
⼩菅⻯介 池⽥吉成

瀧博 前⽥東岐 池⽥耕⼀ 橋本正明

松村勝弘 前⽥東岐 永⽥稔

奥村陽⼀ ⽥端博之 佐伯靖雄 ⼤井達雄

✾ 春１Ｑ ✾ 春２Ｑ

橋本良⼦ 佐伯靖雄

瀧博 花村信也 須⽅研詞 ⾕⼝学 永⽥稔

中本悟 橋本正明

瀧博 肥塚浩 ⻄⽥和倫 花村信也 ⿃⼭正博

✾ 秋１Ｑ ✾ 秋２Ｑ

春１Ｑ 4⽉5⽇(⽊)〜6⽉4⽇(⽉)
(5/3〜5/5は授業なし) ✽　4⽉30⽇(⽉)は祝⽇ですが、授業を⾏います

⽉曜⽇ ⽕曜⽇ ⽔曜⽇ ⽊曜⽇ ⾦曜⽇

【基礎】Ｂ群 授業コード
91593 91623

マーケティング (O1)  論理的思考とプレゼンテーション (O1)

1・2
時限 ✠ ✠ ✠

【基礎】Ａ群 授業コード

授業コード 【基礎】Ａ群 授業コード

教室/C371 教室/C473

3・4
時限 ✠

【展開】特殊講義 授業コード 【展開】特殊講義 授業コード 【基礎】Ｂ群

教室/C472 教室/C472 教室/C472 教室/C472

特殊講義Ⅰ
｢会計リテラシー｣ (19)

特殊講義Ⅰ
｢経営リテラシー｣ (17) 企業倫理 (O1) ファイナンス (O1)

91639 91638 91624 91597

春２Ｑ ６⽉５⽇(⽕)〜8⽉2⽇(⽊) ✽　7⽉16⽇(⽉)は祝⽇ですが、授業を⾏います

⽉曜⽇ ⽕曜⽇ ⽔曜⽇ ⽊曜⽇ ⾦曜⽇

キャリア開発 (O1)

教室/C472 教室/C473 教室/C473

【基礎】Ａ群
授業コード

【展開】ﾋﾞｼﾞﾈｽ科⽬群
授業コード

91664 91620 91605
✠ ✠

授業コード

3・4
時限 ✠

【基礎】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】Ａ群
授業コード

企業分析 (O1) 組織⾏動 (O1)

1・2
時限

【基礎】Ａ群

アカウンティング (O1) 租税法 (O1) 競争戦略 (O1) 統計学 (O1)

教室/C473 教室/C472 教室/C472 教室/AC248

【基礎】Ｂ群
授業コード

91600 91711 91590 91589

✠ ✠
【展開】ﾋﾞｼﾞﾈｽ科⽬群

授業コード

秋１Ｑ ９⽉26⽇(⽔)〜11⽉22⽇(⽊) ✽　10⽉8⽇(⽉)、11⽉3⽇(⼟)は祝⽇ですが、授業を⾏います

⽉曜⽇ ⽕曜⽇ ⽔曜⽇ ⽊曜⽇ ⾦曜⽇

ビジネスプラン (O1) 産業動態分析 (O1)

教室/C473 教室/C472

【展開】ﾋﾞｼﾞﾈｽ科⽬群
授業コード

91674 917131・2
時限 ✠

91679 91714 91693 91677 91676
【展開】ﾋﾞｼﾞﾈｽ科⽬群

授業コード
3・4
時限

【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】ビジネス科⽬群
授業コード

【展開】会計ﾌｧｲﾅﾝｽ科⽬群
授業コード

教室/C472 教室/C472 教室/C473 教室/C472 教室/C472

監査論 (O1) コーポレートファイナンスⅠ (O1) 商品開発 (O1) 管理会計 (O1) 異⽂化マネジメント (O1)

⽉曜⽇ ⽕曜⽇ ⽔曜⽇ ⽊曜⽇ ⾦曜⽇

秋２Ｑ 11⽉23⽇(⾦)〜1⽉31⽇(⽊)
(12/26〜1/6は授業なし)

✽　11⽉23⽇(⾦)、12⽉24⽇(⽉)、1⽉14⽇(⽉)
は祝⽇ですが、授業を⾏います

コーポレートガバナンス (O1)

国際政治経済 (O1) 投資戦略 (O1)

教室/C472 教室/C472

授業コード
91668 917081・2

時限 ✠ ✠ ✠
【基礎】Ｂ群

授業コード
【展開】会計ﾌｧｲﾅﾝｽ科⽬群

❚　授 業 時 間   ❚

平日(月～金)

教室/C472

91709 91675 91634 91715 917033・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】会計ﾌｧｲﾅﾝｽ科⽬群

アントレプレナーシップ (O1) 財務諸表 (O1) コーポレートファイナンスⅡ (O1) マーケティングリサーチ (O1)

教室/C471 教室/C472 教室/C472 教室/C473

2018年度　経営管理研究科　〚 科⽬等履修⽣・聴講⽣ 〛時間割
(⼤阪梅⽥キャンパス/朱雀キャンパス開講科⽬は裏⾯をご覧ください)
⼤阪いばらきキャンパス開講科⽬

-------------------------------------------------
❚ 出願締切 ❚　11⽉01⽇(⽊)
❚ 結果通知 ❚　11⽉09⽇(⾦)　*発送⽇
-------------------------------------------------
❚ ⼿続期限 ❚ 11⽉20⽇(⽕)

❚ 初回講義 ❚ 11⽉23⽇(⾦) 〜 11⽉29⽇(⽊)

授業コード
【展開】ﾋﾞｼﾞﾈｽ科⽬群

授業コード

❚ 初回講義 ❚ 6⽉05⽇(⽕) 〜 6⽉11⽇(⽉)

1・2時限 09：00～12：10

3・4時限 13：00～16：10

-------------------------------------------------
❚ 出願締切 ❚　9⽉05⽇(⽔)
❚ 結果通知 ❚　9⽉11⽇(⽕)　*発送⽇
-------------------------------------------------
❚ ⼿続期限 ❚ 9⽉21⽇(⾦)

❚ 初回講義 ❚ 9⽉26⽇(⽔) 〜 10⽉2⽇(⽕)

❚　授 業 時 間   ❚

1・2時限 09：00～12：10

3・4時限 13：00～16：10

-------------------------------------------------
❚ 出願締切 ❚　3⽉19⽇(⽉)
❚ 結果通知 ❚　3⽉26⽇(⽉)　*発送⽇
-------------------------------------------------
❚ ⼿続期限 ❚ 4⽉　3⽇(⽕)

❚ 初回講義 ❚ 4⽉05⽇(⽊) 〜 4⽉11⽇(⽔)
-------------------------------------------------
❚ 出願締切 ❚　5⽉16⽇(⽔)
❚ 結果通知 ❚　5⽉23⽇(⽔)　*発送⽇
-------------------------------------------------
❚ ⼿続期限 ❚ 6⽉　1⽇(⾦)

平日(月～金)

OIC

OIC

OIC

OIC

OIC

OIC

OIC

OIC


