直樹 永田 稔 牧田 正裕 橋本 正明 日置 政克

教室 演習２ 演習１ 第７ 第７ 演習１ 演習２ 第７ 演習２ 第７ 演習１
別キャンパス同時開講 ２科目同時開講 ２科目同時開講 ２科目同時開講

科目群 【展開】戦略 【展開】戦略 【展開】ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ 【基礎】Ａ群

授業コード 90518 90524 90546 90459

科目
アントレプレナー
シップ(MP)

経営政策(MP) 消費者行動(MP) 組織行動(MP)

クラス U1 U1 U2 U2

担当 肥塚 浩 濱田 初美 小菅 竜介 前田 東岐

教室 朱雀 / 301 演習１ 演習１ 演習１
別キャンパス同時開講

【展開】特殊講義

90623
経営管理特殊講
義Ⅱ｢ビジネス開
発｣
(㈱農林中金ｱｶﾃﾞﾐｰ寄附講座)

20

濱田 初美

朱雀 / 301

項目 時限 月 火 水 木 金
科目群 【展開】ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ 【展開】会計 【展開】特殊講義 【展開】特殊講義 【展開】組織 【展開】特殊講義 【展開】特殊講義 【展開】ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ 【展開】ﾌｧｲﾅﾝｽ 【展開】戦略

授業コード 90553 90569 90617 90629 90526 90607 90613 90540 90561 90514

科目
サービスマネジメ
ント(MP)

租税法(MP)
経営管理特殊講
義Ⅱ｢医療経営｣

経営管理特殊講
義Ⅲ｢ビジネス英
語｣

人的資源管理
(MP)

経営管理特殊講
義Ⅱ｢戦略コンサ
ルティング｣
(㈱農林中金ｱｶﾃﾞﾐｰ寄附講座)

経営管理特殊講
義Ⅱ｢新時代の金
融システムと人材
創造｣

マーケティングリ
サーチ(MP)

投資戦略(MP)
国際経営戦略
(MP)

クラス U2 U1 11 23 U1 02 08 U1 U1 U1

担当 小菅 竜介 田端 博之 福島 公明 木村 まさみ 前田 東岐 山本 真司 藤原 明 東浦 和宏 橋本 正明 安藤 佳則

教室 演習２ 第７ 演習２ 第７ 第７ 演習２ 第７ 演習２ 第７ 演習２
２科目同時開講 ２科目同時開講 ２科目同時開講 ２科目同時開講

科目群 【展開】組織 【展開】特殊講義 【基礎】Ｂ群 【展開】戦略

授業コード 90530 90630 90487 90519

科目 キャリア開発(MP)
経営管理特殊講
義Ⅲ｢都市と観光
のマネジメント｣

論理的思考とプレ
ゼンテーション
(MP)

アントレプレナー
シップ(MP)

クラス U1 24 U1 U2

担当 高橋 慶治 牧田 正裕 池田 吉成 渡邊 祐介

教室 演習１ 演習２ 演習１ 演習２
別キャンパス同時開講

　  　 9⽉26⽇（⽊) 〜 11⽉22⽇ (⾦) 【展開】特殊講義

　   09⽉26⽇（⽊) 〜 10⽉02⽇ (⽔) 補講予備⽇ 90605
　　　 9⽉26⽇（⽊) AM6:30 〜09⽉30⽇ (⽉) AM11:00

  10⽉02⽇（⽔) AM6:30 〜10⽉03⽇ (⽊) AM11:00 6・7時限
　　 11⽉23⽇（⼟) 〜 01⽉31⽇ (⾦)
　   11⽉23⽇（⼟) 〜 11⽉29⽇ (⾦) 補講予備⽇ 01 １・２時限
 　　11⽉29⽇（⾦) AM6:30 〜012⽉02⽇ (⽉) AM11:00 濱田 初美 3・４時限

朱雀 / 301 ５・６時限

秋
２
Ｑ

秋２Ｑ
開講期間
初回講義 01⽉27⽇ (⽉)・ 28⽇ (⽕) ・ 29⽇ (⽔)
受講登録修正

秋１Ｑ
開講期間
初回講義

6・7

✠

受講登録本登録
受講登録修正

16：50〜19：50

⼟曜⽇・⽇曜⽇

経営管理特殊講
義Ⅲ｢オーナーシッ
プ｣

土

❚   授 業 時 間　❚
平⽇(⽉〜⾦)

18：30〜21：30

09：10〜12：10
13：20〜16：20

⼤阪梅⽥キャンパス・朱雀キャンパス

3・4 5・6

✠

1・2 3・4

✠

1・2

✠

日

011⽉21⽇ (⽊)・ 22⽇ (⾦)

秋
１
Ｑ

08⽉02⽇ (⾦)・3⽇ (⼟)・4⽇(⽇)

✠ ✠ ✠

1・2

平日(月～金/夜間) 土・日
土

夏
集
中

－

6・7

✥ 経営管理研究科は２時限連続授業となります。
　    [平日夜間]  6・7時限
   　 [ 土 ・ 日 ]   1・2時限　/ 3・4時限 / 5・6時限

✥ ２科目同時開講・・・同日同時限に２科目授業があります。
　  いずれかの科目のみ受講が可能です。

✥ 別キャンパス同時開講・・・大阪梅田キャンパス/朱雀キャンパス
　  それぞれのキャンパスで同時限に授業があります。
　  いずれかの科目のみ受講が可能です。

✥ 休補講・教室変更等のお知らせはmanaba+Rにて通知します。

春１Ｑ

春２Ｑ

開講期間
初回講義

開講期間
初回講義
受講登録修正

3・4

✠✠

日

春
２
Ｑ

✠

6・7

✠

1・2

06⽉04⽇ (⽕) ・ 6⽇ (⽊)
平⽇(⽉〜⾦)

09：10〜12：10
13：20〜16：20

✠

18：30〜21：30
⼟曜⽇・⽇曜⽇

⼤阪梅⽥キャンパス・朱雀キャンパス

1・2

❚   授 業 時 間　❚

3・4 5・6

✠

受講登録本登録
受講登録修正

3・4 5・6

✠

1・2

3・4

16：50〜19：50

✠ ✠

 ➶
秋１Ｑ ・秋２Ｑ 土曜日 3・4時限

複数同時開講科目の中に

朱雀キャンパス開講科目が

含まれます。注意してください

➴

 ｢経営管理特殊講義Ⅱビジネス開発｣は

    開講日程・場所が変則となります。

    詳細はシラバスにて確認してください

実習科目の開講日時、場所についてはオンライン
シラバスを参照してください。
受講登録期間は春学期本登録期間、春１Ｑ修正期間
および春２Ｑ修正期間です。

✽この時間割表は｢2019年度以降入学のマネジメントプログラム生｣が対象です。

✽開講キャンパス、講義時限は｢大阪梅田キャンパス(一部 朱雀キャンパス)、 平日夜間(月～金)および土日｣です。

土・日

春
１
Ｑ

6・7

✠ ✠ ✠ ✠

1・2 3・4 5・6

日

平日(月～金/夜間)

1・2 3・4

✠

土



■2019年度 マネジメントプログラム　開講科⽬⼀覧 経営管理研究科(MBA)

科⽬名 クラス 担当教員 授業コード キャンパス 開講時期 曜⽇ 時限 教室

競争戦略(MP) U1 濱⽥ 初美 90453 梅 ⽥ 春１Q ⼟ ３・４ 演習1
競争戦略(MP) U2 肥塚 浩 90455 梅 ⽥ 春２Q ⽉ ６・７ 演習1
組織⾏動(MP) U1 前⽥ 東岐 90457 梅 ⽥ 春１Q ⽉ ６・７ 演習1
組織⾏動(MP) U2 前⽥ 東岐 90459 梅 ⽥ 秋１Q ⽇ １・２ 演習1
技術経営(MP) U1 佐伯 靖雄 90461 ◆朱雀◆ 春１Q ⽊ ６・７ 303
技術経営(MP) U2 肥塚 浩 90463 梅 ⽥ 春２Q ⼟ １・２ 演習1
マーケティング　(MP) U2 ⼩菅 ⻯介 90467 梅 ⽥ 春１Q ⽇ １・２ 演習2
マーケティング　(MP) U1 ⽥中 浩⼦ 90465 梅 ⽥ 春２Q ⽔ ６・７ 演習1
ファイナンス(MP) U2 花村 信也 90471 梅 ⽥ 春１Q ⽔ ６・７ 第7
ファイナンス(MP) U1 橋本 正明 90469 梅 ⽥ 春２Q ⽇ １・２ 第7
アカウンティング(MP) U1 奥村 陽⼀ 90473 梅 ⽥ 春１Q ⾦ ６・７ 第7
アカウンティング(MP) U2 奥村 陽⼀ 90475 梅 ⽥ 春１Q ⽇ ３・４ 第7
企業分析(MP) U1 奥村 陽⼀ 90477 梅 ⽥ 春２Q ⽕ ６・７ 演習1
企業分析(MP) U2 奥村 陽⼀ 90479 梅 ⽥ 春２Q ⽇ ３・４ 演習1
統計学(MP) U1 池⽥ 伸 90485 梅 ⽥ 春１Q ⽊ ６・７ 情報2
国際政治経済(MP) U1 松村 博⾏ 90481 梅 ⽥ 春１Q ⼟ ５・６ 第7
企業倫理(MP) U1 池⽥ 耕⼀ 90483 梅 ⽥ 春２Q ⽇ ３・４ 第7
論理的思考とプレゼンテーション(MP) U1 池⽥ 吉成 90487 梅 ⽥ 秋２Q ⼟ ３・４ 演習1
国際経営戦略(MP) U2 畠⼭ 俊宏 90516 梅 ⽥ 春１Q ⽕ ６・７ 演習1
国際経営戦略(MP) U1 安藤 佳則 90514 梅 ⽥ 秋２Q ⽇ ３・４ 演習2
アントレプレナーシップ(MP) U1 肥塚 浩 90518 ◆朱雀◆ 秋１Q ⽉ ６・７ 301
アントレプレナーシップ(MP) U2 渡邊 祐介 90519 梅 ⽥ 秋２Q ⽇ １・２ 演習2
事業創造(MP) U2 ⼤上 ⼆三雄 90522 梅 ⽥ 春２Q ⼟ ３・４ 演習1
事業創造(MP) U1 島⽥ 直樹 90520 梅 ⽥ 秋１Q ⼟ １・２ 演習2
経営政策(MP) U1 濱⽥ 初美 90524 梅 ⽥ 秋１Q ⽊ ６・７ 演習1
⼈的資源管理(MP) U2 永⽥ 稔 90528 梅 ⽥ 春２Q ⼟ ３・４ 第7
⼈的資源管理(MP) U1 前⽥ 東岐 90526 梅 ⽥ 秋２Q ⾦ ６・７ 第7
キャリア開発(MP) U2 永⽥ 稔 90532 梅 ⽥ 春１Q ⼟ １・２ 演習1
キャリア開発(MP) U1 ⾼橋 慶治 90530 梅 ⽥ 秋２Q ⽊ ６・７ 演習1
異⽂化マネジメント(MP) U2 古沢 昌之 90535 梅 ⽥ 春２Q ⾦ ６・７ 演習1
異⽂化マネジメント(MP) U1 永⽥ 稔 90534 梅 ⽥ 秋１Q ⼟ ３・４ 第7
コーチング(MP) U1 ⾼橋 慶治 90536 梅 ⽥ 春１Q ⽇ １・２ 第7
コーチング(MP) U2 ⾼橋 慶治 90538 梅 ⽥ 秋１Q ⾦ ６・７ 演習1
マーケティングリサーチ(MP) U1 東浦 和宏 90540 梅 ⽥ 秋２Q ⼟ ５・６ 演習2
消費者⾏動(MP) U1 ⼩菅 ⻯介 90544 ◆朱雀◆ 春２Q ⽊ ６・７ 303
消費者⾏動(MP) U2 ⼩菅 ⻯介 90546 梅 ⽥ 秋１Q ⼟ ３・４ 演習1
商品開発(MP) U1 ⿂⾕ 滋⼰ 90548 梅 ⽥ 春２Q ⼟ ５・６ 演習2
サービスマネジメント(MP) U1 牧⽥ 正裕 90552 梅 ⽥ 秋１Q ⼟ ５・６ 演習2
サービスマネジメント(MP) U2 ⼩菅 ⻯介 90553 梅 ⽥ 秋２Q ⽉ ６・７ 演習2
コーポレートファイナンス(MP) U1 橋本 正明 90555 梅 ⽥ 春１Q ⼟ １・２ 第7
投資戦略(MP) U1 橋本 正明 90561 梅 ⽥ 秋２Q ⽇ １・２ 第7
M&A戦略(MP) U1 橋本 正明 90557 梅 ⽥ 秋１Q ⽇ １・２ 第7
ストラクチャードファイナンス(MP) U1 花村 信也 90559 梅 ⽥ 春２Q ⾦ ６・７ 情報2
コーポレートガバナンス(MP) U1 増⼭ 美佳 90571 梅 ⽥ 秋１Q ⽔ ６・７ 第7
租税法(MP) U1 ⽥端 博之 90569 梅 ⽥ 秋２Q ⽕ ６・７ 第7
管理会計(MP) U1 ⾕⼝ 学 90565 梅 ⽥ 春２Q ⼟ １・２ 第7
管理会計(MP) U2 ⾕⼝ 学 90567 梅 ⽥ 秋１Q ⽊ ６・７ 第7
財務諸表(MP) U1 ⾕⼝ 学 90563 梅 ⽥ 春２Q ⽊ ６・７ 第7
経営管理特殊講義Ⅲ「ファッションマーチャンダイジング」 22 ⽥島 等 90627 梅 ⽥ 春１Q ⾦ ６・７ 演習2
経営管理特殊講義Ⅱ「介護経営」 12 中井 孝之/肥塚 浩 90619 梅 ⽥ 春１Q ⼟ ３・４ 演習2
経営管理特殊講義Ⅲ「マインドフルネス」 16 ⾼橋 慶治 90621 梅 ⽥ 春２Q ⽇ １・２ 演習2
経営管理特殊講義Ⅲ「フードマーケティング」 21 ⽥中 浩⼦ 90625 梅 ⽥ 秋１Q ⽉ ６・７ 演習2
経営管理特殊講義Ⅰ「組織変⾰」 06 淡輪 敬三 90611 梅 ⽥ 秋１Q ⽕ ６・７ 演習1
経営管理特殊講義Ⅱ「ビジネス開発」
(㈱農林中⾦ｱｶﾃﾞﾐｰ寄附講座) 20 濱⽥ 初美 90623 ◆朱雀◆ 秋１Q ⼟ ３・４ 301

経営管理特殊講義Ⅰ「コマツウェイ」 05 ⽇置 政克 90609 梅 ⽥ 秋１Q ⽇ ３・４ 演習1
経営管理特殊講義Ⅱ「医療経営」 11 福島 公明 90617 梅 ⽥ 秋２Q ⽔ ６・７ 演習2
経営管理特殊講義Ⅲ｢ビジネス英語｣ 23 ⽊村 まさみ 90629 梅 ⽥ 秋２Q ⽊ ６・７ 第7
経営管理特殊講義Ⅲ「都市と観光のマネジメント」 24 牧⽥ 正裕 90630 梅 ⽥ 秋２Q ⾦ ６・７ 演習2
経営管理特殊講義Ⅱ「戦略コンサルティング」
(㈱農林中⾦ｱｶﾃﾞﾐｰ寄附講座) 02 ⼭本 真司 90607 梅 ⽥ 秋２Q ⼟ １・２ 演習2

経営管理特殊講義Ⅱ「新時代の⾦融システムと⼈材創造」 08 藤原 明 90613 梅 ⽥ 秋２Q ⼟ ３・４ 第7
経営管理特殊講義Ⅲ「オーナーシップ」 01 濱⽥ 初美 90605 ◆朱雀◆ 秋２Q ⼟ ３・４ 301
フィールドワーク U1 牧⽥ 正裕 90632 - 夏集中 - - -

インターンシップ O1 橋本 正明 90631 - 夏集中 - - -

課題研究Ⅰ　　✽2年次以降に履修 春セメスター

課題研究Ⅱ　　✽2年次以降に履修 秋セメスター
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