
1期 1A期 1C期

(16) (8) (4) (平塚) 129ゼミ室 (荻野)  P52教室 (橘川)  P52教室
(宮永雅) P53教室
(佐々木) P52教室

1D期

(4)

(佐々木) P53教室
(生越) 129ゼミ室

1B期 1E期

(8) (4) (平塚) 129ゼミ室 (淺見) P53教室
(若林) P52教室 (宮永雅) 129ゼミ室

1F期

(4)

2期 2A期 2C期

(16) (8) (4) (生越) P53教室 (荻野) P52教室 (岸本) P52教室
(佐々木) P52教室

2D期

(4)

2B期 2E期

(8) (4)

(宮永博) P52教室

2F期

(4)

担当教員名 担当教員名
1期 1A期 1C期 生越
(16) (8) (4) (橘川) P52教室 (岸本)  129ゼミ室 (若林) P52教室

(岸本) 129ゼミ室 (荻野)  P52教室
(荒木) P53教室

1D期 (荒木) P53教室
(4)

(荒木） P53教室

1B期 1E期 (荒木) P53教室
(8) (4) (専任教員みなし除く)

(専任教員みなし除く)

1F期

(4) (専任教員みなし除く)

(専任教員みなし除く)

2期 2A期 2C期

(16) (8) (4) (荻野)  129ゼミ室 (岸本)  129ゼミ室 (鈴木) 129ゼミ室
(橘川) P52教室

2D期 (荒木) P53教室
(4) (荒木) P53教室

(若林) P51教室
(未定) P51教室

2B期 2E期

(8) (4) (宮永博) P52教室 (鈴木) 129ゼミ室
(淺見) P53教室

(専任教員みなし除く)

2F期 (荒木） P53教室 (専任教員みなし除く)

(4) (宮永博) P52教室

<1年><2年>[1F]実践リーダーシップセミナー　1-2①
<2年>[1F]実践リーダーシップセミナー　3-2①

<1年><2年>[2A]デザイン関連知財②

<1年><2年>[2C]先進的ものづくりとサプライチェーンマネジメント①　

<1年><2年>[2D]オペレーションズマネジメント①　　

<1年><2年>[2]MTI 寄附講座(隔週)②

<1年><2年>[2]日本企業の海外展開②
<1年><2年>[2A]起業家精神の原則②　　　　

<2年>[2B]ビジネスモデルイノベーション②
<1年><2年>[2F]実践リーダーシップセミナー　2-2①

<1年><2年>[2]ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ交渉力②

<1年><2年>[2]MBA寄附講座(隔週)②

<1年><2年>[2A]特許制度の基礎②
<1年><2年>[2B]デザイン戦略②

<1年><2年>[2B]製造業のサービス化②
<1年><2年>[2E]実践リーダーシップセミナー　2-1①

<1年><2年>[2A]コンセプト創造と新規事業開発②

P51教室、1G2F各ゼミ室
P51教室、1G2F各ゼミ室

木曜日 金曜日

<1年><2年>[1]ビジネスで成功するための戦略②

<2年>[1B]ライフサイクルマネジメント②

<1年><2年>[1]中小企業論② <1年><2年>[1A]研究開発組織のマネジメント②

<1年><2年>[1C]オペレーションズマネジメント①

<1年><2年>[1A]製造業のサービス化②

<1年><2年>[1D]先進的ものづくりとサプライチェーンマネジメント①

授業科目名称 授業科目名称
<1年><2年>[2A]新製品開発に応用する伝統技術②

P51教室、1G2F各ゼミ室
P51教室、1G2F各ゼミ室

P51教室、1G2F各ゼミ室
P51教室、1G2F各ゼミ室

実施学期の( )内の数値は、授業実施週(回)数を示す。

実施学期 6時限(18:40～20:10) 7時限(20:20～21:50) 6時限(18:40～20:10) 7時限(20:20～21:50)

開講する授業科目の表示見方は、『<1年><2年>[XX]〇〇〇〇〇〇②(△△)P51教室』で『履修可能学年、開講期、授業科目名称、単位数、担当
教員名、教室番号』の順に表記しています。開講時間帯は、180分授業は、時限の区切りがありません。

【授業時間割表について】

<1年><2年>[1]イノベーションの歴史②
<1年><2年>[1]日本企業の海外展開②

<1年><2年>[1E]実践リーダーシップセミナー　1-1①
<2年>[1E]実践リーダーシップセミナー　3-1①

<2年>[2A]ダイナミック環境下の知財戦略② <1年><2年>[2]ﾋﾞｼﾞﾈｽで成功するための戦略② <1年><2年>[2]中小企業論②

<2年>[2B]プロトタイピングと製品・サービス開発②

【集中講義(1期)】 【集中講義(2期)】

<1年><2年>[2A]組織原則とナレッジマネジメント②

経営学研究科技術経営専攻（専門職学位課程） 　2019年度授業時間割表案
月曜日 火曜日 水曜日

実施学期 6時限(18:40～20:10) 7時限(20:20～21:50) 6時限(18:40～20:10) 7時限(20:20～21:50) 6時限(18:40～20:10)

2019年3月4日作成

<1年><2年>[1B]国際企業法務と戦略②
<2年>[1B]業界分析②

<1年><2年>[1B]先端技術の知財保護②
<2年>[1B]企業合併と買収マネジメント②

7時限(20:20～21:50)

<1年><2年>[1A]ﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙのためのｸﾞﾛｰﾊﾞﾙＩＰｼｽﾃﾑ② <1年><2年>[1]ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ交渉力② <1年><2年>[1]起業家精神の原則②
<2年>[1A]コーポレートファイナンスと資本市場②
<2年>[1A]アドバンスド戦略マネジメント②

<2年>[1A]バイオ医療のビジネス開発(生越)②
<1年><2年>[1A]組織原則とナレッジマネジメント②



1期 1A期 1C期 （宮永雅）Ｐ５１教室 （宮永雅）Ｐ５１教室 （Feldman）Ｐ５１ （Feldman）Ｐ５２ (全専任教員)
(16) (8) (4) (荻野) Ｐ５２教室 (荻野) Ｐ５２教室 (岸本)　 Ｐ５２ (岸本)　Ｐ５１

(若林） Ｐ５１教室 （Feldman）Ｐ５２ （Feldman）Ｐ５１

(宮永博） Ｐ５１教室 （佐々木）　Ｐ５１ （佐々木）Ｐ５２ (石垣)
1D期

(4)

(日戸)  P53教室
(日戸)  P53教室

1B期 1E期 (全専任教員)
(8) (4) (宮永博) (宮永博)

(若林) (淺見)

1F期 (生越) (宮永博) (田中）
(4) (若林)

(宮永雅)

2期 2A期 2C期 (若林） Ｐ５１教室 (佐々木/岸本)Ｐ５２ (佐々木/岸本)Ｐ５１ (全専任教員)
(16) (8) (4) (日戸） Ｐ５１教室 （宮永雅）Ｐ５１ （宮永雅）Ｐ５２

(石垣)
2D期 (橘川)  （Feldman）Ｐ５３ (田中）
(4) (宮永雅) (日戸)　 

2B期 2E期 (淺見) (全専任教員)
(8) (4) (宮永雅) (生越)

(佐々木)
2F期 (宮永雅)
(4) (若林)

<2年>[2E]ベンチャーファイナンス①
<1年><2年>[2F]ベンチャービジネス論①

<2年>[2B]アドバンスド戦略マネジメント②

<2年>[2A]コーポレートファイナンスと資本市場②

<1年>[1A]グローバル化と知識交流①[2組] <1年>[1A]グローバル化と知識交流①[1組] <1年>[1A]イノベーション志向型競争戦略①[2組] <1年>[1A]イノベーション志向型競争戦略①[1組]
<1年>[1E]イノベーションを生む企業文化① <1年>[1B]世界の中の日本とアジア①[1組] <1年>[1B]世界の中の日本とアジア①[2組]

<2年>[2B]プロジェクト4②<1年><2年>[2A]先端技術の知財保護②
<2年>[2A]バイオ医療のビジネス開発②

<1年>[2A]データ分析による意思決定②
<1年><2年>[2]イノベーションの歴史② <1・2年>[2]ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄﾞ経済分析② <1年>[2A]ＩＴの戦略的利用②
<1年><2年>[2B]チャネルマネジメント①

<2年>[2B]企業合併と買収マネジメント②

<2年>[2A]プロジェクト3②
<1年>[2D]イノベーション志向型マーケティング① <1年>[2A]経営管理会計2①[2組] <1年>[2A]経営管理会計2①[1組]

<2年>[1D]ベンチャーファイナンス①

<2年>[1B]ダイナミック環境下の知財戦略②

<1年><2年>[1A]コンセプト創造と新規事業開発②

<1年>[2C]リーダーシップと倫理① <1年>[2A]グローバル戦略・組織論①[1組]

<2年>[1B]プロトタイピングと製品・サービス開発②

<2年>[1A]業界分析②

<1年>[2A]グローバル戦略・組織論①[2組]

<2年>[1B]プロジェクト2②
<2年>[1A]ビジネスモデルイノベーション②

<1年>[1A]データ分析による意思決定②

<1年><2年>[1C]ベンチャービジネス論①
<1年>[1B]ＩＴの戦略的利用②

<1年>[1F]デザイン思考① <1年>[1B]組織進化論①[2組] <1年>[1B]組織進化論①[1組]

<2年>[1B]デジタルマーケティングとソーシャルメディア①

<1年><2年>[1A]特許制度の基礎②

<2年>[1A]アドバンスドマーケティング＆ブランド戦略①

6時限(17:50～19:20)
<1年>[1A]経営管理会計1①[1組] <1年>[1A]経営管理会計1①[2組] <1年>[1A]意思決定の経済分析①[1組] <1年>[1A]意思決定の経済分析①[2組] <2年>[1A]プロジェクト1②

経営学研究科技術経営専攻（専門職学位課程） 　2019年度授業時間割表案
土曜日

実施学期 1時限(8:50～10:20) 2時限(10:30～12:00) 3時限(12:50～14:20) 4時限(14:30～16:00) 5時限(16:10～17:40)
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