
2015年度
テクノロジー・マネジメント研究科　時間割

授業時間

開講期間 【OIC・BKC】

クォーター 期間　※予備日含む 　（OICおよびBKCで実施する授業およびOIC発信の遠隔授業）

第１クォーター 4月4日～6月5日 時限 時間

第２クォーター 6月6日～8月2日 1 09：00～10：30

夏期集中 8月3日～9月25日 2 10：40～12：10

第３クォーター 9月26日～11月22日 3 13：00～14：30

第４クォーター 11月23日～2月1日 4 14：40～16：10

5 16：20～17：50

セメスター 期間　※予備日含む 6 18：00～19：30

前期セメスター 4月7日～7月31日 7 19：40～21：10

後期セメスター 9月26日～1月31日

【大阪梅田キャンパス】
教室標記について（OIC） 教室標記について（BKC） 　（大阪梅田キャンパスで実施する授業および
 ＡＮ：Ａ棟北ウィング   Ａ：アドセミナリオ 　　　　　　　　　　　　大阪梅田キャンパス発信の遠隔授業）
 ＡＣ：Ａ棟中ウィング 平日
 ＡＳ：Ａ棟南ウィング 6 18：30～20：00

7 20：10～21：40

土曜日・日曜日　※夏期集中科目を含む
時限 時間
1 09：00～10：30
2 10：40～12：10
3 13：00～14：30
4 14：40～16：10
5 16：20～17：50
6 18：00～19：30



4月4日から6月5日（予備日含む）

時限 時間 月 火 水 木 金 土

1
09：00
～10：30

2
10：40
～12：10

3
13：00
～14：30

4
14：40
～16：10

5
16：20
～17：50

6
18：00
～19：30

18：30
～20：00

7
19：40
～21：10

20：10
～21：40

ド
ク
タ
ー

科

目

★2015年4月以降入学生
【技術経営ケーススタディ】
授業ＣＤ：90060

★2014年9月以前入学生
 [旧：技術経営ケースライティング]
授業ＣＤ：90063

担当：崔　裕眞
クラス：ＭＡ
教室：【OIC】AC348

【イノベーション戦略論】
担当：高梨　千賀子
授業ＣＤ：90004
クラス：ＭＡ
教室：【OIC→梅田　※遠隔】
　　　 AN328→第5教室

【特殊講義
    (先端科学技術とビジネス)】
担当：角埜　恭央
授業ＣＤ：90122
クラス：ＭＡ
教室：【OIC】AC348

第１クォーター

【技術経営論】
担当：石田　修一
授業ＣＤ：90047
クラス：ＭＡ
教室：【OIC】AC348

【特殊研究(統計データ解析・英文ジャーナル)　ＤＡ】
 [旧：特殊研究（コースワーク） ＤＡ]
担当：高梨　千賀子　　　授業ＣＤ：90046(90062)
開講日程：4月4日（土）　2限、　　4月11日（土）、18日（土）、25日（土）、5月2日（土）、9日（土）、16日（土）、30日（土）　2･3限　　　教室：【OIC】AC341

【価値創出マネジメント】
担当：青山　敦
授業ＣＤ：90014
クラス：ＭＡ
教室：【OIC】AC348

【バリューチェーンマネジメント】
担当：青山　敦
授業ＣＤ：90094
クラス：ＭＡ
教室：【OIC】AC348

【研究開発戦略】
担当：田平　由弘
授業ＣＤ：90091
クラス：ＭＡ
教室：【OIC→梅田　※遠隔】
　　　　AC348→第5教室

【特殊講義
　(イノベーション・ダイナミクス)】
担当：三藤　利雄
授業ＣＤ：90121
クラス：ＭＡ
教室：【OIC】AC338

【ファイナンス戦略】
担当：田尾　啓一
授業ＣＤ：90002
クラス：ＭＡ
教室：【OIC】AC348

【技術基盤企業の
　　プロジェクトマネジメント】
担当：名取　隆
授業ＣＤ：90007
クラス：ＭＡ
教室：【OIC】AN328

【意思決定論】
担当：村沢　義久
授業ＣＤ：90001
クラス：ＭＡ
教室：【OIC】AN328

【技術基盤企業の戦略経営】
担当：湊　宣明
授業ＣＤ：90013
クラス：ＭＡ
教室：【OIC】AC348

【戦略的技術開発論】
担当：角埜　恭央
授業ＣＤ：90090
クラス：ＭＡ
教室：【OIC】AC348

＜注意!!＞
年度の指定がない場合、2011年9月入学、2011年4月入学、それ以前に
入学の方は、受講登録の際は、(括弧)内の授業コードを登録してください。

第１クォーター



6月6日から8月2日（予備日含む）

時限 時間 月 火 水 木 金 土

1
09：00
～10：30

2
10：40
～12：10

3
13：00
～14：30

4
14：40
～16：10

5
16：20
～17：50

6
18：00
～19：30

18：30
～20：00

7
19：40
～21：10

20：10
～21：40

第２クォーター

【新技術および新事業の提案・
　　　　　　　　企画・評価演習】
担当：名取　隆
授業ＣＤ：90009
クラス：ＭＡ
教室：【OIC】AN328

【特殊講義
　(生産プロセスマネジメント)】
担当：中塚　信雄
授業ＣＤ：90041
クラス：ＭＨ
教室：【OIC】AC348

【国際知的財産】
担当：酒井　將行
授業ＣＤ：90003
クラス：ＭＡ
教室：【OIC→梅田　※遠隔】
　　　　AC348→第5教室

【技術・知財関連法】
担当：小田　哲明
授業ＣＤ：90083
クラス：ＭＡ
教室：【OIC】AC348

【技術経営史】
担当：崔　裕眞
授業ＣＤ：90011
クラス：ＭＬ
教室：【OIC】AC348

【技術経営研究方法論】
担当：高梨　千賀子
授業ＣＤ：90008
クラス：ＭＡ
教室：【OIC】AC348

【サービスイノベーション】
担当：田平　由弘
授業ＣＤ：90012
クラス：ＭＡ
教室：【OIC】AC348

【特殊講義（知財情報工学）】
担当：小田　哲明
授業ＣＤ：90126
クラス：ＭＡ
教室：【OIC】AS368

【特殊研究(統計データ解析・英文ジャーナル)　ＤＢ】
 [旧：特殊研究（コースワーク） ＤＢ]
担当：石田　修一　　　授業ＣＤ：90192(90196)
開講日程：6月6日（土）　1～5限　　教室：【OIC】AN324、　　6月13日（土）　1～5限、　6月20日（土）　1～5限　　　　教室：【OIC】AS458

ド
ク
タ
ー

科
目

【技術・事業評価論】
担当：名取　隆
授業ＣＤ：90010
クラス：ＭＡ
教室：【OIC】AC348

【特殊研究(Literature Review)　ＤＦ】
 [旧：Coursework ＤＡ]
担当：角埜　恭央　　　授業ＣＤ：90154(90180)
開講期：第2Ｑ　　 曜日：土曜日　　　時限：3・4限　　　教室：【OIC】AN721

★2014年4月以降入学生
【特殊講義(管理会計概論)】
授業ＣＤ：90166
クラス：ＭＡ

★2013年9月以前入学生
 [旧：特殊講義]
授業ＣＤ：90175
クラス：ＭＴ

担当：淺田　孝幸
教室：【OIC】AN328

★2014年4月以降入学生
【特殊講義(ＩＴマネジメント)】
授業ＣＤ：90059

★2013年9月以前入学生
 [旧：特殊講義]
授業ＣＤ：90061

担当：角埜　恭央
クラス：ＭＱ
教室：【OIC】AC348

【技術基盤企業の
　　　　マネジメントサイエンス】
担当：湊　宣明
授業ＣＤ：90086
クラス：ＭＡ
教室：【OIC→梅田　※遠隔】
　　　　AN328→第5教室

＜注意!!＞
年度の指定がない場合、2011年9月入学、2011年4月入学、それ以前に
入学の方は、受講登録の際は、(括弧)内の授業コードを登録してください。

第２クォーター



月 火 水 木 金 土 日
1 2

（第２Ｑ予備日） （第２Ｑ予備日）

3 4 5 6 7 8 9

【特殊講義
  （技術経営の新潮流）】
担当：渡辺　孝
授業ＣＤ：90042
クラス：ＭＭ
教室：【OIC】AC348
時限：1～5限

【特殊講義
  （技術経営の新潮流）】
担当：渡辺　孝
授業ＣＤ：90042
クラス：ＭＭ
教室：【OIC】AC348
時限：1～5限

【特殊講義
  （技術経営の新潮流）】
担当：渡辺　孝
授業ＣＤ：90042
クラス：ＭＭ
教室：【OIC】AC348
時限：1～5限

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

【特殊講義
（企業金融と資産評価法入門)】
担当：杉山　敏啓
授業ＣＤ：90202
クラス：ＭＥ
教室：【梅田】第5教室
時限：1～5限

24 25 26 27 28 29 30

【技術基盤企業のヒューマン
　　　リソースマネジメント】
担当：小杉　俊哉
授業ＣＤ：90200
クラス：ＭＡ
教室：【OIC】AC348
時限：1～5限

【技術基盤企業のヒューマン
　　　リソースマネジメント】
担当：小杉　俊哉
授業ＣＤ：90200
クラス：ＭＡ
教室：【OIC】AC348
時限：1～5限

【技術基盤企業のヒューマン
　　　リソースマネジメント】
担当：小杉　俊哉
授業ＣＤ：90200
クラス：ＭＡ
教室：【OIC】AC348
時限：1～5限

【特殊講義
（企業金融と資産評価法入門)】
担当：杉山　敏啓
授業ＣＤ：90202
クラス：ＭＥ
教室：【梅田】第5教室
時限：1～5限

31

月 火 水 木 金 土 日

1 2 3 4 5 6

【特殊講義
（ナショナルイノベーション)】
担当：渡辺　孝
授業ＣＤ：90045
クラス：ＭＡ
教室：【OIC】AC348
時限：1～5限

【特殊講義
（ナショナルイノベーション)】
担当：渡辺　孝
授業ＣＤ：90045
クラス：ＭＡ
教室：【OIC】AC348
時限：1～5限

【特殊講義
（ナショナルイノベーション)】
担当：渡辺　孝
授業ＣＤ：90045
クラス：ＭＡ
教室：【OIC】AC348
時限：1～5限

【特殊講義
（企業金融と資産評価法入門)】
担当：杉山　敏啓
授業ＣＤ：90202
クラス：ＭＥ
教室：【梅田】第5教室
時限：1～5限

7 8 9 10 11 12 13

【技術倫理】
担当：小杉　俊哉
授業ＣＤ：90201
クラス：ＭＡ
教室：【OIC】AC348
時限：1～5限

【技術倫理】
担当：小杉　俊哉
授業ＣＤ：90201
クラス：ＭＡ
教室：【OIC】AC348
時限：1～5限

【技術倫理】
担当：小杉　俊哉
授業ＣＤ：90201
クラス：ＭＡ
教室：【OIC】AC348
時限：1～5限

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25

夏　期　集　中

８月

９月

時限／時間

１限／09：00～10：30

２限／10：40～12：10

３限／13：00～14：30

４限／14：40～16：10

５限／16：20～17：50

(９月２６日から後期セメスタ）

６限／18：00～19：30

７限／19：40～21：10

＜注意!!＞
年度の指定がない場合、2011年9月入学、2011年4月入学、それ以前に
入学の方は、受講登録の際は、(括弧)内の授業コードを登録してください。

夏期集中



9月26日から11月22日（予備日含む）

時限 時間 月 火  水 木 金 土

1
09：00
～10：30

2
10：40
～12：10

※セメスタ開講
【特殊講義
　（意思決定のためのデータ分析）】
担当：LIM Yeong Joo
授業ＣＤ：90044
クラス：ＭＡ
教室：【OIC】AS264

3
13：00
～14：30

4
14：40
～16：10

5
16：20
～17：50

6
18：00
～19：30

※セメスタ開講
★2015年4月以降入学生
【Technology ManagementⅠ】
授業ＣＤ：90169
クラス：ＭＡ

★2014年9月以前入学生
 [旧：特殊講義]
授業ＣＤ：90178
クラス：ＭＷ

担当：OTIENO FRANCIS
教室：【OIC→BKC　※遠隔】
　　　　AC348→Ａ201

18：30
～20：00

7
19：40
～21：10

20：10
～21：40

★2015年4月以降入学生
【技術経営ケーススタディ】
授業ＣＤ：90168

★2014年9月以前入学生
　[旧：技術経営ケースライティング]
授業ＣＤ：90182

担当：崔　裕眞
クラス：ＭＢ
教室：【梅田】第5教室

第３クォーター

【起業家戦略】
担当：黒木　正樹
授業ＣＤ：90081
クラス：ＭＡ
教室：【OIC】AN328

【特殊講義
     (ＭＯＴキャリアデザイン)】
担当：中塚　信雄
授業ＣＤ：90123
クラス：ＭＦ
教室：【OIC】AC348

★2015年4月以降入学生
【Technology ManagementⅢ】
授業ＣＤ：90171
クラス：ＭＡ

★2014年9月以前入学生
 [旧：特殊講義]
授業ＣＤ：90176
クラス：ＭＵ

担当：湊　宣明
教室：【OIC→BKC　※遠隔】
　　　　AC348→A201

【特殊講義】
担当：村沢　義久
授業ＣＤ：90006
クラス：ＭＺ
教室：【OIC】AC348

【特殊研究(定性分析)　ＤＣ】
 [旧：特殊研究(コースワーク)　ＤＣ]
担当：石田　修一　　　　授業ＣＤ：90193(90197)   教室：【OIC】AN811
開講日程：9月26日（土）　5～7限、　10月12日（月）　5～7限、 11月23日（月）　5～7限、　12月19日（土）  3～5限、　 1月9日 （土）　3～5限

【技術経営組織論】
担当：石田　修一
授業ＣＤ：90093
クラス：ＭＡ
教室：【OIC】ＡC348
※11月7日のみ教室：[OIC]AC449

【特殊講義】
担当：福島　省吾、中野　紀夫
授業ＣＤ：90085
クラス：ＭＹ
教室：【OIC】AC348
※11月7日のみ教室：[OIC]AC449

★2015年4月以降入学生
【Technology ManagementⅡ】
授業ＣＤ：90170
クラス：ＭＡ

★2014年9月以前入学生
 [旧：特殊講義]
授業ＣＤ：90177
クラス：ＭＶ

担当：角埜　恭央
教室：【OIC】AC348

★2015年4月以降入学生【特殊研究(統計特論)　ＤＫ】
★2014年9月以前入学生 [旧：特殊研究　ＤＫ]
担当：湊　宣明、LIM Yeong Joo　　授業ＣＤ：90905(90906)
開講日程：10月10日（土）　3～7限、　10月11日（日）　1～6限、教室：【OIC】AN228    　　11月23日(月）　1～4限　 教室：【OIC】AC730

【特殊講義(プロジェクト評価)】
担当：角埜　恭央
授業ＣＤ：90125
クラス：ＭＡ
教室：【OIC】AC348

【特殊講義(イノベーション実践論)】
担当：渡辺　孝
授業ＣＤ：90124
クラス：ＭＩ
教室：【OIC】AC348

【知財戦略論】
担当：小田　哲明
授業ＣＤ：90092
クラス：ＭＡ
教室：【OIC】AC348

★2015年4月以降入学生【特殊研究(Structural Analysis of Research Papers)　ＤＪ】
★2014年9月以前入学生 [旧：特殊研究(The Analysis of The Structure of Research Papers) ＤＪ]
担当：青山　　敦　　　授業ＣＤ：90172(90191)
開講期：後期　　　曜日：火曜日　　時限：3限（セメスタ開講）　　教室：【OIC】AN721

ド
ク
タ
ー
 

科
目

【特殊研究(Empirical Methods)　ＤＨ】
 [旧：Coursework ＤＣ]
担当：石田　修一　　　授業ＣＤ：90155(90181)
開講期：後期　　  曜日：月曜日　　時限：3限（セメスタ開講）　　教室：【OIC】AN721

【特殊研究（定量分析)　ＤＤ】
 [旧：特殊研究（コースワーク） ＤＤ]
担当：玄場　公規　　　授業ＣＤ：90078(90079)   教室：【OIC】AS264
開講日程：11月21日（土）、22日（日）、28日（土）　2～6限

【特殊講義(技術系ベンチャー論)】
担当：渡辺　孝
授業ＣＤ：90128
クラス：ＭＡ
教室：【OIC】AC348

＜注意!!＞
授業実施日と学園祭が重複する場合、当日に限り開講キャンパスを
大阪梅田キャンパスに変更する可能性があります。

＜注意!!＞
年度の指定がない場合、2011年9月入学、2011年4月入学、それ以前に
入学の方は、受講登録の際は、(括弧)内の授業コードを登録してください。

第３クォーター



11月23日から2月1日（予備日含む）

時限 時間 月 火 水 木 金 土

1
09：00
～10：30

2
10：40
～12：10

※セメスタ開講
【特殊講義
　（意思決定のためのデータ分析）】
担当：LIM Yeong Joo
授業ＣＤ：90044
クラス：ＭＡ
教室：【OIC】AS264

3
13：00
～14：30

4
14：40
～16：10

5
16：20
～17：50

6
18：00
～19：30

※セメスタ開講
★2015年4月以降入学生
【Technology ManagementⅠ】
授業ＣＤ：90169
クラス：ＭＡ

★2014年9月以前入学生
 [旧：特殊講義]
授業ＣＤ：90178
クラス：ＭＷ

担当：OTIENO FRANCIS
教室：【OIC→BKC　※遠隔】
　　　　AC348→Ａ201

18：30
～20：00

7
19：40
～21：10

20：10
～21：40

【特殊研究（Independent Study)  ＤＩ】
 [旧：Coursework ＤＤ]
担当：崔　裕眞　　　　授業ＣＤ：90195(90199)
開講期：第4Ｑ　　 　曜日：土曜日　　　時限：3・4限　　　教室：【OIC】AN721

★2015年4月以降入学生【特殊研究(Structural Analysis of Research Papers)　ＤＪ】
★2014年9月以前入学生 [旧：特殊研究(The Analysis of The Structure of Research Papers) ＤＪ]
担当：青山　　敦　　　授業ＣＤ：90172(90191)
開講期：後期　　　曜日：火曜日　　時限：3限（セメスタ開講）　　教室：【OIC】AN721

【特殊研究(Empirical Methods)　ＤＨ】
 [旧：Coursework ＤＣ]
担当：石田　修一　　　授業ＣＤ：90155(90181)
開講期：後期　　  曜日：月曜日　　時限：3限（セメスタ開講）　　教室：【OIC】AN721

【特殊講義】
担当：田尾　啓一
授業ＣＤ：90084
クラス：ＭＸ
教室：【OIC】AC348

【ファイナンス戦略】
担当：田尾　啓一
授業ＣＤ：90080
クラス：ＭＢ
教室：【梅田→OIC　※遠隔】
　　　　第5教室→AC348

【特殊研究(Research Methods)　ＤＧ】
 [旧：Coursework ＤＢ]
担当：小田　哲明　　　　授業ＣＤ：90194(90198)   教室：【OIC】AN811
開講日程：12月7日(月）　1～5限、　12月8日（火）　1～3限、　12月14日（月）　　1～5限、　12月15日（火） 1～2限

【技術経営研究方法論】
担当：高梨　千賀子
授業ＣＤ：90088
クラス：ＭＢ
教室：【梅田→OIC　※遠隔】
　　　　第5教室→AN328

【企業リスク・マネジメント】
担当：田尾　啓一
授業ＣＤ：90082
クラス：ＭＡ
教室：【OIC】AC348

【新技術および新事業の
　　　提案・企画・評価演習】
担当：名取　隆
授業ＣＤ：90089
クラス：ＭＢ
教室：【OIC】AC348

【特殊研究（定量分析)　ＤＤ】
 [旧：特殊研究（コースワーク） ＤＤ]
担当：玄場　公規　　　授業ＣＤ：90078(90079)   教室：【OIC】AS264
開講日程：11月21日（土）、22日（日）、28日（土）　2～6限
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【技術・知財関連法】
担当：小田　哲明
授業ＣＤ：90005
クラス：ＭＢ
教室：【OIC】AC348

★2014年4月以降入学生
【特殊講義(会計・財務)】
授業ＣＤ：90165
クラス：ＭＡ

★2013年9月以前入学生
 [旧：特殊講義]
授業ＣＤ：90174
クラス：ＭＳ

担当：西谷　順平
教室：【OIC→BKC  ※遠隔】
　　　　AC348→A201

【技術基盤企業のマーケティング】
担当：湊　宣明
授業ＣＤ：90087
クラス：ＭＣ
教室：【OIC】AC348

ド
ク
タ
ー
科
目

【特殊研究(研究方法の実践)　ＤＥ】
 [旧：特殊研究(コースワーク)　ＤＥ]
担当：三藤　利雄　　　　授業ＣＤ：90153(90179)
開講期：第4Ｑ　　 　曜日：木曜日　　　時限：6・7限　　　教室：【OIC】AN721

【特殊講義(外書講読・
　 　　英語ディスカッション)】
担当：小田　哲明
授業ＣＤ：90043
クラス：ＭＡ
教室：【OIC】AC348

【特殊講義（交渉戦略と実践）】
担当：村沢　義久
授業ＣＤ：90127
クラス：ＭＡ
教室：【OIC】AC348

★2015年4月以降入学生【特殊研究(統計特論)　ＤＫ】
★2014年9月以前入学生 [旧：特殊研究　ＤＫ]
担当：湊　宣明、LIM Yeong Joo　 　授業ＣＤ：90905(90906)
開講日程：10月10日（土）　3～7限、　10月11日（日）　1～6限、教室：【OIC】AS264    　　11月23日(月）　1～4限　 教室：【OIC】AC730

【特殊研究(定性分析)　ＤＣ】
 [旧：特殊研究(コースワーク)　ＤＣ]
担当：石田　修一　　　　授業ＣＤ：90193(90197)   教室：【OIC】AN811
開講日程：9月26日（土）　5～7限、　10月12日（月）　5～7限、 11月23日（月）　5～7限、　12月19日（土）  3～5限、　 1月9日 （土）　3～5限

＜注意!!＞
授業実施日と学部入試が重複する場合、当日に限り開講
キャンパスを大阪梅田キャンパスに変更する可能性があります。

＜注意!!＞
年度の指定がない場合、2011年9月入学、2011年4月入学、それ以前に
入学の方は、受講登録の際は、(括弧)内の授業コードを登録してください。
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