
  ２０１７年度　経営管理研究科〚 キャリア形成プログラム 〛開講科⽬時間割

【基礎科⽬ Ａ群】

科⽬:マーケティング (U2)

担当:⿃⼭正博 教室/演習２

担当:瀧博 担当:児⽟耕太

担当:佐々⽊利廣 担当:佐伯靖雄 担当:⼩菅⻯介 担当:池⽥耕⼀ 担当:森利博 担当:中井孝之/肥塚浩

担当:松村勝弘 担当:瀧博 担当:池⽥吉成

担当:中島克紀 担当:佐伯靖雄 担当:⾕⼝学 担当:池⽥伸 担当:⾼橋慶治

91116
科⽬:⼈的資源管理

担当:森利博 担当:⾕⼝正和

担当:古沢昌之 担当:⽥端博之 担当:瀧博 担当:久夛良⽊健

担当:橋本正明 担当:佐伯靖雄 担当:⾕⼝学 担当:⿃⼭正博 担当:濱⽥初美 担当:⽇置政克

担当:淡輪敬三 担当:島⽥直樹

プライマリー・プライベートバンカー試験免除指定科⽬

担当:中本悟 担当:瀧博 担当:橋本正明 担当:⼭本真司

担当:橋本正明 担当:嶋内秀之 担当:⼭⼝俊介 担当:⿃⼭正博 担当:濱⽥初美 担当:濱⽥初美

担当:福島公明 担当:⼩菅⻯介 担当:藤原明

科⽬:国際政治経済 (O1)

教室/C472

✽ これは『 キャリア形成プログラム 』の時間割表です。 ✽ ⼤阪梅⽥キャンパス、朱雀キャンパス開講の【展開/特殊講義】、第1Qの｢ネゴシエーション｣も受講可能です。
✽ 開講キャンパスは⼤阪いばらきキャンパス(OIC)です。 (夏期集中科⽬除く） / で表記しておりますので、開講キャンパス、時限を確認してください。

第１Ｑ 4/5(⽔)〜6/5(⽉) ❚ 受講登録期間 ❚
4/7(⾦) 10：00 〜 4/12(⽔) 11：00

⽉曜⽇ ⽕曜⽇ ⽔曜⽇ ⽊曜⽇ ⾦曜⽇ ⼟曜⽇

1・2
時限

1・2
時限

【展開/特殊講義】 授業コード 【展開/組織ﾕﾆｯﾄ】 授業コード 　　『ネゴシエーション』
⇦ この科⽬のみ、両プログラム
　　合同梅⽥キャンパス開講
　　科⽬となります。

91511 91212
科⽬:特殊講義Ⅰ
｢会計リテラシー｣ (19) 科⽬:ネゴシエーション (U1)

教室/C472 教室/演習２

3・4
時限 3・4

時限

【基礎科⽬ A群】 授業コード 【展開/特殊講義】 授業コード 【基礎科⽬ A群】 授業コード 【基礎科⽬ B群】 授業コード 【基礎科⽬ A群】 授業コード 【展開/特殊講義】 授業コード
91137 91505 91106 91141 91110 91151

教室/C473 教室/C472 教室/C371 教室/C472 教室/C472 教室/演習２

科⽬:組織⾏動 (O1) 科⽬:特殊講義Ⅰ
｢経営リテラシー｣ (17) 科⽬:マーケティング (O1) 科⽬:企業倫理 (O1) 科⽬:ファイナンス (O1) 科⽬:特殊講義Ⅰ｢介護経営｣ (12)

第２Ｑ 6/6(⽕)〜8/2(⽔) ❚ 受講登録期間 ❚
6/9(⾦) 10：00 〜 6/13(⽕) 11：00

⽉曜⽇ ⽕曜⽇ ⽔曜⽇ ⽊曜⽇ ⾦曜⽇ ⼟曜⽇

1・2
時限

1・2
時限

【基礎科⽬ A群】 授業コード 【基礎科⽬ A群】

科⽬:企業分析 (O1) 科⽬:アカウンティング (O1) 科⽬:論理的思考と
プレゼンテーション (O1)

教室/C472 教室/C472 教室/C473

授業コード 【基礎科⽬ B群】 授業コード
91171 91113 91140

3・4
時限 3・4

時限

【展開/ﾋﾞｼﾞﾈｽ科⽬群】 授業コード 【基礎科⽬ A群】 授業コード 【展開/会計ﾌｧｲﾅﾝｽ科⽬群】 授業コード 【基礎科⽬ B群】 授業コード 【展開/特殊講義】 授業コード

プライマリー・プライベートバンカー試験
免除指定科⽬

91179 91103 91147 91101 91507

科⽬:キャリア開発 (O1) 科⽬:競争戦略 (O1) 科⽬:財務諸表 (O1) 科⽬:統計学 (O1) 科⽬:特殊講義Ⅰ
｢マインドフルネス｣ (16)

教室/C473 教室/C472 教室/C472 教室/AC248 教室/第７

夏期集中　 8/3(⽊)〜9/25(⽉) 　 ❚ 受講登録期間 ❚
第1Q または 第2Qの受講登録期間

【実習科⽬】 授業コード 【実習科⽬】 授業コード

※開講⽇時、場所については
オンラインシラバスを参照

91267 91268

❚ 受講登録期間 ❚
9/29(⾦) 10：00 〜 10/3(⽕) 11：00

⽉曜⽇ ⽕曜⽇ ⽔曜⽇ ⽊曜⽇ ⾦曜⽇

科⽬:インターンシップ　(O1) 科⽬:フィールドワーク　(U1)

教室/ - 教室/ -

第３Ｑ 9/26(⽕)〜11/22(⽔)

⼟曜⽇ ⽇曜⽇

1・2
時限

1・2
時限

【展開/ﾋﾞｼﾞﾈｽ科⽬群】 授業コード 【展開/会計ﾌｧｲﾅﾝｽ科⽬群】 授業コード
91183 91223 91120 91236

授業コード 【展開/会計ﾌｧｲﾅﾝｽ科⽬群】 授業コード 【展開/特殊講義】

科⽬:異⽂化マネジメント (O1) 科⽬:租税法 (O1) 科⽬:監査論 (O1) 科⽬:特殊講義Ⅰ
「コンテンツビジネス」 (13)

教室/C473 教室/C472 教室/C472 教室/301

3・4
時限

3・4
時限

【展開/会計ﾌｧｲﾅﾝｽ科⽬群】 授業コード 【展開/ﾋﾞｼﾞﾈｽ科⽬群】 授業コード 【展開/会計ﾌｧｲﾅﾝｽ科⽬群】 授業コード 【展開/ﾋﾞｼﾞﾈｽ科⽬群】 授業コード 【展開/特殊講義】 授業コード

教室/演習１

【展開/特殊講義】 授業コード
91225 91148 91119 91197 91518

教室/C472 教室/C473 教室/C472 教室/C473 教室/演習１ 教室/演習１

91149

科⽬:コーポレートファイナンスⅠ (O1) 科⽬:産業動態分析 (O1) 科⽬:管理会計 (O1) 科⽬:商品開発 (O1) 科⽬:特殊講義Ⅰ｢ビジネス開発｣
(㈱農林中⾦ｱｶﾃﾞﾐｰ寄附講座) (20)

科⽬:特殊講義Ⅰ
｢コマツウェイ｣ (05)

教室/演習２

第４Ｑ 11/23(⽊)〜1/31(⽔) ❚ 受講登録期間 ❚
11/28(⽕) 10：00 〜 11/30(⽊) 11：00

⽉曜⽇ ⽕曜⽇ ⽔曜⽇ ⽊曜⽇

6・7
時限

【展開/特殊講義】 授業コード 【展開/特殊講義】 授業コード
91231 91153

科⽬:特殊講義Ⅰ「組織変⾰」 (06) 科⽬:特殊講義Ⅲ
｢㈱⽇本M&Aｾﾝﾀｰ寄附講座｣ (01)

⾦曜⽇ ⼟曜⽇ ⽇曜⽇

1・2
時限

1・2
時限科⽬:コーポレートガバナンス (O1) 科⽬:投資戦略 (O1) 科⽬:特殊講義Ⅰ「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)
教室/C472 教室/C472 教室/演習２

【展開/会計ﾌｧｲﾅﾝｽ科⽬群】 授業コード 【展開/会計ﾌｧｲﾅﾝｽ科⽬群】 授業コード 【展開/特殊講義】 授業コード
91221 91220 91228【基礎科⽬ B群】 授業コード

91174

3・4
時限

3・4
時限

【展開/会計ﾌｧｲﾅﾝｽ科⽬群】 授業コード 【展開/ﾋﾞｼﾞﾈｽ科⽬群】 授業コード 【展開/ﾋﾞｼﾞﾈｽ科⽬群】 授業コード 【展開/ﾋﾞｼﾞﾈｽ科⽬群】 授業コード

教室/C472 教室/C472 教室/C472 教室/C473 教室/演習１ 教室/演習１

91227

科⽬:コーポレートファイナンスⅡ (O1) 科⽬:ビジネスプラン (O1) 科⽬:アントレプレナーシップ (O1) 科⽬:マーケティングリサーチ (O1) 科⽬:特殊講義Ⅰ
「イノベーションの実践」 (09)

科⽬:特殊講義Ⅰ
｢オーナーシップ」 (01)

【展開/特殊講義】 授業コード 【展開/特殊講義】 授業コード
91226 91181 91182 91213 91233

教室/演習２

授業コード
91235 91509 91232

科⽬:特殊講義Ⅰ「医療経営」 (11) 科⽬:特殊講義Ⅰ
｢サービスマネジメント｣ (18)

科⽬:特殊講義Ⅰ
｢新時代の⾦融ｼｽﾃﾑと⼈材創造｣ (08)

6・7
時限

【展開/特殊講義】 授業コード 【展開/特殊講義】 授業コード 【展開/特殊講義】

教室/演習１ 教室/演習２

ＰＰＢ

ＰＰＢ

朱雀

ＰＰＢ

梅田

OIC

OIC

梅⽥

梅⽥梅⽥

OIC

OIC

梅⽥

朱雀

梅⽥

梅⽥

梅⽥

ＰＰＢ

OIC

OIC

梅⽥

梅⽥

梅⽥梅⽥

梅⽥梅⽥

ＰＰＢ

OIC

OIC

梅⽥

1・2時限

9：00～12：10

3・4時限

13：00～16：10

大阪いばらきキャンパス

( O I C )

❚ 授 業 時 間 ❚

❚ 土日

1・2時限 9：10～12：10

3・4時限 13：20～16：20

5・6時限 16：50～19：50

❚ 平日夜間

6・7時限

18：30～21：30

大阪梅田キャンパス・朱雀キャンパス

❚ 授 業 時 間 ❚

梅⽥

梅⽥

ＰＰＢ

ＰＰＢ

⼟⽇は⼤阪梅⽥・朱雀キャンパスのみ

⼟⽇は⼤阪梅⽥・朱雀キャンパスのみ

⼟⽇は⼤阪梅⽥・朱雀キャンパスのみ

⼟⽇は⼤阪梅⽥・朱雀キャンパスのみ

⽕曜⽇のみ
梅⽥夜間
受講可能科⽬有り

⽔・⽊曜⽇のみ
梅⽥夜間
受講可能科⽬有り

ＰＰＢ

ＰＰＢ

※ ｢特殊講義Ⅰ｢ビジネス開発｣｣ は 開講⽇程・場所が変則です。
詳細はオンラインシラバスにて確認してください。
他の曜⽇、場所に及びますので、他の科⽬との重複受講にご注意ください。

梅⽥

　　　2015年度カリキュラム(2015年度以降の⼊学⽣) 


