
2021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 ⼤阪いばらきキャンパス

時限 項目 月 火 水 木 金
科目群 基礎科目A群 基礎科目B群 基礎科目B群 基礎科目B群

授業コード 91307 91323 91321 91319

科目 ファイナンス（CP） 会計リテラシー（CP） 経営リテラシー（CP）
論理的思考とプレゼ
ンテーション（CP）

クラス O1 O1 O1 O1
担当 橋本 正明 牧田 正裕 前田 東岐 池田 吉成
教室 C471 C471 C471 C472

科目群 基礎科目A群 基礎科目A群

授業コード 91305 91300

科目 マーケティング　（CP） 競争戦略（CP）

クラス O1 O1
担当 小菅 竜介 水野 由香里
教室 C471 C471

時限 項目 月 火 水 木 金
科目群 基礎科目B群 基礎科目A群 展開科目/ビジネス科目群 基礎科目A群

授業コード 91317 91302 91395 91309

科目 統計学（CP） 組織行動（CP） キャリア開発（CP） アカウンティング（CP）

クラス O1 O1 O1 O1
担当 武藤 拓之 前田 東岐 前田 東岐 水野 一郎
教室 AS264 C471 C471 C471

科目群 基礎科目A群 展開科目/ビジネス科目群 展開科目/会計ファイナンス科目群

授業コード 91311 91401 91405
科目 企業分析（CP） 商品開発（CP） コーポレートファイナンス（CP）

クラス O1 O1 O1
担当 金森 絵里 須方 研詞 花村 信也
教室 C471 C471 C471

時限 項目 月 火 水 木 金
科目群 展開科目/会計ファイナンス科目群 基礎科目B群 基礎科目A群

授業コード 91409 91315 91304

科目 投資戦略（CP） 企業倫理（CP） 技術経営（CP）

クラス O1 O1 O1
担当 橋本 正明 古村 公久 水野 由香里
教室 C471 C471 C471

科目群 展開科目/ビジネス科目群 展開科目/ビジネス科目群 展開科目/会計ファイナンス科目群 展開科目/会計ファイナンス科目群 展開科目/ビジネス科目群

授業コード 91403 91393 91411 91413 91397

科目
サービスマネジメント
（CP）

産業動態分析（CP） 財務諸表（CP） 管理会計（CP）
異文化マネジメント
（CP）

クラス O1 O1 O1 O1 O1
担当 小菅 竜介 佐伯 靖雄 西田 和倫 谷口 学 永田 稔
教室 C471 C471 C472 C472 C471

時限 項目 月 火 水 木 金
科目群 展開科目/会計ファイナンス科目群 基礎科目B群 展開科目/特殊講義

授業コード 91415 91313 91447

科目
コーポレートガバナン
ス（CP）

国際政治経済（CP）
経営管理特殊講義Ⅲ
「顧客経験の理解と設
計」

クラス O1 O1 31

担当 瀧 博 中本 悟 小菅 竜介
教室 C472 C472 C471

科目群 展開科目/会計ファイナンス科目群 展開科目/ビジネス科目群 展開科目/ビジネス科目群 展開科目/ビジネス科目群 展開科目/ビジネス科目群

授業コード 91407 91388 91392 91390 91399

科目
M&A戦略と企業価値
評価（CP）

ビジネスプラン（CP）
イノベーション戦略
（CP）

アントレプレナーシッ
プ（CP）

マーケティングリサー
チ（CP）

クラス O1 O1 O1 O1 O1
担当 花村 信也 橋本 良子 水野 由香里 水野 成容 鳥山 正博
教室 C471 C471 C471 C471 C471

1・2時限 09︓00〜12︓15
3・4時限 12︓55〜16︓10

⼤阪いばらきキャンパス(ＯＩＣ)
❚　授 業 時 間   ❚

平⽇ (⽉〜⾦)

3・4

✽[ 科⽬等履修⽣・聴講⽣ 対象 ] ⼤阪いばらきキャンパス 開講科⽬の時間割表です。(⼤阪梅⽥キャンパス/朱雀キャンパス開講科⽬は別紙参照)
✽ ⼤阪いばらきキャンパス は 平⽇(⽉〜⾦)の昼間開講となります。また、学部卒⽣を対象とした授業内容となっております。
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