
■2020年度 科⽬等履修⽣・聴講⽣　⼤阪梅⽥キャンパス/朱雀キャンパス　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） U2 肥塚 浩 91618 梅⽥ 春２Ｑ ⽔ 6・7 演習室１
競争戦略（MP） U3 肥塚 浩 92121 梅⽥ 春２Ｑ ⼟ 3・4 演習室１
競争戦略（MP）[ＡＭＰ] U1 濱⽥ 初美 91616 ✮ 朱雀 秋２Ｑ ⼟ 5・6 301
組織⾏動（MP） U1 前⽥ 東岐 91620 梅⽥ 春１Ｑ ⽉ 6・7 演習室１
組織⾏動（MP） U2 前⽥ 東岐 91622 梅⽥ 秋１Ｑ ⽇ 1・2 演習室１
技術経営（MP） U2 肥塚 浩 91626 梅⽥ 春１Ｑ ⽇ 1・2 演習室１
技術経営（MP） U1 中道 ⼀⼼ 91624 梅⽥ 春２Ｑ ⽉ 6・7 演習室１
マーケティング　（MP） U2 ⿃⼭ 正博 91630 梅⽥ 春２Ｑ ⼟ 5・6 演習室１
マーケティング　（MP） U1 ⽥中 浩⼦ 91628 梅⽥ 秋１Ｑ ⽉ 6・7 演習室１
ファイナンス（MP） U2 花村 信也 91634 梅⽥ 春１Ｑ ⽕ 6・7 第７
ファイナンス（MP） U1 橋本 正明 91632 梅⽥ 春２Ｑ ⽇ 1・2 演習室１
アカウンティング（MP） U1 奥村 陽⼀ 91636 梅⽥ 春１Ｑ ⽔ 6・7 演習室１
アカウンティング（MP） U2 奥村 陽⼀ 91638 梅⽥ 春１Ｑ ⽇ 3・4 演習室１
企業分析（MP） U1 奥村 陽⼀ 91640 梅⽥ 春２Ｑ ⾦ 6・7 演習室１
企業分析（MP） U2 奥村 陽⼀ 91642 梅⽥ 春２Ｑ ⽇ 3・4 演習室１
国際政治経済（MP） U1 松村 博⾏ 91644 梅⽥ 春１Ｑ ⼟ 5・6 第７
企業倫理（MP） U1 中村 葉志⽣ 91646 梅⽥ 秋２Ｑ ⼟ 3・4 第７
統計学（MP） U1 ⼤井 達雄 91648 梅⽥ 秋１Ｑ ⾦ 6・7 情報２
論理的思考とプレゼンテーション（MP） U1 池⽥ 吉成 91650 梅⽥ 秋１Ｑ ⼟ 5・6 演習室１
国際経営戦略（MP） U2 畠⼭ 俊宏 91679 梅⽥ 春１Ｑ ⽊ 6・7 演習室１
国際経営戦略（MP） U1 河瀬 誠 91677 梅⽥ 秋２Ｑ ⽇ 3・4 演習室１
アントレプレナーシップ（MP） U1 嶋内 秀之 91681 梅⽥ 春２Ｑ ⼟ 3・4 第７
アントレプレナーシップ（MP） U2 渡邊　祐介 91682 梅⽥ 秋１Ｑ ⽕ 6・7 演習室１
事業創造(MP) U1 島⽥ 直樹 91683 梅⽥ 秋１Ｑ ⼟ 1・2 演習室２
経営政策(MP) U1 濱⽥ 初美 91687 梅⽥ 秋１Ｑ ⽔ 6・7 演習室１
⼈的資源管理(MP) U2 永⽥ 稔 91691 梅⽥ 春２Ｑ ⼟ 5・6 演習室２
⼈的資源管理(MP) U1 前⽥ 東岐 91689 梅⽥ 秋２Ｑ ⽉ 6・7 第７
キャリア開発(MP) U2 永⽥ 稔 91695 梅⽥ 春１Ｑ ⼟ 1・2 演習室１
キャリア開発(MP) U1 前⽥ 東岐 91693 梅⽥ 秋１Ｑ ⽔ 6・7 第７
異⽂化マネジメント(MP) U2 古沢 昌之 91698 梅⽥ 春２Ｑ ⽕ 6・7 演習室１
異⽂化マネジメント(MP) U1 永⽥ 稔 91697 梅⽥ 秋１Ｑ ⼟ 3・4 演習室２
コーチング(MP) U1 中島 克紀 91699 梅⽥ 秋２Ｑ ⼟ 1・2 第７
マーケティングリサーチ（MP） U1 ⿃⼭ 正博 91703 梅⽥ 秋１Ｑ ⾦ 6・7 演習室２
マーケティングリサーチ（MP） U2 ⿃⼭ 正博 91705 梅⽥ 秋２Ｑ ⼟ 5・6 演習室１
消費者⾏動（MP） U1 ⽮島 彩⼦ 91707 梅⽥ 秋２Ｑ ⽇ 3・4 演習室２
商品開発（MP） U1 ⿃⼭ 正博 91711 梅⽥ 春１Ｑ ⽇ 3・4 演習室２
商品開発（MP） U2 ⿃⼭ 正博 91713 ✮ 朱雀 春２Ｑ ⾦ 6・7 301
サービスマネジメント（MP） U2 牧⽥ 正裕 91716 梅⽥ 秋１Ｑ ⽇ 3・4 演習室２
コーポレートファイナンス（MP） U1 橋本 正明 91718 梅⽥ 春１Ｑ ⽇ 1・2 第７
M&A戦略（MP） U1 橋本 正明 91720 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 91722 梅⽥ 秋１Ｑ ⽉ 6・7 第７
投資戦略（MP） U1 ⾼橋 秀夫 91724 梅⽥ 秋２Ｑ ⽇ 1・2 第７
財務諸表（MP） U1 ⾕⼝ 学 91726 梅⽥ 春２Ｑ ⽊ 6・7 第７
管理会計（MP） U1 ⾕⼝ 学 91728 梅⽥ 春２Ｑ ⼟ 1・2 第７
管理会計（MP） U2 ⾕⼝ 学 91730 梅⽥ 秋１Ｑ ⽊ 6・7 第７
租税法（MP） U1 ⽥端 博之 91732 梅⽥ 秋２Ｑ ⽕ 6・7 第７
コーポレートガバナンス（MP） U1 牧⽥ 正裕 91734 梅⽥ 秋２Ｑ ⽊ 6・7 演習室１
経営管理特殊講義Ⅰ「ICTによる未来創発」 26 桑津 浩太郎 91789 梅⽥ 春１Ｑ ⼟ 1・2 演習室２
経営管理特殊講義Ⅱ「介護経営」 12 中井 孝之 91775 梅⽥ 春１Ｑ ⼟ 3・4 演習室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 91779 梅⽥ 春２Ｑ ⽉ 6・7 演習室２
経営管理特殊講義Ⅲ「ビジネス英語」 23 ⽊村 まさみ 91783 梅⽥ 春２Ｑ ⽇ 1・2 第７
経営管理特殊講義Ⅲ「戦略経営の実践」 [ＡＭＰ] 10 濱⽥ 初美 91771 ✮ 朱雀 秋１Ｑ ⼟ 3・4 301
経営管理特殊講義Ⅰ「内外⾦融機関のビジネス戦略」 25 ⽊越 純 91787 梅⽥ 秋１Ｑ ⼟ 3・4 第７
経営管理特殊講義Ⅱ「医療経営」 11 福島 公明 91773 梅⽥ 秋２Ｑ ⽔ 6・7 演習室２
経営管理特殊講義Ⅰ「都市と観光のマネジメント」 24 ⼭⽥ 雄⼀ 91785 梅⽥ 秋２Ｑ ⾦ 6・7 演習室２
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 91781 梅⽥ 秋２Ｑ ⾦ 6・7 演習室１
経営管理特殊講義Ⅱ「戦略コンサルティング」 [ＡＭＰ]
(㈱農林中⾦ｱｶﾃﾞﾐｰ寄附講座)

02 ⼭本 真司 91767 梅⽥ 秋２Ｑ ⼟ 1・2 オンライン

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 91769 梅⽥ 秋２Ｑ ⼟ 3・4 演習室１

経営管理特殊講義Ⅲ「オーナーシップ」 [ＡＭＰ] 01 濱⽥ 初美 91765 ✮ 朱雀 秋２Ｑ ⼟ 3・4 301

6・7時限 18︓30〜21︓30

１・２時限 09︓10〜12︓10
3・４時限 13︓20〜16︓20
５・６時限 16︓50〜19︓50

平⽇(⽉〜⾦)

⼟曜⽇・⽇曜⽇

✥ 経営管理研究科は２時限連続授業となります。

❚   授 業 時 間　❚

[ＡＭＰ] … Agriculture Management Program とは

㈱農林中⾦アカデミーとの提携により、農林⽔産業分野の
「経営⼈材」養成を通じて地域社会の発展に資することを
⽬的として、開設しているプログラムです。

※詳細は 「Agriculture Management Program
   募集要項」をご覧ください。

⼤阪梅⽥キャンパス・朱雀キャンパス

特殊講義

科⽬群

基礎科⽬

A群

B群

展開科⽬

戦略ユニット

組織ユニット

マーケティングユニット

ファイナンスユニット

会計ユニット



2020年度　経営管理研究科　〚 科⽬等履修⽣・聴講⽣ 〛開講科⽬時間割 ⼤阪梅⽥キャンパス / 朱雀キャンパス

項目 時限 月 火 水 木 金
科目群 基礎科目A群 基礎科目A群 基礎科目A群 展開科目/組織ユニット 展開科目/特殊講義 基礎科目B群 展開科目/ファイナンスユニット 展開科目/マーケティングユニット

授業コード 91620 91634 91636 91695 91775 91644 91718 91711

科目 組織行動（MP） ファイナンス（MP）
アカウンティング
（MP）

キャリア開発
（MP）

経営管理特殊講
義Ⅱ「介護経営」

国際政治経済
（MP）

コーポレートファイ
ナンス（MP）

商品開発（MP）

クラス U1 U2 U1 U2 12 U1 U1 U1

担当 前田 東岐 花村 信也 奥村 陽一 永田 稔 中井 孝之・肥塚 浩 松村 博行 橋本 正明 鳥山 正博

教室 演習室１ 第７ 演習室１ 演習室１ 演習室２ 第７ 第７ 演習室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 展開科目/戦略ユニット 展開科目/特殊講義 基礎科目A群 基礎科目A群

授業コード 91679 91789 91626 91638

科目
国際経営戦略
（MP）

経営管理特殊講
義Ⅰ「ICTによる
未来創発」

技術経営（MP）
アカウンティング
（MP）

クラス U2 26 U2 U2

担当 畠山 俊宏 桑津 浩太郎 肥塚 浩 奥村 陽一

教室 演習室１ 演習室２ 演習室１ 演習室１

科目群 基礎科目A群 展開科目/組織ユニット 基礎科目A群 展開科目/会計ユニット 基礎科目A群 展開科目/会計ユニット 基礎科目A群 基礎科目A群 基礎科目A群 基礎科目A群

授業コード 91624 91698 91618 91726 91640 91728 92121 91630 91632 91642

科目 技術経営（MP）
異文化マネジメン
ト（MP）

競争戦略（MP） 財務諸表（MP） 企業分析（MP） 管理会計（MP） 競争戦略（MP）
マーケティング
（MP）

ファイナンス（MP） 企業分析（MP）

クラス U1 U2 U2 U1 U1 U1 U3 U2 U1 U2

担当 中道 一心 古沢 昌之 肥塚 浩 谷口 学 奥村 陽一 谷口 学 肥塚 浩 鳥山 正博 橋本 正明 奥村 陽一

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

科目群 展開科目/特殊講義 展開科目/マーケティングユニット 展開科目/戦略ユニット 展開科目/組織ユニット 展開科目/特殊講義

授業コード 91779 91713 91681 91691 91783

科目
経営管理特殊講
義Ⅲ「フードマー
ケティング」

〈朱雀キャンパス〉
商品開発（MP）

アントレプレナー
シップ（MP）

人的資源管理
（MP）

経営管理特殊講
義Ⅲ「ビジネス英
語」

クラス 21 U2 U1 U2 23

担当 田中 浩子 鳥山 正博 嶋内 秀之 永田 稔 木村 まさみ

教室 演習室２ 朱雀 / 301 第７ 演習室２ 第７

6・7時限

１・２時限
3・４時限
５・６時限

✽春１Ｑ 祝⽇授業⽇　︓　 4⽉29⽇(⽔） 
✽春２Ｑ 祝⽇授業⽇　︓　 7⽉23⽇(⽊)　・　7⽉24⽇(⾦)

項目 時限 月 火 水 木 金
科目群 基礎科目A群 展開科目/戦略ユニット 展開科目/組織ユニット 展開科目/会計ユニット 展開科目/マーケティングユニット 展開科目/戦略ユニット 展開科目/組織ユニット 基礎科目B群 展開科目/ファイナンスユニット 展開科目/マーケティングユニット

授業コード 91628 91682 91693 91730 91703 91683 91697 91650 91720 91716

科目
マーケティング
（MP）

アントレプレナー
シップ（MP）

キャリア開発
（MP）

管理会計（MP）
マーケティングリ
サーチ（MP）

事業創造（MP）
異文化マネジメン
ト（MP）

論理的思考とプレ
ゼンテーション
（MP）

M&A戦略（MP）
サービスマネジメ
ント（MP）

クラス U1 U2 U1 U2 U1 U1 U1 U1 U1 U2

担当 経 田中 浩子 渡邊　祐介 前田 東岐 谷口 学 鳥山 正博 島田 直樹 永田 稔 池田 吉成 橋本 正明 牧田 正裕

教室 演習室１ 演習室１ 第７ 第７ 演習室２ 演習室２ 演習室２ 演習室１ 第７ 演習室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 2科目同時開講

科目群 展開科目/ファイナンスユニット 展開科目/戦略ユニット 基礎科目B群 展開科目/特殊講義 基礎科目A群

授業コード 経 91722 91687 91648 91787 91622

科目 経
ストラクチャードファ
イナンス（MP）

経営政策（MP） 統計学（MP）
経営管理特殊講義
Ⅰ「内外金融機関
のビジネス戦略」

組織行動（MP）

クラス 経 U1 U1 U1 25 U2

担当 花村 信也 濱田 初美 大井 達雄 木越 純 前田 東岐

教室 第７ 演習室１ 情報２ 第７ 演習室１
別キャンパス同時開講

展開科目/特殊講義

91771
経営管理特殊講
義Ⅲ「戦略経営の
実践」

10

濱田 初美

朱雀 / 301

項目 時限 月 火 水 木 金
科目群 展開科目/組織ユニット 展開科目/会計ユニット 展開科目/特殊講義 展開科目/会計ユニット 展開科目/特殊講義 展開科目/特殊講義 展開科目/特殊講義 展開科目/マーケティングユニット 展開科目/ファイナンスユニット 展開科目/戦略ユニット

授業コード 91689 91732 91773 91734 91785 91767 91769 91705 91724 91677

科目
人的資源管理
（MP）

租税法（MP）
経営管理特殊講
義Ⅱ「医療経営」

コーポレートガバ
ナンス（MP）

経営管理特殊講義
Ⅰ「都市と観光のマ
ネジメント」

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 U1 U1 11 U1 24 02 08 U2 U1 U1

担当 前田 東岐 田端 博之 福島 公明 牧田 正裕 山田 雄一 山本 真司 藤原 明 鳥山 正博 高橋 秀夫 河瀬 誠

教室 第７ 第７ 演習室２ 演習室１ 演習室２ オンライン 演習室１ 演習室１ 第７ 演習室１
2科目同時開講 2科目同時開講 2科目同時開講 別キャンパス同時開講 2科目同時開講

科目群 展開科目/特殊講義 展開科目/組織ユニット 基礎科目B群 基礎科目A群 展開科目/マーケティングユニット

授業コード 91781 91699 91646 91616 91707

科目
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」

コーチング（MP） 企業倫理（MP） 競争戦略（MP）
消費者行動
（MP）

クラス 22 U1 U1 U1 U1

担当 田島 等 中島 克紀 中村 葉志生 濱田 初美 矢島 彩子

教室 演習室１ 第７ 第７ 朱雀 / 301 演習室２
別キャンパス同時開講

展開科目/特殊講義

91765

6・7時限

01 １・２時限
濱田 初美 3・４時限
朱雀 / 301 ５・６時限 16︓50〜19︓50

⼤阪梅⽥キャンパス・朱雀キャンパス

⼟曜⽇・⽇曜⽇
09︓10〜12︓10
13︓20〜16︓20

⼤阪梅⽥キャンパス・朱雀キャンパス
❚   授 業 時 間　❚

✽秋２Ｑ 祝⽇授業⽇︓ 　11⽉23⽇(⽉) ・ 1⽉1１⽇(⽉)

⼟曜⽇・⽇曜⽇
09︓10〜12︓10

❚ 初回講義 ❚ 6⽉07⽇（⽇) 〜 06⽉13⽇ (⼟) 13︓20〜16︓20
16︓50〜19︓50

✥ 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、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。

✥ 出願期間については募集要項をご確認ください。

平⽇(⽉〜⾦)
18︓30〜21︓30

土 日

1・2 3・4

✽秋１Ｑ 祝⽇授業⽇︓　 11⽉03⽇(⽕)

✽[ 科⽬等履修⽣・聴講⽣ 対象 ] ⼤阪梅⽥キャンパス/朱雀キャンパス 開講科⽬の時間割表です。 (⼤阪いばらきキャンパス開講科⽬は別紙参照)

春１Ｑ
❚ 開講期間 ❚ 4⽉05⽇（⽇) 〜 06⽉06⽇ (⼟)

平日(月～金/夜間) 土・日
土 日

1・2 3・4

1・2 3・4

❚   授 業 時 間　❚
❚ 初回講義 ❚ 4⽉05⽇（⼟) 〜 04⽉11⽇ (⾦)

秋
２
Ｑ

6・7 1・2

3・4

5・6

経営管理特殊講
義Ⅲ「オーナー
シップ」

秋１Ｑ
❚ 開講期間 ❚ 09⽉26⽇（⼟) 〜 11⽉22⽇ (⽇)

❚ 初回講義 ❚ 09⽉26⽇（⼟) 〜 10⽉02⽇ (⾦)

11⽉23⽇（⽉) 〜 01⽉31⽇ (⽇)
秋２Ｑ

❚ 開講期間 ❚

❚ 初回講義 ❚ 11⽉23⽇（⼟) 〜 11⽉29⽇ (⾦)

土 日

秋
１
Ｑ

6・7 1・2

3・4

5・6 1・2 3・4

平日(月～金/夜間) 土・日

春２Ｑ
❚ 開講期間 ❚ 6⽉07⽇（⽇) 〜 08⽉05⽇ (⽔)

平⽇(⽉〜⾦)
18︓30〜21︓30

春
２
Ｑ

6・7 1・2 3・4 5・6

春
１
Ｑ

6・7 1・2 3・4 5・6

〈朱雀キャンパス開講科目〉

この科目のみ、授業時間が異なります。

■授業時間 14：00～17：00

また、開講前に事前講義があります。

詳細はシラバス等で確認してください。


