
2019-5010000460-01会計ゼミナールＡ「（二部）」

 期別：通年　　単位数：4　　開講年次： 2 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：通年：木・二部１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

飯塚　雄基

◎－－－　概要　－－－◎

　本ゼミナールでは，会計という商学の1テーマに焦点を当
て，それに関する論点についてプレゼンテーションとディス
カッションの知識や経験を積み，今後に役立つ能力をを養うこ
とを目的としています。
　具体的には，自らの関心のある問題について，それを解決す
るための提案ができるように自ら考え，プレゼンテーションと
ディスカッションを行います。とくに問題意識をしっかりと持
つことができているか，プレゼンテーションやディスカッショ
ンを通じてお互いに確かめ合いながらじっくりと進めていくこ
とに重きを置いています。問題意識を持つといっても，それほ
ど容易なことではなく，また，一人で能力を養うことは困難で
す。お互いに切磋琢磨し，ときに支え合いながらしっかりと能
力を養っていきましょう。
　

◎－－－　到達目標　－－－◎

会計の基本的な知識を身につけている。(知識・理解)

会計制度について解決すべき課題を自ら発見できる。(技能)

会計制度の課題解決のために，プレゼンテーションおよびディ
スカッションの能力を活用することができる。(技能)

常に会計の知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっ
ている。(態度・志向性)

現在の会計制度について協働して問題解決に当たる姿勢をもっ
ている。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　ゼミで資料が配布された場合，次回の予習として，その資料
の内容を十分に理解しておくこと（30分）。
　ディスカッションで問題になったテーマや論点があった場
合，関連する資料を読んで知識を補充するとともに，自らの考
えをもう一度見直すこと（30分）。
　その他，ゼミの時間に限らず日ごろから問題意識を持ち，必
要な知識やデータを収集し，自らの見解を追い求める姿勢を
もって，継続的に学習していきましょう。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　ゼミへの出席態度をもって評価します。具体的には，発表の
内容（60％），ディスカッションの態度（20％），学習への意
欲（20％）などを総合的に勘案して評価します。なお，ゼミで
ディスカッションの対象になった論点について全体の意見や考
えがまとまらなかった場合には，その論点について教員が
フィードバックを行います。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特に指定しません。

◎－－－　参考書　－－－◎

佐渡島沙織・吉野亜矢子『これから研究を書くひとのため
のガイドブック』ひつじ書房，2008年　ISBN 4894763680
宇佐美寛編『作文の論理［わかる文章］の仕組み』東信
堂，1998年　ISBN 4887133081

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

遅刻や欠席はゼミのプレゼンテーションやディスカッショ
ンに支障をきたすのでやめましょう。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回　ガイダンス
第2回　資料やデータの収集方法
第3回　論文とレポートの意義
第4回　プレゼンテーションの意義
第5回　ディスカッションの意義
第6回　問題意識の持ち方　
第7回　レジュメの作成方法（1）
第8回　レジュメの作成方法 （2）
第9回　グループ発表（1）
第10回　グループ発表（2）
第11回　グループ発表（3）
第12回　個人発表（1）
第13回　個人発表（2）　
第14回　個人発表（3）
第15回　個人発表（4）
第16回　個人発表（5）
第17回　個人発表（6）
第18回　教員によるフィードバック
第19回　個人発表（7）
第20回　個人発表（8）
第21回　個人発表（9）
第22回　個人発表（10）
第23回　個人発表（11）
第24回　教員によるフィードバック
第25回　個人発表（12）
第26回　個人発表（13）
第27回　個人発表（14）
第28回　個人発表（15）
第29回　個人発表（16）
第30回　総括



2019-5010000460-01会計ゼミナールＡ「（二部）」

飯塚　雄基

◎商学:A-1,B-1,B-3,C-2,C-3

1.会計の基本的な知識を身につけている。　(A-1)

2.会計制度について解決すべき課題を自ら発見できる。　(B-1)

3.会計制度の課題解決のために，プレゼンテーションおよびディスカッション
の能力を活用することができる。　(B-3)

4.常に会計の知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。　
(C-2)

5.現在の会計制度について協働して問題解決に当たる姿勢をもっている。　
(C-3)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-5010000461-01会計ゼミナールＢ「（二部）」

 期別：通年　　単位数：4　　開講年次： 2 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：通年：木・二部１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

飯塚　雄基

◎－－－　概要　－－－◎

　本ゼミナールでは，会計という商学の1テーマに焦点を当
て，それに関する論点についてプレゼンテーションとディス
カッションの知識や経験を積み，今後に役立つ能力をを養うこ
とを目的としています。
　具体的には，自らの関心のある問題について，それを解決す
るための提案ができるように自ら考え，プレゼンテーションと
ディスカッションを行います。とくに問題意識をしっかりと持
つことができているか，プレゼンテーションやディスカッショ
ンを通じてお互いに確かめ合いながらじっくりと進めていくこ
とに重きを置いています。問題意識を持つといっても，それほ
ど容易なことではなく，また，一人で能力を養うことは困難で
す。お互いに切磋琢磨し，ときに支え合いながらしっかりと能
力を養っていきましょう。
　

◎－－－　到達目標　－－－◎

会計の基本的な知識を身につけている。(知識・理解)

会計制度について解決すべき課題を自ら発見できる。(技能)

会計制度の課題解決にあたるために，プレゼンテーションおよ
びディスカッションの能力を活用することができる。(技能)

常に会計の知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっ
ている。(態度・志向性)

会計制度について協働して問題解決にあたる姿勢をもってい
る。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　ゼミで資料が配布された場合，次回の予習として，その資料
の内容を十分に理解しておくこと（30分）。
　ディスカッションで問題になったテーマや論点があった場
合，関連する資料を読んで知識を補充するとともに，自らの考
えをもう一度見直すこと（30分）。
　その他，ゼミの時間に限らず日ごろから問題意識を持ち，必
要な知識やデータを収集し，自らの見解を追い求める姿勢を
もって，継続的に学習していきましょう。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　ゼミへの出席態度をもって評価します。具体的には，発表の
内容（60％），ディスカッションの態度（20％），学習への意
欲（20％）などを総合的に勘案して評価します。なお，ゼミで
ディスカッションの対象になった論点について全体の意見や考
えがまとまらなかった場合には，その論点について教員が
フィードバックを行います。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特に指定しません。

◎－－－　参考書　－－－◎

佐渡島沙織・吉野亜矢子『これから研究を書くひとのため
のガイドブック』ひつじ書房，2008年　ISBN 4894763680
宇佐美寛編『作文の論理［わかる文章］の仕組み』東信
堂，1998年　ISBN 4887133081

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

遅刻や欠席はゼミのプレゼンテーションやディスカッショ
ンに支障をきたすのでやめましょう。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回　ガイダンス
第2回　資料やデータの収集方法
第3回　論文とレポートの意義
第4回　プレゼンテーションの意義
第5回　ディスカッションの意義
第6回　問題意識の持ち方　
第7回　レジュメの作成方法（1）
第8回　レジュメの作成方法 （2）
第9回　グループ発表（1）
第10回　グループ発表（2）
第11回　グループ発表（3）
第12回　個人発表（1）
第13回　個人発表（2）　
第14回　個人発表（3）
第15回　個人発表（4）
第16回　個人発表（5）
第17回　個人発表（6）
第18回　教員によるフィードバック
第19回　個人発表（7）
第20回　個人発表（8）
第21回　個人発表（9）
第22回　個人発表（10）
第23回　個人発表（11）
第24回　教員によるフィードバック
第25回　個人発表（12）
第26回　個人発表（13）
第27回　個人発表（14）
第28回　個人発表（15）
第29回　個人発表（16）
第30回　総括



2019-5010000461-01会計ゼミナールＢ「（二部）」

飯塚　雄基

◎商学:A-1,B-1,B-3,C-2,C-3

1.会計の基本的な知識を身につけている。　(A-1)

2.会計制度について解決すべき課題を自ら発見できる。　(B-1)

3.会計制度の課題解決にあたるために，プレゼンテーションおよびディスカッ
ションの能力を活用することができる。　(B-3)

4.常に会計の知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。　
(C-2)

5.会計制度について協働して問題解決にあたる姿勢をもっている。　(C-3)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-5010000366-02外書講読Ａ「（二部） 13台以前」

 期別：通年　　単位数：4　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：通年：火・二部２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

チョウ　ガイケイ

◎－－－　概要　－－－◎

本講義では、企業において人事関連の業務に従事してきた実務
経験を活かし、実際に携わった事例等を参考に、学生の皆さん
が直面する就職あるいは職場にかかわる問題の解決に必要な知
識や心構えについて講義します。
　本講義では、履修者が事前に配布された、人的資源管理に関
する英語の論文、記事、最新ニュースなどを抜粋した教材プリ
ントを音読し、翻訳する形で進めます。単なる英文の翻訳に留
まらず、各トピックの解説や討論を通して、これからの働き
方・生き方を主体的に考える力を養うことを目的としていま
す。
　日常生活ではあまり使わないような難しい単語と専門用語が
使われている英語文献を読むことは簡単なことではないかもし
れませんが、外国文章を読み続けるというせっかくの機会です
ので、始めることが大切です。

◎－－－　到達目標　－－－◎

人的資源管理に関する英単語や概念を説明できる。(知識・理
解)

人的資源管理に関する論文・記事を翻訳し、その内容をわかり
やすく伝えられる。(知識・理解)

就業した際に職場で直面する問題の解決策を自ら考え提案する
ことができる。(技能)

「自らの働き方・生き方」を主体的に考える力を養う。(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　外書講読は、専門科目であると同時に語学学習の側面ももっ
ています。履修者は、
①事前に配布されたプリントを和訳して予習しておくこと。
（90分）
②各トピックについてさらに理解を深めるため、各自が問題意
識を持って、関連資料を参考に復習しておくこと。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　評価基準としては、事前学習の程度や英文翻訳能力（英文和
訳の完成度）、授業への取り組みや、発言（各トピックについ
て自分の見解を明確に述べること）について、また授業内容に
ついてどの程度理解しているかを期末テストによって、総合的
に評価します。
　評価方法としては、事前学習の程度や英文翻訳能力
（60％）、授業への取り組みや発言（20％）、期末テスト
（20％）によって評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

プリントを配布します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・出席、予習、復習に努めてください。
・毎回英和辞典（電子辞書）を持参してください。

※登録については、『学修ガイド』の「登録制限科目につ
いて」を参照してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

（前期）
第1回：ガイダンス
第2－3回：人的資源管理の諸機能
第4－5回：戦略的人的資源管理
第6－７回：持続的競争優位の源泉としての人的　　　　
　 資源管理
第8回：小テスト（期末テストの練習）
第9－10回：タレント・マネジメント
第11－12回：パフォーマンス・マネジメント
第13－14回：国際人的資源管理
第15回：期末テスト

（後期）
第1回：ガイダンス
第2－3回：教育訓練・能力開発
第4－5回：従業員満足と従業員エンゲージメント
第6－７回：コミットメント
第8回：小テスト（期末テストの練習）
第9－10回：モチベーション
第11－12回：リーダーシップ　
第13－14回：ワーク・ライフ・バランス
第15回：期末テスト



2019-5010000366-02外書講読Ａ「（二部） 13台以前」

チョウ　ガイケイ

◎商学

1.人的資源管理に関する英単語や概念を説明できる。　(A-1)

2.人的資源管理に関する論文・記事を翻訳し、その内容をわかりやすく伝えら
れる。　(A-2)

3.就業した際に職場で直面する問題の解決策を自ら考え提案することができ
る。　(B-2)

4.「自らの働き方・生き方」を主体的に考える力を養う。　(C-2)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-5010000362-02外書講読ＡⅠ「（二部）」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：火・二部２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

チョウ　ガイケイ

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義では、企業において人事関連の業務に従事してきた実
務経験を活かし、実際に携わった事例等を参考に、学生の皆さ
んが直面する就職あるいは職場にかかわる問題の解決に必要な
知識や心構えについて講義します。
　本講義では、履修者が事前に配布された、人的資源管理に関
する英語の論文、記事、最新ニュースなどを抜粋した教材プリ
ントを音読し、翻訳する形で進めます。単なる英文の翻訳に留
まらず、各トピックの解説や討論を通して、これからの働き
方・生き方を主体的に考える力を養うことを目的としていま
す。
　日常生活ではあまり使わないような難しい単語と専門用語が
使われている英語文献を読むことは簡単なことではないかもし
れませんが、外国文章を読み続けるというせっかくの機会です
ので、始めることが大切です。

◎－－－　到達目標　－－－◎

人的資源管理に関する英単語や概念を説明できる。(知識・理
解)

人的資源管理に関する論文・記事を翻訳し、その内容をわかり
やすく伝えられる。(知識・理解)

就業した際に職場で直面する問題の解決策を自ら考え提案する
ことができる。(知識・理解)

「自らの働き方・生き方」を主体的に考える力を養う。(知
識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

外書講読は、専門科目であると同時に語学学習の側面ももって
います。履修者は、
①事前に配布されたプリントを和訳して予習しておくこと。
（90分）
②各トピックについてさらに理解を深めるため、各自が問題意
識を持って、関連資料を参考に復習しておくこと。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　評価基準としては、事前学習の程度や英文翻訳能力（英文和
訳の完成度）、授業への取り組みや、発言（各トピックについ
て自分の見解を明確に述べること）について、また授業内容に
ついてどの程度理解しているかを期末テストによって、総合的
に評価します。
　評価方法としては、事前学習の程度や英文翻訳能力
（60％）、授業への取り組みや発言（20％）、期末テスト
（20％）によって評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

プリントを配布します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・出席、予習、復習に努めてください。
・毎回英和辞典（電子辞書）を持参してください。

※登録については、『学修ガイド』の「登録制限科目につ
いて」を参照してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

（前期）
第1回：ガイダンス
第2－3回：人的資源管理の諸機能
第4－5回：戦略的人的資源管理
第6－７回：持続的競争優位の源泉としての人的　　　　
　 資源管理
第8回：小テスト（期末テストの練習）
第9－10回：タレント・マネジメント
第11－12回：パフォーマンス・マネジメント
第13－14回：国際人的資源管理
第15回：期末テスト



2019-5010000362-02外書講読ＡⅠ「（二部）」

チョウ　ガイケイ

◎商学:A-1

1.人的資源管理に関する英単語や概念を説明できる。　(A-1)

2.人的資源管理に関する論文・記事を翻訳し、その内容をわかりやすく伝えら
れる。　(A-1)

3.就業した際に職場で直面する問題の解決策を自ら考え提案することができ
る。　(A-1)

4.「自らの働き方・生き方」を主体的に考える力を養う。　(A-1)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-5010000363-02外書講読ＡⅡ「（二部）」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：火・二部２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

チョウ　ガイケイ

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義では、企業において人事関連の業務に従事してきた実
務経験を活かし、実際に携わった事例等を参考に、学生の皆さ
んが直面する就職あるいは職場にかかわる問題の解決に必要な
知識や心構えについて講義します。
　本講義では、履修者が事前に配布された、人的資源管理に関
する英語の論文、記事、最新ニュースなどを抜粋した教材プリ
ントを音読し、翻訳する形で進めます。単なる英文の翻訳に留
まらず、各トピックの解説や討論を通して、これからの働き
方・生き方を主体的に考える力を養うことを目的としていま
す。
　日常生活ではあまり使わないような難しい単語と専門用語が
使われている英語文献を読むことは簡単なことではないかもし
れませんが、外国文章を読み続けるというせっかくの機会です
ので、始めることが大切です。

◎－－－　到達目標　－－－◎

人的資源管理に関する英単語や概念を説明できる。(知識・理
解)

人的資源管理に関する論文・記事を翻訳し、その内容をわかり
やすく伝えられる。(知識・理解)

就業した際に職場で直面する問題の解決策を自ら考え提案する
ことができる。(知識・理解)

「自らの働き方・生き方」を主体的に考える力を養う。(知
識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　外書講読は、専門科目であると同時に語学学習の側面ももっ
ています。履修者は、
①事前に配布されたプリントを和訳して予習しておくこと。
（90分）
②各トピックについてさらに理解を深めるため、各自が問題意
識を持って、関連資料を参考に復習しておくこと。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　評価基準としては、事前学習の程度や英文翻訳能力（英文和
訳の完成度）、授業への取り組みや、発言（各トピックについ
て自分の見解を明確に述べること）について、また授業内容に
ついてどの程度理解しているかを期末テストによって、総合的
に評価します。
　評価方法としては、事前学習の程度や英文翻訳能力
（60％）、授業への取り組みや発言（20％）、期末テスト
（20％）によって評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

プリントを配布します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・出席、予習、復習に努めてください。
・毎回英和辞典（電子辞書）を持参してください。

※登録については、『学修ガイド』の「登録制限科目につ
いて」を参照してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

（後期）
第1回：ガイダンス
第2－3回：教育訓練・能力開発
第4－5回：従業員満足と従業員エンゲージメント
第6－７回：コミットメント
第8回：小テスト（期末テストの練習）
第9－10回：モチベーション
第11－12回：リーダーシップ　
第13－14回：ワーク・ライフ・バランス
第15回：期末テスト



2019-5010000363-02外書講読ＡⅡ「（二部）」

チョウ　ガイケイ

◎商学:A-1

1.人的資源管理に関する英単語や概念を説明できる。　(A-1)

2.人的資源管理に関する論文・記事を翻訳し、その内容をわかりやすく伝えら
れる。　(A-1)

3.就業した際に職場で直面する問題の解決策を自ら考え提案することができ
る。　(A-1)

4.「自らの働き方・生き方」を主体的に考える力を養う。　(A-1)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-5010000367-01外書講読Ｂ「（二部） 13台以前」

 期別：通年　　単位数：4　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：通年：月・二部１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

于　暁爽

◎－－－　概要　－－－◎

　この外書講読Bでは、商学、経営学、人的資源管理に関する
英語文献を取り上げ、これらに関する理論だけではなく、企業
における経営管理の実践上の諸問題について学習します。
　グローバル時代における国際ビジネスや日本企業の経営管
理、海外進出といった問題を学習するための予備知識を、この
授業を通じて、修得していただきたいと思います。　
　文献としては、最初は読みやすいものから始め、後にもう少
し高度なものに移っていけたらと思います。視聴覚資料もでき
るだけ利用したいと思います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　グローバル時代における国際ビジネスや日本企業の海外進出
といった問題に関する英語のテクニカル・タームについての知
識を身につけている。

　英語の基本的な文法に関する理解に基づき、英語文献を正確
に日本語に翻訳することができる。

　英語文献の内容を理解し商学の学習に役立てる姿勢を身につ
けている。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　次回の授業範囲をきちんと予習しておくようにしてくださ
い。発表を担当する場合には、分からない単語や表現など入念
に調べてください。復習では、内容をしっかり理解しているか
どうかを確認しながら繰り返し文章を読んでください。（60
分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　平素の講義への取り組み姿勢40％、日本語の訳の完成度
30％、小テストの成績30％を目安として総合的に評価します。
　平素の講義への取り組み姿勢については、１、毎回の予習は
しっかりしているか、２、読んでいる資料の内容を正確に理解
できているか、３、発表担当者が、翻訳できなかったり誤訳を
した場合に正しい翻訳を示すなど講義に積極的に参加できてい
るか、４、翻訳した内容を分かりやすくプレゼンテーションで
きているか、が評価基準となります。

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは使用しません。適宜英文資料を配布します。

◎－－－　参考書　－－－◎

講義中に適宜紹介します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

英和辞書（電子辞書も可）を毎回持参してください。事前
にしっかり予習してください。

＊登録については、『学修ガイド』の「登録制限科目につ
いて」を参照してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

前期

1.前期の学習内容、受講方法
2.雇用管理（１）
3.雇用管理（２）
4.雇用管理（３）
5.報酬制度（１）
6.報酬制度（２）
7.報酬制度（３）
8.労働時間管理（１）
9.労働時間管理（２）
10.労働時間管理（３）
11.労使関係管理（１）
12.労使関係管理（２）
13.ダイバーシティ・マネジメント（１）
14.ダイバーシティ・マネジメント（２）
15.まとめ
 

後期

1.後期の学習内容、受講方法
2.変わる日本式経営（１）
3.変わる日本式経営（２）
4.変わる日本式経営（３）
5.変わる日本式経営（４）
6.変わる日本式経営（５）
7.日本ビジネスのいま（１）
8.日本ビジネスのいま（２）
9.日本ビジネスのいま（３）
10.日本ビジネスのいま（４）
11.日本企業の海外進出（１）
12.日本企業の海外進出（２）
13.日本企業の海外進出（３）
14.日本企業の海外進出（４）
15.まとめ
 



2019-5010000367-01外書講読Ｂ「（二部） 13台以前」

于　暁爽

◎商学

1.　グローバル時代における国際ビジネスや日本企業の海外進出といった問題
に関する英語のテクニカル・タームについての知識を身につけている。

2.　英語の基本的な文法に関する理解に基づき、英語文献を正確に日本語に翻
訳することができる。

3.　英語文献の内容を理解し商学の学習に役立てる姿勢を身につけている。

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-5010000364-01外書講読ＢⅠ「（二部）」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：月・二部１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

于　暁爽

◎－－－　概要　－－－◎

　この外書講読BⅠでは、商学、経営学、人的資源管理に関す
る英語文献を取り上げ、これらに関する理論だけではなく、企
業における経営管理の実践上の諸問題について学習します。
　グローバル時代における国際ビジネスや日本企業の経営管
理、海外進出といった問題を学習するための予備知識を、この
授業を通じて、修得していただきたいと思います。　
　文献としては、最初は読みやすいものから始め、後にもう少
し高度なものに移っていけたらと思います。視聴覚資料もでき
るだけ利用したいと思います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

グローバル時代における国際ビジネスや日本企業の海外進出と
いった問題に関する英語のテクニカル・タームについての知識
を身につけている。(知識・理解)

英語の基本的な文法に関する理解に基づき、英語文献を正確に
日本語に翻訳することができる。(知識・理解)

英語文献の内容を理解し商学の学習に役立てる姿勢を身につけ
ている。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　次回の授業範囲をきちんと予習しておくようにしてくださ
い。発表を担当する場合には、分からない単語や表現など入念
に調べてください。復習では、内容をしっかり理解しているか
どうかを確認しながら繰り返し文章を読んでください。（60
分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　平素の講義への取り組み姿勢40％、日本語の訳の完成度
30％、小テストの成績30％を目安として総合的に評価します。
　平素の講義への取り組み姿勢については、１、毎回の予習は
しっかりしているか、２、読んでいる資料の内容を正確に理解
できているか、３、発表担当者が、翻訳できなかったり誤訳を
した場合に正しい翻訳を示すなど講義に積極的に参加できてい
るか、４、翻訳した内容を分かりやすくプレゼンテーションで
きているか、が評価基準となります。

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは使用しません。適宜英文資料を配布します。

◎－－－　参考書　－－－◎

講義中に適宜紹介します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

英和辞書（電子辞書も可）を毎回持参してください。事前
にしっかり予習してください。

＊登録については、『学修ガイド』の「登録制限科目につ
いて」を参照してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 学習内容、受講方法
2. 雇用管理（１）
3. 雇用管理（２）
4. 雇用管理（３）
5. 報酬制度（１）
6. 報酬制度（２）
7. 報酬制度（３）
8. 労働時間管理（１）
9. 労働時間管理（２）
10. 労働時間管理（３）
11. 労使関係管理（１）
12. 労使関係管理（２）
13. ダイバーシティ・マネジメント（１）
14. ダイバーシティ・マネジメント（２）
15. まとめ



2019-5010000364-01外書講読ＢⅠ「（二部）」

于　暁爽

◎商学:A-1

1.グローバル時代における国際ビジネスや日本企業の海外進出といった問題に
関する英語のテクニカル・タームについての知識を身につけている。　(A-1)

2.英語の基本的な文法に関する理解に基づき、英語文献を正確に日本語に翻訳
することができる。　(A-1)

3.英語文献の内容を理解し商学の学習に役立てる姿勢を身につけている。　
(A-1)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-5010000365-01外書講読ＢⅡ「（二部）」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：月・二部１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

于　暁爽

◎－－－　概要　－－－◎

　この外書講読BⅡでは、商学、経営学、人的資源管理に関す
る英語文献を取り上げ、これらに関する理論だけではなく、企
業における経営管理の実践上の諸問題について学習します。
　グローバル時代における国際ビジネスや日本企業の経営管
理、海外進出といった問題を学習するための予備知識を、この
授業を通じて、修得していただきたいと思います。　
　文献としては、最初は読みやすいものから始め、後にもう少
し高度なものに移っていけたらと思います。視聴覚資料もでき
るだけ利用したいと思います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

グローバル時代における国際ビジネスや日本企業の海外進出と
いった問題に関する英語のテクニカル・タームについての知識
を身につけている。(知識・理解)

英語の基本的な文法に関する理解に基づき、英語文献を正確に
日本語に翻訳することができる。(知識・理解)

英語文献の内容を理解し商学の学習に役立てる姿勢を身につけ
ている。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　次回の授業範囲をきちんと予習しておくようにしてくださ
い。発表を担当する場合には、分からない単語や表現など入念
に調べてください。復習では、内容をしっかり理解しているか
どうかを確認しながら繰り返し文章を読んでください。（60
分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　平素の講義への取り組み姿勢40％、日本語の訳の完成度
30％、小テストの成績30％を目安として総合的に評価します。
　平素の講義への取り組み姿勢については、１、毎回の予習は
しっかりしているか、２、読んでいる資料の内容を正確に理解
できているか、３、発表担当者が、翻訳できなかったり誤訳を
した場合に正しい翻訳を示すなど講義に積極的に参加できてい
るか、４、翻訳した内容を分かりやすくプレゼンテーションで
きているか、が評価基準となります。

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは使用しません。適宜英文資料を配布します。

◎－－－　参考書　－－－◎

講義中に適宜紹介します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

英和辞書（電子辞書も可）を毎回持参してください。事前
にしっかり予習してください。

＊登録については、『学修ガイド』の「登録制限科目につ
いて」を参照してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.学習内容、受講方法
2.変わる日本式経営（１）
3.変わる日本式経営（２）
4.変わる日本式経営（３）
5.変わる日本式経営（４）
6.変わる日本式経営（５）
7.日本ビジネスのいま（１）
8.日本ビジネスのいま（２）
9.日本ビジネスのいま（３）
10.日本ビジネスのいま（４）
11.日本企業の海外進出（１）
12.日本企業の海外進出（２）
13.日本企業の海外進出（３）
14.日本企業の海外進出（４）
15.まとめ



2019-5010000365-01外書講読ＢⅡ「（二部）」

于　暁爽

◎商学:A-1

1.グローバル時代における国際ビジネスや日本企業の海外進出といった問題に
関する英語のテクニカル・タームについての知識を身につけている。　(A-1)

2.英語の基本的な文法に関する理解に基づき、英語文献を正確に日本語に翻訳
することができる。　(A-1)

3.英語文献の内容を理解し商学の学習に役立てる姿勢を身につけている。　
(A-1)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-5010000368-01外書講読ＣⅠ「（二部）」（J.K.Rowling の生涯）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：水・二部１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

長谷川　伸子

◎－－－　概要　－－－◎

 　ハリー・ポッターシリーズの作者である英国出身のJ.K.ロー
リングの伝記を読む。

 　子どもの時から想像が好きで作家になることを夢見ていた少
女が、シングル・マザーとして福祉や友人の助けを借りながら
7年かけてシリーズ第1作を書き上げるまで、そしてその後の展
開が描かれている。

　子ども時代にいじめに立ち向かったことや嫌いな教師とのあ
れこれ等が作品にどう活かされているか、同じ英語圏でも作品
の受け取り方がどう違うかなど、興味深い内容である。

　購読を通じて、出版産業・映画産業への理解、およびメディ
ア・ミックス（異種の媒体を組み合わせる広告手法）への理解
を深めることを目指す。

　テキストを早く読み終わった場合は、原著のHarry Potter にも
挑戦する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

様々な産業と企業家への理解を他の人に説明できる。(知識・
理解)

英語の理解力及び日本語でのコミュニケーション能力を発揮で
きる。(知識・理解)

主体的に予習をし、周辺知識を収集する姿勢を身に付ける。
(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・必ず予習をしてくること。毎回の予習時間は、英語力によ
り、１～３時間。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準
・平常点
・レポート

評価方法
・平常点（50％）：予習・発表の出来。
・レポート（50％）：テキストに関連した内容を発展的に調べ
て報告した内容で、学習の進捗度を測る。

◎－－－　テキスト　－－－◎

Pollack, Pam and Belviso, Meg（2012）”Who Is J.K.
Rowling?” Penguin Workshop, 780円+税。ISBN　
9780448458724

◎－－－　参考書　－－－◎

ハリー・ポッターと賢者の石　ISBN 915512-37-1
Harry Potter and The Sorcerer’s Stone　ISBN 0-590-35342-X
「ハリー・ポッター」Vol.1が英語で楽しく読める本　
ISBN 978-4902091083

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

＊講義の始まる前に、ハリー・ポッターシリーズ第1巻の
『ハリー・ポッターと賢者の石』を読むか、映画（DVD）
を見ておくこと。

＊外書購読Cは、外書購読A及びBより上級の内容です。

＊登録については、『学修ガイド』の「登録制限科目につ
いて」を参照してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Who Is J.K. Rowling?
2. Make-Believe
3. A Flying Car
4. On the Move
5. First Draft
6. The Slush Pile
7. Pottermania
8-9. Challenges!
10-11. Truly Magical
12-15 Harry Potter and The Sorcerer’s Stone（Chapter 1）



2019-5010000368-01外書講読ＣⅠ「（二部）」（J.K.Rowling の生涯）

長谷川　伸子

◎商学:A-1

1.様々な産業と企業家への理解を他の人に説明できる。　(A-1)

2.英語の理解力及び日本語でのコミュニケーション能力を発揮できる。　(A-1)

3.主体的に予習をし、周辺知識を収集する姿勢を身に付ける。　(A-1)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-5010000369-01外書講読ＣⅡ「（二部）」（スティーブン・スピルバーグの生涯）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：水・二部１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

長谷川　伸子

◎－－－　概要　－－－◎

　『ジョーズ』『E.T.』等、数多くの映画作品を生み出したア
メリカの映画監督・映画プロデューサーであるスティーヴン・
スピルバーグの伝記を読む。
　子どもの時から映画に関心があり、数々の革新的な作品を世
に送り出し、大きな成功を収めるとともに、多くの賞も受けて
いる。

　購読を通じて、映画産業と、そこに係る多くの仕事について
の理解を深めることを目的とする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

映画産業とそこで働く人への理解を他の人に説明できる。(知
識・理解)

英語の理解力及び日本語でのコミュニケーション能力を発揮で
きる。(知識・理解)

主体的に予習をし、周辺知識を収集する姿勢を身に付ける。
(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・必ず予習をしてくること。毎回の予習時間は、英語力によ
り、１～３時間。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準
・授業中にどれだけ理解を深めたか
・レポート

評価方法
　平常点（50％）：　予習・発表の出来
　レポート（50％）：
　　テキストの内容の理解度を評価する。
　　テキストに関連した内容を発展的に調べて報告した内容
で、
　　学習の進捗度を測る。

◎－－－　テキスト　－－－◎

Spinner, Stephanie（2013）”Who Is Steven Spielberg?”
GROSSET & DUNLAP, 780円+税。ISBN 9780448479354

◎－－－　参考書　－－－◎

スティーヴン・スピルバーグ (フィルムメーカーズ18)　
ISBN 978-4801601963
E.T.メイキング&ストーリー・ブック　ISBN
978-4048980791
ジュラシック・パーク（上・下）　ISBN 978-4150406967

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

＊『ジョーズ』『ジュラシック・パーク』『E.T.』『イン
ディ・ジョーンズ』等、スピルバーグ監督の作品を、講義
が始まる前に最低1本は見ておくこと。

＊外書購読Cは、外書購読A及びBより上級の内容です。

＊登録については、『学修ガイド』の「登録制限科目につ
いて」を参照してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Who Is Steven Spielberg?
2. Brownie Hog
3. Nerdy but Cool
4. Studio Stowaway
5. TV Training Wheels
6. Shark Attack!
7. Calling All Aliens
8. Indiana Jones and the Adventure That Just Wouldn’t Stop
9. A Friend from far Away
10. Turning Points
11. Raptors and Oscars
12-13. Dream Company
14. Long-Term Projects
15. History Master



2019-5010000369-01外書講読ＣⅡ「（二部）」（スティーブン・スピルバーグの生涯）

長谷川　伸子

◎商学:A-1

1.映画産業とそこで働く人への理解を他の人に説明できる。　(A-1)

2.英語の理解力及び日本語でのコミュニケーション能力を発揮できる。　(A-1)

3.主体的に予習をし、周辺知識を収集する姿勢を身に付ける。　(A-1)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-5010000205-01行政法「（二部）」

 期別：通年　　単位数：4　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：月・二部１時限　　試験時間割：2019/07/29　夜１限,　2020/01/20　夜１限　　

田中　孝和

◎－－－　概要　－－－◎

　日常生活において、あまり意識はしないかもしれませんが、
行政と我々の関係について定めているルール（法）は数多く存
在しています。
身近な例として、自動車の運転には免許が必要であったり、食
堂などの食べ物を扱う店の場合には営業の許可が必要です。そ
して、上記については、行政が、相手方である我々に対して、
何らかの行為（運転することを許可したり、営業を許可したり
する）をしています。それでは、なぜ行政にはそのような権限
があるのでしょうか。また、相手方である我々は、行政のその
ような活動になぜ、従わなければならないのでしょうか。
　この時間では行政と私人との間の法関係を意識しながら、行
政法の基本について学習していきます。　主に行政がどのよう
な活動をして、行政の目的を実現しているのか、行政の活動に
対してなんらかの不服を有する者が、権利の救済を得るにはど
のような方法（例、行政訴訟、国家賠償）によればよいのかと
いう点を学んでいきます。
　基本的に教科書の記述をメインに授業を展開し、補足が必要
な個所につきプリントを用意します（授業計画が授業の進行状
況により変更される場合がありますが、その場合は事前にお知
らせします）。
　行政法は法律科目の中でもなかなか理解が難しい科目である
といわれていることもあり特に重要なところは時間をかけて解
説することとします。

◎－－－　到達目標　－－－◎

行政法についての基本的な知識を身につけている。(知識・理
解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業前の学習として、事前にテキストの該当箇所を読んでおい
てください（予習120分程度）。
授業後の学習として、授業で学習した箇所を読み直し、ノート
などにまとめなおしておいてください（復習120分程度）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験（約80％）。
前半のまとめとして中間のテスト（約20％）行う予定です。
また、1回から複数回の授業内での小テストを行うことを予定
しています。その場合、正解していれば、加点事由とします。

◎－－－　テキスト　－－－◎

宇賀克也編『ブリッジブック行政法（第3版）』（信山
社、2017年）版が代わった場合はそちらによる。
平成31年度版のポケット六法、デイリー六法など、六法を
持参してください（他の法学系の科目でも使えます）。

◎－－－　参考書　－－－◎

野呂・野口・飯島・湊『 行政法 (有斐閣ストゥディア) 』
　ISBN 978-4641150386
野呂・野口・飯島・湊『 行政法 (有斐閣ストゥディア) 』
は版が代わればそちらによる。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業中における私語を厳禁とし、違反する者に対しては必
要な措置をとることとします。
なお、授業中、受講者を指名して教科書および条文を読ん
でもらったり、何らかの質問に解答してもらったりする場
合があります。
　本科目については、1年次開講なので、法律学の基礎的
な部分についても折に触れて言及していく予定ですが、法
学概論、憲法、民法など法律基本科目を学習したうえでも
しくは講義を同時に履修すると受講者自身の理解がより深
まると思います。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 ガイダンス  行政活動と法――行政活動はどのように行
われるか
2 行政活動の基本原理 法律による行政の原理、行政法の一
般原則などを学ぶ
3 行政組織法　誰が行政活動を行うのか
4 行政による規範定立（１）法規命令
5 行政による規範定立（２）行政規則
6 行政行為（１）行政行為及びその内容
7 行政行為（２）行政行為の内容及びその効力
8 行政裁量
9 行政指導
10 行政契約
11 行政計画
12 行政上の強制及び制裁
13 行政手続法
14 行政情報法（個人情報保護・情報公開）
15 前半のまとめ　
16 行政訴訟の概念及び沿革
17 行政訴訟の類型
18 取消訴訟の訴訟要件　処分性
19 取消訴訟の訴訟要件　原告適格　
20 取消訴訟の訴訟要件　狭義の訴えの利益
21 取消訴訟の訴訟要件　その他の要件
22 取消訴訟の審理　
23 取消訴訟の判決　
24 その他の抗告訴訟　仮の権利保護
25 行政不服申立て
26 国家賠償　国家賠償法1条
27 国家賠償　国家賠償法2条
28 国家賠償（その他）及び損失補償
29 損失補償
30 損失補償



2019-5010000205-01行政法「（二部）」

田中　孝和

◎商学:A-1

1.行政法についての基本的な知識を身につけている。　(A-1)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-5010000495-01グローバル経済事情「（二部）」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：土・二部１時限　　試験時間割：2020/01/25　夜１限　　

猿渡　剛

◎－－－　概要　－－－◎

　経済のグローバリゼーションには3つの局面があると考えら
れます。第1のグローバリゼーションは1800年代から1980年代
までの時期であり、蒸気動力の導入をはじめとする輸送手段の
改良によってもたらされました。この時期に貿易コストは劇的
に下がり、貿易-工業化-成長の好循環が発生・加速し、少数の
国、現在の先進国で富が蓄積されていきました。第2のグロー
バリゼーションは1990年代から現在までであり、情報通信技術
の発展が新興国の台頭を促すとともに先進国の停滞をもたら
し、先進国内では反グローバリズムの波が広がりつつありま
す。そして、第3のグローバリゼーションは労働者の移動であ
り、いずれは高度人材を惹きつける国がグローバリゼーション
の果実を独占すると思われます。
　この授業ではグローバリゼーションの歴史を振り返り、その
原動力となった蒸気革命や情報通信技術の発展に着目しなが
ら、グローバリゼーションの国家、企業、労働者へのインパク
トを検討していきます。そして、九州、福岡が直面する課題や
今後直面するであろう課題を一緒に考えていきたいと思いま
す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

経済のグローバリゼーションについての基本的な知識を身につ
けている。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　授業終了後には、配布資料をよく読んで内容を十分に理解で
きているのか、その確認も兼ねて復習してください。疑問点や
不明点があればオフィス・アワーを利用してください。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　成績は、(1)期末に行う定期試験70%、(2)平常点(随時行う小
テスト、発言の回数・内容等)30％で評価します。
　(1)については、経済のグローバリゼーションのメカニズムや
国家、企業、労働者へのインパクトを理解していること、自分
の考えを述べられることを評価基準とします。
　(2)については、グローバリゼーションについての基礎知識に
加え、発言の回数・内容等、授業に積極的に取り組む姿勢を評
価基準とします。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　授業各回の冒頭に、テキストとなる資料を配布します。

◎－－－　参考書　－－－◎

リチャード・ボールドウィン(遠藤真美訳)『世界経済 大い
なる収斂―ITがもたらす新次元のグローバリゼーション』
日本経済新聞出版社、2018年　ISBN 978-4532357634

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　授業中に配布資料内の空欄を埋める必要があります。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. イントロダクション(授業内容や成績評価等についての
説明)
2. 蒸気革命とグローバリゼ―ション
3. 情報通信技術とグローバリゼ―ション
4-5. グローバリゼーションがもたらすもの
6-7. 比較優位説とグローバリゼーション
8-9. 世界経済とグローバリゼ―ション
10. 産業政策とグローバリゼ―ション
11. 社会政策、貿易政策とグローバリゼ―ション
12-13. 開発政策とグローバリゼ―ション
14. グローバリゼーションの未来
15. まとめ



2019-5010000495-01グローバル経済事情「（二部）」

猿渡　剛

◎商学:A-1

1.経済のグローバリゼーションについての基本的な知識を身につけている。　
(A-1)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-5010000456-01経営ゼミナールＡ「（二部）」

 期別：通年　　単位数：4　　開講年次： 2 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：通年：木・二部２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

和田　剛明

◎－－－　概要　－－－◎

　本ゼミナールでは、経営学の知識を使いこなす能力を修得するこ
とを目指す。このために、「現代の諸企業がおかれている状況」、
「その状況のもとでどう行動するべきか」について、経営学の知識
を用いて分析する演習を行う。
　なお、教員の専攻は工業経営であるが、研究内容は工業・製造企
業に限定することはなく、一般的な産業・企業を対象とし、経営学
全般（組織論、経営戦略論、技術経営など）の知識をあつかう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

企業の経営状況について分析するモデル、ビジネスプランの作成に
ついての基本的な知識を身に着けている。(知識・理解)

企業の経営状況について分析し、経営上の課題について考察でき
る。(技能)

演習において、グループのメンバーとコミュニケーションを取り、
協力して分析や資料の作成、発表を行うことができる。(技能)

日常的に新聞や書籍などで企業活動についての情報を収集し、ゼミ
ナールで修得した知識を用いて分析し、理論やモデルへの理解を深
める姿勢をもっている。(態度・志向性)

将来、企業に就職した後、本ゼミナールで修得した知識を活用し、
どのように仕事を行うのかということを考えている。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

以下に、一週間の授業時間外の学習時間を示す。

第01回～第12回
講義内容の復習（90分）

第13回～第15回
講義内容の復習（90分）
発表資料・レポートの作成（180分）

第16回～第21回
講義内容の復習（90分）

第22回～第30回
講義内容の復習（90分）
発表資料・レポートの作成（240分）

※全授業期間平均：一週間当たり180分

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本講義は、学期末試験を実施せず、以下の要素によって評価する。

(1)ゼミナールでの討議・発言（20％）
発言の内容とともに、積極的に発言したか、他の参加者にとってプ
ラスとなる意見を述べたかといった姿勢も評価する。

(2)発表の内容（30％）
しっかりと情報を収集し、分析・考察されているかとともに、オリ
ジナリティ、プレゼンテーションとしての分かりやすさも評価す
る。

(3)レポート（50％）
しっかりと情報を収集し、分析・考察されているかとともに、文章
としての構成・読みやすさも評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

講義において適宜配布する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第01回　ガイダンス
第02回　SWOT分析
第03回　ファイブフォース
第04回　VRIOフレームワーク
第05回　STPマーケティング
第06回　事業定義
第07回　マーケティング・ミックス
第08回　基本戦略
第09回　PPM
第10回　シナジー
第11回　ビジネスシステム
第12回　プラットフォーム
第13回　個人発表作成
第14回　個人発表（1）
第15回　個人発表（2）

第16回　企業理念・ドメイン
第17回　競合分析
第18回　競争優位
第19回　市場規模の推定
第20回　ビジネスプラン
第21回　ビジネスモデル
第22回　ビジネスモデル作成
第23回　ビジネスモデル構想の発表
第24回　ビジネスプラン作成
第25回　ビジネスプラン発表・評価（1）
第26回　ビジネスプラン発表・評価（2）
第27回　ビジネスプラン修正
第28回　ビジネスプラン発表・評価２（1）
第29回　ビジネスプラン発表・評価２（2）
第30回　まとめ

※演習の進捗により、授業計画を変更する可能性がある。



2019-5010000456-01経営ゼミナールＡ「（二部）」

和田　剛明

◎商学:A-1,B-1,B-3,C-2,C-3

1.企業の経営状況について分析するモデル、ビジネスプランの作成についての
基本的な知識を身に着けている。　(A-1)

2.企業の経営状況について分析し、経営上の課題について考察できる。　(B-1)

3.演習において、グループのメンバーとコミュニケーションを取り、協力して
分析や資料の作成、発表を行うことができる。　(B-3)

4.日常的に新聞や書籍などで企業活動についての情報を収集し、ゼミナールで
修得した知識を用いて分析し、理論やモデルへの理解を深める姿勢をもってい
る。　(C-2)

5.将来、企業に就職した後、本ゼミナールで修得した知識を活用し、どのよう
に仕事を行うのかということを考えている。　(C-3)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-5010000219-01経済法「（二部）」

 期別：通年　　単位数：4　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：月・二部１時限　　試験時間割：2019/07/29　夜１限,　2020/01/20　夜１限　　

大橋　敏道

◎－－－　概要　－－－◎

　「経済法」は、日本の経済政策を法律面からとらえることを
目的とする科目です。経済政策というと、景気対策を一番に思
い浮かべる人が多いかと思いますが、それ以外にもさまざまな
政策があります。この講義を聴けば、郊外に広がるイオンモー
ルや街中を走るバス・タクシーをはじめ、日本経済に法律がど
れほど影響を与えているかを知って、諸君はきっと驚くことで
しょう。

　経済法は単なる学問の対象だけではありません。経済法を知
らずに企業に入ると、万一法律に違反したとき自分の会社に多
額の制裁が科されるだけでなく、うっかり荷担した社員の君た
ちも刑罰に処せられ、会社を辞めさせられる羽目に陥るかもし
れません。従ってこの講義の目的は、受講生が将来、企業実務
に携わる上で無用な法律トラブルを回避し、スムーズにビジネ
スを展開できるようになるための、主要な経済法に関する知識
を身につけることにあります。

　経済政策を法律面からみると規制（ムチ）と補助金（アメ）
に大別されます。そのうち規制の方は、①全業種に共通して市
場の競争を促進する競争政策(独占禁止法)と、②金融業や通信
業など、個別の業種に関する直接規制(業法)に分けられます。
本講義では前半に①を、後半で②を取り上げる予定です。シラ
バスに載ってない業種でも、諸君の希望があれば説明したいと
思いますので、自分がどの業種に関心があるか、頭の中で整理
しておくといいでしょう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

(1)独禁法違反行為について知り、説明できるようになる。(知
識・理解)

(2)個別業種固有の規制手法について理解する。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前に教科書の指定された部分と、FUポータルで配布するプ
リントを予習し(60分）、事後にノートを復習してください(60
分)。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験による。試験では、設定した問題について、学習した
理論に基づいて的確に説明できることが評価基準となる。

◎－－－　テキスト　－－－◎

岸井大太郎ほか『経済法（第8版）』（有斐閣、2016年、
￥2916、ISBN:978-4641220713）

◎－－－　参考書　－－－◎

白石忠志『独禁法講義（第8版）』（有斐閣）　
小田切宏之『競争政策論（第2版）』（日本評論社）　

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　出席し、ノートをとることが重要。テキストの順序に
従って講義を進めるので、テキストを毎回持ってくるこ
と。また、FUポータルでプリントを配布するので、各回
の講義の前日までに確認すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　イントロダクション
２　独禁法の手続・基礎概念
３　カルテル①～カルテルとは何か？その法律上の論点に
ついて
４　カルテル②～談合などのカルテルに対する法的措置
５　私的独占について
６　結合・集中規制①～市場集中規制
７　結合・集中規制②～一般集中規制
８　不公正な取引方法①～様々な条件付取引
９　〃②再販売価格の拘束、取引拒絶
１０　〃③差別対価、差別取扱い
１１　〃④不当廉売、抱き合わせ販売
１２　〃⑤優越的地位の濫用、取引妨害
１３　事業者団体の活動規制
１４　知的財産権と独禁法の関係について
１５　国際的な違反行為をどう独禁法で取り締まるか
１６　広告・宣伝に関する規制～景品表示法
１７　直接規制の概要、規制緩和の理論
１８　個別業界に対する政府規制①～電力（東京電力、九
州電力など）
１９　〃②原発事故の賠償
２０　〃③ガス・石油
２１  〃④電気通信（NTTなど）
２２  〃⑤放送（TV局）
２３  〃⑥小売（デパート、スーパー、ショッピングモー
ルなど）
２４　〃⑦航空（JAL、ANAなど）
２５　〃⑧鉄道（JR九州など）、バス（西鉄など）
２６　〃⑨タクシー、トラック運送
２７　〃⑩中小企業対策（どのような保護政策がとられて
いるか）
２８ 〃⑪農業
２９  〃⑫銀行
３０　〃⑬保険会社



2019-5010000219-01経済法「（二部）」

大橋　敏道

◎商学:A-1

1.(1)独禁法違反行為について知り、説明できるようになる。　(A-1)

2.(2)個別業種固有の規制手法について理解する。　(A-1)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-5010000401-01交通経済論Ａ「（二部） 16台以前」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・二部２時限　　試験時間割：2020/01/21　夜２限　　

鈴木　裕介

◎－－－　概要　－－－◎

　わが国の交通システムは、世界的にも高いレベルを誇ってい
ます。交通経済入門では、このような優れた交通システムはど
のように構築されたのか、またどのような仕組みを有している
のかについて、ミクロ経済学の議論をもとに講義を展開しま
す。またわが国では、少子・高齢化などの社会構造の変化に伴
い、多くの交通に関する問題を抱えています。そこで本講義で
は、私たちの社会が直面する交通問題についても整理し、どの
ような解決策があるかについても考えていきます。

　本講義は、まず交通システムを分析するために必要となる経
済理論（ミクロ経済学）の基礎を説明します。財・サービスの
需要と供給、そして市場の仕組みについて、一般的な経済理論
を説明します。その上で具体的な交通政策を取り上げ、経済理
論をもとに分析を行います。特に交通システムは国から様々な
規制を受けているため、「被規制産業」と呼ばれています。そ
の規制がなぜ設けられ、その結果交通システムのあり方にどの
ような影響を与えているのかについてみていきます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

経済学の基本的な知識を理解することができている。(知識・
理解)

経済学の知識を用いて、交通システム全般について説明するこ
とができる。(知識・理解)

経済学を中心に商学、経営学などの知識を用いて、交通システ
ムが抱える問題を見つけ出すことができる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　本講義はミクロ経済学の理論の説明が半分を占める。そのた
め講義の復習を中心にする必要がある。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

①評価基準
　講義の内容を理解し、自分の言葉で説明できるかを評価基準
とします。

②評価方法
　最終成績は定期試験及び講義内の課題レポートをもとに評価
します。
　課題レポートは講義内容を理解して作成されているかを評価
の基準とします。

③割合
　定期試験（80％）、課題（20％）を目安として総合的に評価
します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

衛藤卓也他編著『交通政策入門　第2版』同文館出版　
ISBN　978-4495440428

◎－－－　参考書　－－－◎

竹内健蔵『交通経済学入門』有斐閣　ISBN
978-4641183681

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

経済学の理論は、順序だった理解の積み重ねが重要です。
そのため講義への欠席は、その後の講義内容の理解に大き
な影響を与えるので慎んでください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.イントロダクション：交通に関する諸問題と経済学
2.ミクロ経済学のエッセンス
3.消費者の行動：効用という概念
4.消費者の行動：需要曲線の導出
5.企業の行動：生産関数と費用関数
6.企業の行動：供給曲線の導出
7.完全競争市場
8.経済厚生
9.市場の失敗と政府
10.規制
11．市場の失敗：不完全競争
12．市場の失敗：情報の非対称性
13．市場の失敗：外部性
14．交通政策の現状と課題
15．まとめ



2019-5010000401-01交通経済論Ａ「（二部） 16台以前」

鈴木　裕介

◎商学

1.経済学の基本的な知識を理解することができている。　(A-1)

2.経済学の知識を用いて、交通システム全般について説明することができる。
　(A-2)

3.経済学を中心に商学、経営学などの知識を用いて、交通システムが抱える問
題を見つけ出すことができる。　(B-1)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-5010000474-01交通システム概論「（二部）」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・二部２時限　　試験時間割：2020/01/21　夜２限　　

鈴木　裕介

◎－－－　概要　－－－◎

　わが国の交通システムは、世界的にも高いレベルを誇ってい
ます。交通経済入門では、このような優れた交通システムはど
のように構築されたのか、またどのような仕組みを有している
のかについて、ミクロ経済学の議論をもとに講義を展開しま
す。またわが国では、少子・高齢化などの社会構造の変化に伴
い、多くの交通に関する問題を抱えています。そこで本講義で
は、私たちの社会が直面する交通問題についても整理し、どの
ような解決策があるかについても考えていきます。

　本講義は、まず交通システムを分析するために必要となる経
済理論（ミクロ経済学）の基礎を説明します。財・サービスの
需要と供給、そして市場の仕組みについて、一般的な経済理論
を説明します。その上で具体的な交通政策を取り上げ、経済理
論をもとに分析を行います。特に交通システムは国から様々な
規制を受けているため、「被規制産業」と呼ばれています。そ
の規制がなぜ設けられ、その結果交通システムのあり方にどの
ような影響を与えているのかについてみていきます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

経済学の基本的な知識を理解することができている。(知識・
理解)

経済学の知識を用いて、交通システム全般について説明するこ
とができる。(知識・理解)

経済学を中心に商学、経営学などの知識を用いて、交通システ
ムが抱える問題を見つけ出すことができる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　本講義はミクロ経済学の理論の説明が半分を占める。そのた
め講義の復習を中心にする必要がある。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

①評価基準
　講義の内容を理解し、自分の言葉で説明できるかを評価基準
とします。

②評価方法
　最終成績は定期試験及び講義内の課題レポートをもとに評価
します。
　課題レポートは講義内容を理解して作成されているかを評価
の基準とします。

③割合
　定期試験（80％）、課題（20％）を目安として総合的に評価
します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

衛藤卓也他編著『交通政策入門　第2版』同文館出版　
ISBN　978-4495440428

◎－－－　参考書　－－－◎

竹内健蔵『交通経済学入門』有斐閣　ISBN
978-4641183681

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

経済学の理論は、順序だった理解の積み重ねが重要です。
そのため講義への欠席は、その後の講義内容の理解に大き
な影響を与えるので慎んでください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.イントロダクション：交通に関する諸問題と経済学
2.ミクロ経済学のエッセンス
3.消費者の行動：効用という概念
4.消費者の行動：需要曲線の導出
5.企業の行動：生産関数と費用関数
6.企業の行動：供給曲線の導出
7.完全競争市場
8.経済厚生
9.市場の失敗と政府
10.規制
11．市場の失敗：不完全競争
12．市場の失敗：情報の非対称性
13．市場の失敗：外部性
14．交通政策の現状と課題
15．まとめ



2019-5010000474-01交通システム概論「（二部）」

鈴木　裕介

◎商学:A-1,A-2,B-1

1.経済学の基本的な知識を理解することができている。　(A-1)

2.経済学の知識を用いて、交通システム全般について説明することができる。
　(A-2)

3.経済学を中心に商学、経営学などの知識を用いて、交通システムが抱える問
題を見つけ出すことができる。　(B-1)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-5010000466-01国際ビジネスゼミナールＡ「（二部） 16台以前」

 期別：通年　　単位数：4　　開講年次： 2 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：通年：火・二部２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

山本　和人

◎－－－　概要　－－－◎

下記のテキストを中心にゼミは進行します。ゼミ生をグループ
に分け、グループごとにテキストの各章についてプレゼンテー
ションを行ってもらい、それに対する質問や意見を述べてもら
います。私たちが生きている資本主義社会とはどのようなもの
なのか。その仕組み、歴史、そして私たちに何をもたらしてき
たのかについて考えます。同時に文献・資料・統計などの検索
や利用の仕方、図書館の利用方法などについて学びます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

現代の世界経済を学ぶ上での基本的キーワードを理解できるよ
うになる。(知識・理解)

世界経済に生じている事象に関する様々な資料やデータを収集
し、それらをまとめ、プレゼンテーションできるようになる。
(技能)

プレゼンテーションや討論を通じて。世界経済に関する様々な
考え方を身に付けることができるようになる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

テキストの各章について、発表にあたったグループは、レジュ
メを作成し、その他のグループは事前にその章を読み、質問状
を用意します。発表にあたったグループは、互いに連絡を取り
合い、レジュメの作成にあたることが必要です。
授業で解決できなかった質問については、図書館やネットで調
べ、次の授業で説明できるように準備しましょう。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価の内容と評価の割合は次の通りです。レジュメの内容
（30％）、プレゼンテーションの内容（30％）、質問回数とそ
の内容（20％）、ディスカッションへの参加態度とその中身
（20％）によって判断します。具体的にはレジュメの完成度・
充実度、雑誌、ウェブなどを利用した情報収集能力、どの程度
理解したうえで質問を行っているか、が評価の対象となりま
す。

◎－－－　テキスト　－－－◎

伊藤誠『入門　資本主義経済』平凡社新社、2018年　
ISBN978-4-582-85866-2

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

新聞、経済誌、テレビの経済・政治特集などを毎日欠かさ
ず読みまたは見る習慣をつけましょう。

◎－－－　授業計画　－－－◎

前期
１．自己紹介とグループ分け
２～３．レジュメの作成方法、文献・資料・統計類の検索
と利用方法について学ぶ
４．図書館見学とその利用方法について学ぶ。
５～８．伊藤誠『入門　資本主義経済』平凡社新社、2018
年の第1章「資本主義の基本的な仕組み」を中心にディス
カッションを行う
９～12．同書、第２章「資本主義のダイナミズム」を中心
にディスカッションを行う
13～15．同書、第３章「資本主義の発展段階」を中心に
ディスカッションを行う

後期
１．前期の復習
２～５．第４章「現代資本主義の歴史的位相」を中心に
ディスカッションを行う
６～９．第５章「日本資本主義、その歴成長と衰退」を中
心にディスカッションを行う
10～13．第６章「資本主義はのりこえられるのか」を中心
にディスカッションを行う
14～15．1年間学んだことについて、ゼミ生各自がレジュ
メを作成し、発表する



2019-5010000466-01国際ビジネスゼミナールＡ「（二部） 16台以前」

山本　和人

◎商学

1.現代の世界経済を学ぶ上での基本的キーワードを理解できるようになる。　
(A-1)

2.世界経済に生じている事象に関する様々な資料やデータを収集し、それらを
まとめ、プレゼンテーションできるようになる。　(B-1)

3.プレゼンテーションや討論を通じて。世界経済に関する様々な考え方を身に
付けることができるようになる。　(C-1)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-5010000467-01国際ビジネスゼミナールＢ「（二部） 16台以前」

 期別：通年　　単位数：4　　開講年次： 2 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：通年：火・二部２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

山本　和人

◎－－－　概要　－－－◎

下記のテキストを中心にゼミは進行します。ゼミ生をグループ
に分け、グループごとにテキストの各章についてプレゼンテー
ションを行ってもらい、それに対する質問や意見を述べてもら
います。私たちが生きている資本主義社会とはどのようなもの
なのか。その仕組み、歴史、そして私たちに何をもたらしてき
たのかについて考えます。同時に文献・資料・統計などの検索
や利用の仕方、図書館の利用方法などについて学びます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

現代の世界経済を学ぶ上での基本的キーワードを理解できるよ
うになる。(知識・理解)

世界経済に生じている事象に関する様々な資料やデータを収集
し、それらをまとめ、プレゼンテーションできるようになる。
(技能)

プレゼンテーションや討論を通じて。世界経済に関する様々な
考え方を身に付けることができるようになる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

テキストの各章について、発表にあたったグループは、レジュ
メを作成し、その他のグループは事前にその章を読み、質問状
を用意します。発表にあたったグループは、互いに連絡を取り
合い、レジュメの作成にあたることが必要です。
授業で解決できなかった質問については、図書館やネットで調
べ、次の授業で説明できるように準備しましょう。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価の内容と評価の割合は次の通りです。レジュメの内容
（30％）、プレゼンテーションの内容（30％）、質問回数とそ
の内容（20％）、ディスカッションへの参加態度とその中身
（20％）によって判断します。具体的にはレジュメの完成度・
充実度、雑誌、ウェブなどを利用した情報収集能力、どの程度
理解したうえで質問を行っているか、が評価の対象となりま
す。

◎－－－　テキスト　－－－◎

伊藤誠『入門　資本主義経済』平凡社新社、2018年　
ISBN978-4-582-85866-2

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

新聞、経済誌、テレビの経済・政治特集などを毎日欠かさ
ず読みまたは見る習慣をつけましょう。

◎－－－　授業計画　－－－◎

前期
１．自己紹介とグループ分け
２～３．レジュメの作成方法、文献・資料・統計類の検索
と利用方法について学ぶ
４．図書館見学とその利用方法について学ぶ。
５～８．伊藤誠『入門　資本主義経済』平凡社新社、2018
年の第1章「資本主義の基本的な仕組み」を中心にディス
カッションを行う
９～12．同書、第２章「資本主義のダイナミズム」を中心
にディスカッションを行う
13～15．同書、第３章「資本主義の発展段階」を中心に
ディスカッションを行う

後期
１．前期の復習
２～５．第４章「現代資本主義の歴史的位相」を中心に
ディスカッションを行う
６～９．第５章「日本資本主義、その歴成長と衰退」を中
心にディスカッションを行う
10～13．第６章「資本主義はのりこえられるのか」を中心
にディスカッションを行う
14～15．1年間学んだことについて、ゼミ生各自がレジュ
メを作成し、発表する



2019-5010000467-01国際ビジネスゼミナールＢ「（二部） 16台以前」

山本　和人

◎商学

1.現代の世界経済を学ぶ上での基本的キーワードを理解できるようになる。　
(A-1)

2.世界経済に生じている事象に関する様々な資料やデータを収集し、それらを
まとめ、プレゼンテーションできるようになる。　(B-1)

3.プレゼンテーションや討論を通じて。世界経済に関する様々な考え方を身に
付けることができるようになる。　(C-1)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-5010000493-01国際物流論「（二部）」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・二部１時限　　試験時間割：2019/07/31　夜１限　　

森下　隆夫

◎－－－　概要　－－－◎

　日本は貿易立国であり、資源に乏しい事から原料・燃料は言うまでも
無く、
食料までもが輸入に頼らなくてはならない現実があり、その一方、世界
中に
優れた製品を輸出し国を潤して来たという事実があります。近年その構
造
自体が変化し、日系企業の海外生産活動や製品の逆輸入といった事象が
増えている中、「今後、日本はどう進むべきか」との選択を迫られてい
ます。
　この様な状況下において、日本全体の国際化推進は急務であり、中で
も
貿易の重要性は以前にも増して高まっております。
　
　海外との貿易取引を行う上では、単なる商品知識や英文契約内容の知
識だけではなく、「金融」、「保険」、そして「国際物流」に関する知
識が必要不可欠です。本講義は貿易における「金融」「保険」との関連
性も含めた「国際物流」の基礎知識の修得を目指します。

　国際物流論は、貿易における「国際物流」を学ぶ上で必要な理論およ
びその概要、そして最低限必要な専門基礎知識の修得を目標として行わ
れます。具体的には、最初はマクロの視点から入り、貿易全体における
「国際物流」の仕組み、及び「金融」「保険」との関連性について学
び、次第に国際物流の「専門知識」およびその「英語を含む専門用語」
等の基礎知識の修得を目指します。

　本講義は、担当教員が企業において３０数年に渡る国際物流業務（そ
のうち、１６年は海外勤務）の実務経験を活かし、そこで習得した知識
と実践方法に基づいた授業を行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

貿易に関する国際商取引において、物流関連の基本的な仕組みと内容に
関する基礎的な知識を身につけている。(知識・理解)

貿易に関する国際商取引において、物流関連の基本的な仕組みと内容に
関して説明する事が出来る。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

 講義内容が連続しているので、毎回受講後に復習を繰り返し行う事が
必要です。特に英語を含む専門用語を都度・都度覚えないと、次の講義
の内容が理解できなくなり、結果的に授業に付いて行けなくなります。

　受講後、最低６０分の復習を行い、授業内容の理解に努めて下さい。
また、次の授業の直前に３０分程度前回内容をリビューし、受講する事
を
お勧めします。　

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　　定期試験の結果（６０％）、及び授業への取り組み姿勢・発言点
（２０％、
　【注】＝＝「出席点」ではありません＝＝）と、必要に応じて行われ
る
「小テスト」の結果（２０％）などを総合的に勘案し、国際物流の基礎
知識に
対する理解度、及び上記目標の達成度を評価基準として判定致します。

「出席点」は考慮しませんので、試験さえ良ければと考える人がいるか
も
知れませんが、講義を聞かないで合格点を取る事は、ほぼ不可能に近い
内容になっています。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　講義毎にプリントを配付し、パワーポイントや
ＯＨＣを使用して講義を進めます。

◎－－－　参考書　－－－◎

ISBN 978-4822411626
日本貿易振興機構編集『ジェトロ貿易ハンド
ブック』　ジェトロ発行

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　国際物流論は、全体的なマクロ視点から講義
を進め、貿易における国際物流の基礎的な理論
や知識から、専門用語の修得までを目指します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

０１．講義の目的
０２．貿易と国際物流の歴史
０３．国際物流の変貌（１）
０４．国際物流の変貌（２）
０５．国際物流の変貌（３）
０６．貿易取引と海上輸送
０７．運送に関する国際ルール（１）
０８．運送に関する国際ルール（２）
０９．運送に関する国際ルール（３）
１０．貿易関連書類（１）
１１．貿易関連書類（２）
１２．貿易関連書類（３）
１３．国際複合輸送（１）
１４．国際複合輸送（２）
１５．まとめ



2019-5010000493-01国際物流論「（二部）」

森下　隆夫

◎商学:A-1,A-2

1.貿易に関する国際商取引において、物流関連の基本的な仕組みと内容に関す
る基礎的な知識を身につけている。　(A-1)

2.貿易に関する国際商取引において、物流関連の基本的な仕組みと内容に関し
て説明する事が出来る。　(A-2)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-5010000020-01国際貿易入門「（二部） 16台以前」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・二部１時限　　試験時間割：2019/07/25　夜１限　　

松永　達

◎－－－　概要　－－－◎

　最初に「国際貿易をどう見るか１・２・３」にて、国際貿易
が、国内で完結する商取引と比べて根本的に異なる点と、貿易
が一国の経済にもたらす影響について学ぶ。次に「国際分業の
形成とその変化１・２」では、貿易によって国際分業が形成さ
れ、その変化とともに一国の産業構造が変化していくことを理
解する。そして「国際貿易体制の展開１・２・３」において、
貿易に関する国家間の対立と、それに対処する国際的なルール
の形成と変化を学ぶ。
　貿易によって商品やサービスが国境を超えて取引されると、
国境を超えた代金の支払いと受け取りが発生する。10回目以降
は、この国際的な資金のやりとりの仕組みやその基盤となる国
際通貨体制について学ぶ。まず「国際収支と外国為替市場１・
２」では、国際収支の構造と外国為替市場の仕組みについて学
ぶ。最後に「国際通貨体制の展開１・２・３」において、国際
通貨体制の構造と変容について学ぶ。

◎－－－　到達目標　－－－◎

国際貿易や国際的な資金のやりとりが、国内で完結する取引と
比べて異なる特徴について、その概要を説明できる。(知識・
理解)

この30年間の日本の貿易構造の変化について、その概要を説明
できる。(知識・理解)

貿易に関する国家間の対立に対処するために戦後形成された国
際的なルールの概要を説明できる。(知識・理解)

国際通貨のさまざまな機能について、その概要を説明できる。
(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　毎回の授業の理解は、前回までの授業の理解が前提となる。
受講の前に、前回の授業でとったノートの内容を把握しておく
こと（60分）。
　また、内外の貿易や国際金融の動向など、授業内容と密接に
関わる最新の情勢について、メディアの報道などに積極的に接
して、その理解に努めておくこと（30分）。最新の動きについ
ては、講義中にも適宜紹介する。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　上記の到達目標達成を測る問題を定期試験で出題し、その点
数で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　テキストは使用しない。授業で表示するスライドおよび
口頭での説明を参考にして、自分のノートをしっかり作る
ことが必須である。
　必要に応じて資料を配付する。

◎－－－　参考書　－－－◎

岩本武和・奥和義ほか著
『グローバル・エコノミー第3版』
有斐閣、2012年
ISBN978-4-641-12461-5

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．はじめに
２． 国際貿易をどう見るか 1
３． 国際貿易をどう見るか 2
４． 国際貿易をどう見るか 3
５． 国際分業の形成とその変化 1
６． 国際分業の形成とその変化 2
７． 国際貿易体制の展開１
８． 国際貿易体制の展開２
９ ．国際貿易体制の展開３
１０．国際収支と外国為替市場１
１１．国際収支と外国為替市場２
１２．国際通貨制度の展開 1
１３.  国際通貨制度の展開 2
１４．国際通貨制度の展開 3
１５.　おわりに



2019-5010000020-01国際貿易入門「（二部） 16台以前」

松永　達

◎商学

1.国際貿易や国際的な資金のやりとりが、国内で完結する取引と比べて異なる
特徴について、その概要を説明できる。　(A-1)

2.この30年間の日本の貿易構造の変化について、その概要を説明できる。　
(A-1)

3.貿易に関する国家間の対立に対処するために戦後形成された国際的なルール
の概要を説明できる。　(A-1)

4.国際通貨のさまざまな機能について、その概要を説明できる。　(A-1)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-5010000492-01国際貿易論「（二部）」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・二部１時限　　試験時間割：2020/01/23　夜１限　　

松永　達

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業の目的は、国際貿易に関する基礎的理論を把握した
うえで、自由貿易の意味と現実の貿易構造の変化を理解するこ
とにある。
　授業は、前半と後半に分かれている。前半では、自由貿易が
もたらす利益について説明する理論を学ぶ。最初に、一国の中
で労働生産性が相対的に高い産業が、国によって異なることに
着目する比較生産費説を取り上げる。次に、国による要素賦存
の相違と比較優位との関連について説明する。そして、労働生
産性も要素賦存も同じ程度の国同士が行う工業製品の貿易を説
明する理論として、「規模の経済」を入れた理論を説明する。
　後半では、前半で学んだ理論を念頭に置きながら、現実の変
化を考える。まず、一国の貿易構造が経済発展とともにどのよ
うに変化してきたかについて、日本と近隣諸国を中心に説明す
る。続いて、多国籍企業の展開がどのように貿易を変えてきた
かについて説明する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

比較優位の正確な意味とその理論の概要を説明することができ
る。(知識・理解)

自由貿易がもたらす貿易の利益、並びにそれに付随する問題点
を説明することができる。(知識・理解)

経済発展に伴う貿易構造の変化とその理由を説明することがで
きる。(知識・理解)

多国籍企業の行動が貿易構造をどのように変化させているか説
明することができる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　毎回の授業の理解は、前回までの授業の理解が前提となる。
受講の前に、前回の授業でとったノートの内容を復習しておく
こと（60分）。
　また、近年、東アジアを中心に各国の貿易構造は急激に変化
している。日本の貿易の変化や、新興国の主力輸出品の変化に
関するメディアの報道などに積極的に接して、その理解に努め
ておくこと（30分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　上記の到達目標の達成度を測る問題を定期試験で出題し、そ
の点数で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　テキストは使用しない。授業で表示するスライドおよび
口頭での説明を参考にして、自分のノートをしっかり作る
ことが必須である。
　必要に応じて資料を配付する。

◎－－－　参考書　－－－◎

　『国際経済学』『国際貿易論』などと題された本なら、
たいてい授業で扱う内容の一部が含まれている。
　参考書として、特に以下の本を挙げる。いずれも図書館
にある。
　高増明・野口旭、『国際経済学』、ナカニシヤ出版、
1997年。ISBN:978-4-8884-8326-1（絶版。図書館にあ
る。）
　高橋信弘、『国際経済学入門　改訂第二版』、ナカニシ
ヤ出版、2015年。ISBN:978-4-7795-0923-0
　リチャード Ｅ．ケイブズほか、伊藤隆敏監訳、『国際
経済学入門Ⅰ』、日本経済新聞社、2003年。
ISBN:4-532-13249-5

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　※登録については、『学修ガイド』の「登録制限科目に
ついて」を参照してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　はじめに
2　リカードの比較生産費説１
3　リカードの比較生産費説２
4　リカードの比較生産費説３
5　自由貿易に関する論争
6　要素賦存と比較優位１
7　要素賦存と比較優位２
8　「規模の経済」と貿易１
9　「規模の経済」と貿易２
10　経済発展と貿易構造の変化１
11　経済発展と貿易構造の変化２
12　経済発展と貿易構造の変化３
13　多国籍企業の展開と貿易の変容１
14　多国籍企業の展開と貿易の変容２
15　まとめ



2019-5010000492-01国際貿易論「（二部）」

松永　達

◎商学:A-1,A-2,A-3

1.比較優位の正確な意味とその理論の概要を説明することができる。　(A-1)

2.自由貿易がもたらす貿易の利益、並びにそれに付随する問題点を説明するこ
とができる。　(A-3)

3.経済発展に伴う貿易構造の変化とその理由を説明することができる。　(A-2)

4.多国籍企業の行動が貿易構造をどのように変化させているか説明することが
できる。　(A-2)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-5010000491-01国際マーケティング論「（二部）」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・二部１時限　　試験時間割：2019/07/30　夜１限　　

山口　夕妃子

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義は、国際マーケティングとグローバル・マーケティン
グの理論の理解ができることを主目的として進めていきます。
　企業のマーケティング活動のグローバルな展開を理解し、そ
れが企業活動全体としてどのような意味をもつのか、グローバ
ル市場において、どのような役割を果たしているのかを考察し
ていきます。
　適時、企業の事例を紹介しながら、理論的理解が深まるよう
に講義を行います。
 
 

◎－－－　到達目標　－－－◎

国際マーケティングやグローバル・マーケティングの基礎理論
を理解する。(知識・理解)

近年の市場のグローバル化といった市場の変化や社会的背景を
もとに企業活動のグローバルな展開を理解する。(知識・理解)

さまざまな企業の取り組みをグローバルな視点で捉えることが
でき、学んだ専門用語を用いて説明することができる。(知
識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：事前に資料教材を配布するので、読んでくること。また
各自関連する事柄については事前に調べること。
復習：講義で学んだテーマの中で自分の関心のあるところはさ
らに深く理解できるよう、関連する文献を読むこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

講義の到達目標の達成度を評価基準とします。
定期試験（70％）と課題・中間テスト（30％）で評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特に指定はありません。

◎－－－　参考書　－－－◎

大石芳弘・山口夕妃子編『グローバル・マーケティングの
新展開』白桃書房2013年　ISBN 978-4561662006
大石芳弘編『グローバル・マーケティング零（ゼロ）』白
桃書房2017年　ISBN 978-4561652236
その他参考書は講義中に適時紹介します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

マーケティング論に関する科目を受講していることが望ま
しい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1．ガイダンス
2．マーケティングの基礎理論
3．市場のグローバル化とセグメンテーション戦略
4．グローバル製品戦略
5．グローバル価格戦略
6．グローバル流通戦略
7．グローバル・コミュニケーション戦略
8．小括・中間テスト
9．グローバル・マーケティングの特徴
10．グローバル・ブランド戦略
11．ケーススタディ（１）：コカコーラ
12．ケーススタディ（２）：GAFA
13．Eコマースのグローバル展開
14．小売業のグローバル・マーケティング戦略
15．総括



2019-5010000491-01国際マーケティング論「（二部）」

山口　夕妃子

◎商学:A-1,A-2

1.国際マーケティングやグローバル・マーケティングの基礎理論を理解する。
　(A-1)

2.近年の市場のグローバル化といった市場の変化や社会的背景をもとに企業活
動のグローバルな展開を理解する。　(A-2)

3.さまざまな企業の取り組みをグローバルな視点で捉えることができ、学んだ
専門用語を用いて説明することができる。　(A-2)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-5010000211-01財政学「（二部）」

 期別：通年　　単位数：4　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：金・二部２時限　　試験時間割：2019/07/26　夜２限,　2020/01/24　夜２限　　

近藤　春生

◎－－－　概要　－－－◎

財政学とは、政府の経済活動のあり方を分析する経済学の応用
分野のひとつである。政府の活動は、租税の徴収や公共サービ
スの提供、所得再分配政策、マクロ経済政策、経済的規制など
非常に多岐にわたり、われわれの経済、日常生活にも大きな影
響を与えている。政府がなぜこのような経済活動を行う必要が
あるのか、どのように行うべきか、政策が民間の経済活動にど
のような影響を及ぼすのか、政治プロセスにおいてどのような
政策が実現するのか等について標準的な経済学に基づいて説明
する。また、財政学は現実の政治や政策とも密接にかかわる学
問でもある。わが国の財政制度と理論を解説するだけでなく、
現在行われている経済政策や最新の研究成果についても適宜解
説を加える予定である。

◎－－－　到達目標　－－－◎

政府の経済活動の意義や日本の財政を今後どうすべきかなどの
諸問題について経済学的に理解を深めることができる。(知
識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前に授業範囲を予習し、専門用語の意味を理解した上で授業
に臨むこと（60分）。授業後は、授業内容が理解できたかどう
かを確認すること（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験100％。ただし、授業中の小テストの結果など平常点
を加味することがある。試験の評価基準は、授業で説明した日
本の財政の仕組みや現状について正しく理解しているか、設問
の意図を理解して、専門用語や基礎的な理論を用いて、論理的
な文章で回答できているかどうかである。

◎－－－　テキスト　－－－◎

畑農鋭矢・林正義・吉田浩『財政学をつかむ（新版）』有
斐閣、2,700円、2015年。ISBN:978-4641177239

◎－－－　参考書　－－－◎

財務省『日本の財政関係資料』,各年版。
その他、授業の参考資料はFUポータル上に随時アップ
ロードする予定なので、確認すること。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

財政学を理解するうえでは、分析ツールとしてのミクロ経
済学、マクロ経済学の知識が必要である。授業でも基礎的
な講義は行うが、必要に応じて、ミクロ経済学・マクロ経
済学の学習も行うこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.イントロダクション
2.財政の仕組みと現状(1)
3.財政の仕組みと現状(2)
4.財政の仕組みと現状(3)
5.財政の仕組みと現状(4)
6.財政の仕組みと現状(5)
7.戦後日本の財政の歩み
8.財政の持続可能性(1)
9.財政の持続可能性(2)
10.アベノミクスと財政
11.経済理論の基礎
12.厚生経済学の基本定理
13.外部性(1)
14.外部性(2)
15.前期まとめ
16.公共財
17.公的企業と規制産業
18.社会厚生と再分配政策
19.景気安定化政策
20.公共投資と社会資本
21.政府の失敗(1)
22.政府の失敗(2)
23.地方財政制度と政府間財政
24.地方分権の経済分析
25.租税の経済理論
26.消費に対する課税
27.所得に対する課税
28.法人に対する課税
29.少子高齢化と財政・社会保障
30.後期まとめ



2019-5010000211-01財政学「（二部）」

近藤　春生

◎商学:A-1

1.政府の経済活動の意義や日本の財政を今後どうすべきかなどの諸問題につい
て経済学的に理解を深めることができる。　(A-1)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-5010000450-01商学ゼミナールＡ「（二部）」

 期別：通年　　単位数：4　　開講年次： 2 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：通年：月・二部２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

村上　剛人

◎－－－　概要　－－－◎

　このゼミナールでは現代のマーケティング・流通の問題について
チームで議論するやり方で進めていきます。まず前期では、マーケ
ティングや流通の問題に関心を持ってもらうことを狙いとしながら
も、その問題を分析し、なぜそれが問題なのか、本質的課題は何かを
考察し、その課題を解決していくためにはどのような点を考慮してい
くのか、論理的な力や思考力を養成していきます。次にチームでその
ような課題に挑戦します。そのためチーム運営のスキルを身につけて
もらう必要があります。このゼミナールではファシリテーションスキ
ルを導入し、司会役、書記役などチーム内の役割を決め、全員の発言
を引き出す中で、対立している意見をさらに新しい意見としてまとめ
ていくスキルを身につけてもらうように運営していきます。
　チームでの議論においてはキーワードマップ構成法と名付けた私な
りの方法を皆さんに紹介し、それを使って議論をしてもらうととも
に、問題の構造を明らかにしてもらいます。そのため、キーワード
マップ構成法のやり方についても習得してもらう予定です。またこの
方法によって作成した資料はプレゼン資料にもなります。その資料を
ベースにプレゼンテーションも行ってもらい、質疑応答を実施し、ブ
ラッシュアップするとともに振り返りを行ってもらいます。
　こうした活動を通して、グループで議論する方法を身につけるとと
もに、議論のコンテンツの整理並びにプレゼン資料の作り方も同時に
学習してもらい、社会で役にたつスキルを身につけてもらいたいと思
います。
　後期においてはチームで論文の作成プロセスを体験してもらいま
す。何を問題にし、結論をどうするのか、その結論に導くにはどのよ
うな論理性を示せばよいのか、考えていくプロセスを体験してもらう
予定です。その中で、チーム全員でレベルの高いものを作っていく能
力を身につけてもらいたいと思います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

しっかり人の話を引き出し、まとめることができる。(態度・志向性)

発言した内容をコンパクトに整理するとともに、それら発言内容の関
係性を示すことができる。(知識・理解)

資料の中にある問題を分析し、その論理構造を明らかにすることがで
きる。(技能)

チーム全体をまとめることができる。(態度・志向性)

資料など文献を読む力を養うことができた。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

テーマごとの資料に合わせて事前学習を必ず実施してください。その
資料のキーワードや論旨のポイント、自分の意見などを事前に導き出
してください。(90分）その上で、チーム内で意見やキーワードを出し
合い、キーワードマップを作成することでチームの考え方をまとめて
もらいます。実際にゼミ内で実施した後、その回で終了しなかった場
合は、どういった点が不足しているのか、新たな資料を探し、読み込
み、次回のゼミの準備をしてください。(90分）そしてそれをもとに再
度チーム内で議論を完結し、プレゼンを行ってもらいます。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

事前に各自がどの程度予習を行い、チーム内での発言、チーム内での
役割、意見交換の結果作成したキーワードマップ、そして全員で行う
プレゼンテーションなどの活動に分け、到達目標で設定している技能
に関する項目についてどの程度達成できているかに評価を行います。
また、チームでの振り返りにおいて、各自の関心領域がどのように変
化してきているのか、どのようなことが説明できるようになっている
のか、確認してもらいます。なお、チーム活動ならびにチームプレゼ
ンなどの活動面を8割、各自の問題への取り組み状況を２割として評価
します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

ありません。

◎－－－　参考書　－－－◎

必要に応じて文献を紹介します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

必ず、予習・復習をしっかり行ってください。チームで行
いますので、誰かが行っていないとチーム全体に迷惑をか
けることになります。

◎－－－　授業計画　－－－◎

＜前期＞
1 イントロダクション
2 チーム学習の基本実習（１）ファシリテーション基本的
な技法について体験します。
3 チーム学習の基本実習（２）ファシリテーション基本的
な技法について体験します。
4 グループ学習の基本実習（３）ファシリテーション基本
的な技法について体験します。
5 ～7 ケースを使ってのキーワードマップの作成を学習し
ます。（1）
8̃10 ケースを使ってキーワードマップの作成（2）
11̃13 ケースを使ってのキーワードマップの作成（3）　　
　　　　　　　　　　　　　　　　14 これまでやったこ
とを振り返ります。
15 後期に向けて何をするのか確認します。

＜後期＞
 1 前期で学習してきたことのポイントを再確認します。
 2 全員でテーマ設定を行います。
 3 テーマの中の問題群を引き出し、整理します。
 4課題を決定し、仮の結論と仮説を設定します。
 5資料探しをします。
 6̃8収集した資料を読み、チーム内で共有します。
 9̃ 12 再度問題と結論を確認し、その論理過程をキーワー
ドマップで示してみます。
13 足りないものがあれば再度資料を収集し、キーワード
マップを修正し,完成させます。
14 プレゼンテーションします。
15 全体の振り返りを行います。



2019-5010000450-01商学ゼミナールＡ「（二部）」

村上　剛人

◎商学:A-1,B-1,B-3,C-2,C-3

1.しっかり人の話を引き出し、まとめることができる。　(C-2)

2.発言した内容をコンパクトに整理するとともに、それら発言内容の関係性を
示すことができる。　(A-1)

3.資料の中にある問題を分析し、その論理構造を明らかにすることができる。
　(B-3)

4.チーム全体をまとめることができる。　(C-3)

5.資料など文献を読む力を養うことができた。　(B-1)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-5010000451-01商学ゼミナールＢ「（二部）」

 期別：通年　　単位数：4　　開講年次： 2 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：通年：月・二部２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

村上　剛人

◎－－－　概要　－－－◎

　このゼミナールでは現代のマーケティング・流通の問題について
チームで議論するやり方で進めていきます。まず前期では、マーケ
ティングや流通の問題に関心を持ってもらうことを狙いとしながら
も、その問題を分析し、なぜそれが問題なのか、本質的課題は何かを
考察し、その課題を解決していくためにはどのような点を考慮してい
くのか、論理的な力や思考力を養成していきます。次にチームでその
ような課題に挑戦します。そのためチーム運営のスキルを身につけて
もらう必要があります。このゼミナールではファシリテーションスキ
ルを導入し、司会役、書記役などチーム内の役割を決め、全員の発言
を引き出す中で、対立している意見をさらに新しい意見としてまとめ
ていくスキルを身につけてもらうように運営していきます。
　チームでの議論においてはキーワードマップ構成法と名付けた私な
りの方法を皆さんに紹介し、それを使って議論をしてもらうととも
に、問題の構造を明らかにしてもらいます。そのため、キーワード
マップ構成法のやり方についても習得してもらう予定です。またこの
方法によって作成した資料はプレゼン資料にもなります。その資料を
ベースにプレゼンテーションも行ってもらい、質疑応答を実施し、ブ
ラッシュアップするとともに振り返りを行ってもらいます。
　こうした活動を通して、グループで議論する方法を身につけるとと
もに、議論のコンテンツの整理並びにプレゼン資料の作り方も同時に
学習してもらい、社会で役にたつスキルを身につけてもらいたいと思
います。
　後期においてはチームで論文の作成プロセスを体験してもらいま
す。何を問題にし、結論をどうするのか、その結論に導くにはどのよ
うな論理性を示せばよいのか、考えていくプロセスを体験してもらう
予定です。その中で、チーム全員でレベルの高いものを作っていく能
力を身につけてもらいたいと思います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

しっかり人の話を引き出し、まとめることができる。(態度・志向性)

発言した内容をコンパクトに整理するとともに、それら発言内容の関
係性を示すことができる。(知識・理解)

資料の中にある問題を分析し、その論理構造を明らかにすることがで
きる。(技能)

チーム全体をまとめることができる。(態度・志向性)

資料など文献を読む力を養うことができた。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

テーマごとの資料に合わせて事前学習を必ず実施してください。その
資料のキーワードや論旨のポイント、自分の意見などを事前に導き出
してください。(90分)その上で、チーム内で意見やキーワードを出し
合い、キーワードマップを作成することでチームの考え方をまとめて
もらいます。実際にゼミ内で実施した後、その回で終了しなかった場
合は、どういった点が不足しているのか、新たな資料を探し、読み込
み、次回のゼミの準備をしてください。(90分)そしてそれをもとに再
度チーム内で議論を完結し、プレゼンを行ってもらいます。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

事前に各自がどの程度予習を行い、チーム内での発言、チーム内での
役割、意見交換の結果作成したキーワードマップ、そして全員で行う
プレゼンテーションなどの活動に分け、到達目標で設定している技能
に関する項目についてどの程度達成できているかに評価を行います。
また、チームでの振り返りにおいて、各自の関心領域がどのように変
化してきているのか、どのようなことが説明できるようになっている
のか、確認してもらいます。なお、チーム活動ならびにチームプレゼ
ンなどの活動面を8割、各自の問題への取り組み状況を２割として評
価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

使用しません

◎－－－　参考書　－－－◎

必要に応じて文献を紹介します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

予習復習は必ず行ってください。していないと、チームの
メンバーに迷惑をかけることになります。

◎－－－　授業計画　－－－◎

＜前期＞
1 イントロダクション
2 チーム学習の基本実習（１）ファシリテーション基本的
な技法について体験します。
3 チーム学習の基本実習（２）ファシリテーション基本的
な技法について体験します。
4 グループ学習の基本実習（３）ファシリテーション基本
的な技法について体験します。
5 ～7 ケースを使ってのキーワードマップの作成を学習し
ます。（1）
8̃10 ケースを使ってキーワードマップの作成（2）
11̃13 ケースを使ってのキーワードマップの作成（3）　　
　　　　　　　　　　　　　　　　14 これまでやったこ
とを振り返ります。
15 後期に向けて何をするのか確認します。

＜後期＞
 1 前期で学習してきたことのポイントを再確認します。
 2 全員でテーマ設定を行います。
 3 テーマの中の問題群を引き出し、整理します。
 4課題を決定し、仮の結論と仮説を設定します。
 5資料探しをします。
 6̃8収集した資料を読み、チーム内で共有します。
 9̃ 12 再度問題と結論を確認し、その論理過程をキーワー
ドマップで示してみます。
13 足りないものがあれば再度資料を収集し、キーワード
マップを修正し,完成させます。
14 プレゼンテーションします。
15 全体の振り返りを行います。



2019-5010000451-01商学ゼミナールＢ「（二部）」

村上　剛人

◎商学:A-1,B-1,B-3,C-2,C-3

1.しっかり人の話を引き出し、まとめることができる。　(C-2)

2.発言した内容をコンパクトに整理するとともに、それら発言内容の関係性を
示すことができる。　(A-1)

3.資料の中にある問題を分析し、その論理構造を明らかにすることができる。
　(B-3)

4.チーム全体をまとめることができる。　(C-3)

5.資料など文献を読む力を養うことができた。　(B-1)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-5010000405-01商業史概論Ａ「（二部） 16台以前」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・二部１時限　　試験時間割：2019/07/26　夜１限　　

藤田　裕邦

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業科目は、名称には「商業史」とあるが、産業部門と
しての商業に限定せず、商学部第二部の授業全体が対象とする
様々な分野について、その歴史を扱っていく。
　商学部第二部には、商業史関係の専門教育科目として、他に
｢日本商業史Ａ･Ｂ｣｢西洋商業史Ａ･Ｂ｣が設置されている。それ
らが商業史の具体的知識を得ることを主目的としているのに対
して、本講義のねらいは、歴史を見る眼、あるいは、現代を歴
史的に見る眼を養うことにある。商学を含む社会科学系の学問
の主な研究対象は現代社会であり、過去のことそれ自体を中心
課題とする研究は周縁的な存在である。それにもかかわらず歴
史関係の授業科目が設置されているのは、過去と対比すること
によって、現代の持つ特性への理解を深めることができるから
である。
　本講義において、前半部では、われわれがあたりまえのこと
としてなじんでいる商業・経済関係の制度やしくみについて、
西洋においてそれが成立するまでの動きを跡づけていく。後半
部では、商業史・経済史研究のこれまでの歩みや近年の動向を
紹介する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

現代の商業・経済関係の制度やしくみについての歴史的経緯を
説明できる。 (知識・理解)

商業史・経済史という学問分野について知ることにより、商
学・経済学の持つ視野の広汎さについて理解する。 (態度・志
向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　毎回の授業終了後、内容確認のための学習課題をFUポータ
ル（「授業関連」→「授業支援」→「授業管理」）に掲出する
ので、それをもとに各自で復習すること（60分）。
　また、授業に関する連絡事項も、同様にFUﾎﾟｰﾀﾙに掲出する
ので、毎回の授業前後に確認すること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準：
　授業において取り扱った事項と、その背景事情について、基
本的な知識を習得しているかどうかを、評価基準とする。
評価方法：
　定期試験のみによって評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　使用しない。

◎－－－　参考書　－－－◎

（１）角山栄・速水融（編）『経済史学の発達』（『講座
西洋経済史』5）同文舘書店，1979年　（ISBNなし）　
（２）谷澤毅『世界流通史』昭和堂，2017年　ISBN
978-4-8122-1630-9
（３）北川勝彦ほか『概説世界経済史』昭和堂，2017年　
ISBN 978-4-8122-1628-6
　いずれも、「授業計画」後半部「商業史・経済史研究の
動き」に関する文献。（１）はいささか古いが（そのため
ISBNが付されていない）、刊行時点までの状況について
詳細に扱っている。（２）は「第Ⅱ部　歴史と経済のとら
え方」が、（３）は「Ⅱ　経済史を学ぶための理論と方法
――時代区分論から新課題まで」が、本講義と関連する内
容を扱っている。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　はじめに
２　商業制度の歴史的背景(1)銀行
３　商業制度の歴史的背景(2)会社
４　商業制度の歴史的背景(3)保険
５　商業制度の歴史的背景(4)為替
６　商業制度の歴史的背景(5)簿記
７　前半部のまとめ
８　商業史・経済史研究の動き(1)経済史学の成立
９　商業史・経済史研究の動き(2)ドイツ歴史学派経済学
10　商業史・経済史研究の動き(3)経済成長論
11　商業史・経済史研究の動き(4)数量経済史
12　商業史・経済史研究の動き(5)歴史人口学
13　商業史・経済史研究の動き(6)プロト工業化論
14　商業史・経済史研究の動き(7)社会史
15　後半部のまとめ



2019-5010000405-01商業史概論Ａ「（二部） 16台以前」

藤田　裕邦

◎商学

1.現代の商業・経済関係の制度やしくみについての歴史的経緯を説明できる。
　(A-1)

2.商業史・経済史という学問分野について知ることにより、商学・経済学の持
つ視野の広汎さについて理解する。 　(C-2)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-5010000406-01商業史概論Ｂ「（二部） 16台以前」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・二部１時限　　試験時間割：2020/01/24　夜１限　　

藤田　裕邦

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業科目は、名称には「商業史」とあるが、産業部門と
しての商業に限定せず、商学部第二部の授業全体が対象とする
様々な分野について、その歴史を扱っていく。
　商学部第二部には、商業史関係の専門教育科目として、他に
｢日本商業史A・B｣｢西洋商業史A・B｣が設置されている。それ
らが商業史の具体的知識を得ることを主目的としているのに対
して、本講義のねらいは、歴史を見る眼、あるいは、現代を歴
史的に見る眼を養うことにある。商学を含む社会科学系の学問
の主な研究対象は現代社会であり、過去のことそれ自体を中心
課題とする研究は周縁的な存在である。それにもかかわらず歴
史関係の授業科目が設置されているのは、過去と対比すること
によって、現代の持つ特性への理解を深めることができるから
である。
　本講義において、前半部では、具体的な現象や事項について
日本･外国から広く取材し、その在り方を多面的に観察する。
後半部では、歴史を見る際の考え方、歴史の捉え方について、
抽象的な次元にも足を踏み入れつつ、扱っていく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

現代の社会・経済に見られる文物や制度が、時代によって異な
る機能を果たしていたことを説明できる。(知識・理解)

現代の社会・経済現象の背後に隠れている歴史的事情を見出す
ことができる。(知識・理解)

日常生活や社会で見られる様々な事柄に対応するために、商業
史学習での経験を活用することができる。(態度・志向性)

歴史学において用いられる考え方をたどることによって、現代
の社会・経済を多面的に観察できる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　毎回の授業終了後、内容確認のための学習課題をFUポータ
ル（「授業関連」→「授業支援」→「授業管理」）に掲出する
ので、それをもとに各自で復習すること（60分）。
　また、授業に関する連絡事項も、同様にFUポータルに掲出
するので、毎回の授業前後に確認すること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準：
　授業において取り扱った事項と、その背景事情について、基
本的な知識・考え方を習得しているかどうかを、評価基準とす
る。
評価方法：
　定期試験のみによって評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

使用しない。

◎－－－　参考書　－－－◎

堺憲一『あなたが歴史と出会うとき』（新版）名古屋大学
出版会，2009年　ISBN 978-4-8158-0610-1

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　はじめに
２　経済現象の歴史的諸相(1)貨幣
３　経済現象の歴史的諸相(2)市場
４　経済現象の歴史的諸相(3)工業化
５　経済現象の歴史的諸相(4)技術と社会
６　経済現象の歴史的諸相(5)地域の形成
７　経済現象の歴史的諸相(6)時間と空間
８　経済現象の歴史的諸相(7)宗教と経済
９　経済現象の歴史的諸相(8)自然と経済
10　経済現象の歴史的諸相(9)戦争と経済
11　歴史を見る眼(1)史料を読む
12　歴史を見る眼(2)理論と実証
13　歴史を見る眼(3)連続と断絶
14　歴史を見る眼(4)社会発展の理論
15　まとめ



2019-5010000406-01商業史概論Ｂ「（二部） 16台以前」

藤田　裕邦

◎商学

1.現代の社会・経済に見られる文物や制度が、時代によって異なる機能を果た
していたことを説明できる。　(A-2)

2.現代の社会・経済現象の背後に隠れている歴史的事情を見出すことができ
る。　(A-3)

3.日常生活や社会で見られる様々な事柄に対応するために、商業史学習での経
験を活用することができる。　(C-1)

4.歴史学において用いられる考え方をたどることによって、現代の社会・経済
を多面的に観察できる。　(C-2)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-5010000233-01商事法「（二部）」

 期別：通年　　単位数：4　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・二部１時限, 後期：木・二部１時限　　試験時間割：2019/07/25　夜１限,　2020/01/23　夜１限　　

砂田　太士、谷川　和幸

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義は商学部二部の学生のための会社活動を中心とした、
企業活動に関する商事法を授業します。前期は、法学概論の基
礎的事項、商法の基礎知識（後期の授業につながる範囲）と会
社法を砂田が担当し、後期は商法総則・商行為法、手形法・小
切手法について谷川が担当します。前期は法学を初めて学ぶ学
生がいるでしょうから、法学概論の基礎的事項からはじめ、商
法の基礎、会社法の概要について話します　。後期は前期で学
んだことを踏まえつつ、さらに、民法との対比の視点を持ちな
がら、商行為法や手形法などを学びます。ここで民法が関わっ
てくるのは、民法の規律を修正・補充する法分野が商事法だか
らです。
　講義は以下のⅢ．講義の進行計画にそって、テキストを用い
て進められる。民法の改正、商法の運送関係の改正があります
ので、六法が必要です。また１項目を何回かにわたり講義しま
たは関係する項目をまとめて講義することがあるので、注意し
てください。講義時間の関係でずれることがありうるし、簡単
な説明または省略される項目があるかもしれません。前期・後
期とも、皆さん方とともに「考える商法」をめざして講義しま
すので、問題を提起し受講生に考えさせ、場合によっては学生
を指名して解答を求めます。また講義内容を理解したか否かの
チェックのため、何回か小テストを行います(B5版横書きの
ルーズリーフノートまたはレポート用紙を持参すること)。
　単なる単位あわせのために履修するのではなく、積極的に履
修していただきたい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

商法・会社法に基づく商事法の基礎的事項を理解し、体系的に
述べることができること(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前にテキストを読んだり、関連する法規制について調べてお
くこと（30分）。授業終了後は復習をすること（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

前期及び後期の成績は、定期試験点＋小テスト点の合計に基づ
き決定する。配分は、原則として、定期試験点７割、小テスト
点３割とする。採点は、基礎的事項を理解しているか否か、問
題を理解し的確に解答を述べているか否かを評価基準とする。
なお定期試験点が０点の場合には、その評価は０点とする。学
年成績は、前期成績＋後期成績の合計点に基づき決定する。原
則、合計点の２分の１とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

近藤光男編『現代商法入門（１０版）』（有斐閣・アル
マ）。法律改正がありましたので、必ず１０版を用意して
ください。

◎－－－　参考書　－－－◎

必要に応じて授業時に示しますが、テキストに参考文献の
記載があれば、それらを活用すると良い。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

受講生は六法（最新版を用意すること。解説付または判例
付ポケット六法以外が望ましい）を必ず持参するととも
に、授業中の私語の厳禁、スマートホン等の利用を禁止
し、またマナー・常識知らずの行為の場合には、教育上の
配慮・指導がなされるので注意すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

（前期１～15：砂田）
１  法学概論①－法とは、法の意義、法的関係、法源、法
令適用
２　法学概論②－法令の解釈、法律の制定・改正・廃止、
裁判制度
３  商法入門－商法の概観、商法の概念と特徴
４　会社法入門①－会社法概観、社員概念と会社の種類
５  会社法入門②－社員概念と会社の種類
６　株式会社法－株式会社の特徴、基本事項
７　株式会社法①－株式会社の設立
８  株式会社法②－株式、株主
９  株式会社法③－株式の種類
10  株式会社法④－株式会社の機関概説、株主総会
11　株式会社法⑤－株主総会以外の機関の概要
12  株式会社法⑥－経営機関（取締役、取締役会）
13  株式会社法⑦－監督機関（監査役、監査等委員会設置
会社、指名委員会設置会社）
14  株式会社法⑧－資金調達、組織再編
15　前期のまとめ
（後期16～30：谷川）
16　商法総則－商人・商号
17　商行為法①－商行為の類型
18　商行為法②－契約の成立に関する規定
19　商行為法③－代理に関する規定
20　商行為法④－その他の商行為法総則の規定
21  商行為法⑤－企業間の売買（商事売買）
22　商行為法⑥－消費者取引（特定商取引法ほか）
23　商行為法⑦－仲介営業・運送営業
24  商行為法⑧－寄託・倉庫営業
25  手形・小切手法①－手形・小切手の機能
26　手形・小切手法②－手形の振出し
27　手形・小切手法③－手形の譲渡裏書
28　手形・小切手法④－手形の支払・遡求
29　その他の支払決済方法
30　後期のまとめ



2019-5010000233-01商事法「（二部）」

砂田　太士、谷川　和幸

◎商学:A-1

1.商法・会社法に基づく商事法の基礎的事項を理解し、体系的に述べることが
できること　(A-1)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-5010000214-01商法Ⅰ「（二部） 16台以前」

 期別：通年　　単位数：4　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・二部１時限, 後期：木・二部１時限　　試験時間割：2019/07/25　夜１限,　2020/01/23　夜１限　　

砂田　太士、谷川　和幸

◎－－－　概要　－－－◎

本講義は商学部二部の学生のための会社活動を中心とした、企
業活動に関する商事法を授業します。前期は、法学概論の基礎
的事項、商法の基礎知識（後期の授業につながる範囲）と会社
法を砂田が担当し、後期は商法総則・商行為法、手形法・小切
手法について谷川が担当します。前期は法学を初めて学ぶ学生
がいるでしょうから、法学概論の基礎的事項からはじめ、商法
の基礎、会社法の概要について話します　。後期は前期で学ん
だことを踏まえつつ、さらに、民法との対比の視点を持ちなが
ら、商行為法や手形法などを学びます。ここで民法が関わって
くるのは、民法の規律を修正・補充する法分野が商事法だから
です。
　講義は以下のⅢ．講義の進行計画にそって、テキストを用い
て進められる。民法の改正、商法の運送関係の改正があります
ので、六法が必要です。また１項目を何回かにわたり講義しま
たは関係する項目をまとめて講義することがあるので、注意し
てください。講義時間の関係でずれることがありうるし、簡単
な説明または省略される項目があるかもしれません。前期・後
期とも、皆さん方とともに「考える商法」をめざして講義しま
すので、問題を提起し受講生に考えさせ、場合によっては学生
を指名して解答を求めます。また講義内容を理解したか否かの
チェックのため、何回か小テストを行います(B5版横書きの
ルーズリーフノートまたはレポート用紙を持参すること)。
　単なる単位あわせのために履修するのではなく、積極的に履
修していただきたい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

商法・会社法に基づく商事法の基礎的事項を理解し、体系的に
述べることができること(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前にテキストを読んだり、関連する法規制について調べてお
くこと（30分）。授業終了後は復習をすること（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

前期及び後期の成績は、定期試験点＋小テスト点の合計に基づ
き決定する。配分は、原則として、定期試験点７割、小テスト
点３割とする。採点は、基礎的事項を理解しているか否か、問
題を理解し的確に解答を述べているか否かを評価基準とする。
なお定期試験点が０点の場合には、その評価は０点とする。学
年成績は、前期成績＋後期成績の合計点に基づき決定する。原
則、合計点の２分の１とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

近藤光男編『現代商法入門（１０版）』（有斐閣・アル
マ）。法律改正がありましたので、必ず１０版を用意して
ください。

◎－－－　参考書　－－－◎

必要に応じて授業時に示しますが、テキストに参考文献の
記載があれば、それらを活用すると良い。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

受講生は六法（最新版を用意すること。解説付または判例
付ポケット六法以外が望ましい）を必ず持参するととも
に、授業中の私語の厳禁、スマートホン等の利用を禁止
し、またマナー・常識知らずの行為の場合には、教育上の
配慮・指導がなされるので注意すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

（前期１～15：砂田）
１  法学概論①－法とは、法の意義、法的関係、法源、法
令適用
２　法学概論②－法令の解釈、法律の制定・改正・廃止、
裁判制度
３  商法入門－商法の概観、商法の概念と特徴
４　会社法入門①－会社法概観、社員概念と会社の種類
５  会社法入門②－社員概念と会社の種類
６　株式会社法－株式会社の特徴、基本事項
７　株式会社法①－株式会社の設立
８  株式会社法②－株式、株主
９  株式会社法③－株式の種類
10  株式会社法④－株式会社の機関概説、株主総会
11　株式会社法⑤－株主総会以外の機関の概要
12  株式会社法⑥－経営機関（取締役、取締役会）
13  株式会社法⑦－監督機関（監査役、監査等委員会設置
会社、指名委員会設置会社）
14  株式会社法⑧－資金調達、組織再編
15　前期のまとめ
（後期16～30：谷川）
16　商法総則－商人・商号
17　商行為法①－商行為の類型
18　商行為法②－契約の成立に関する規定
19　商行為法③－代理に関する規定
20　商行為法④－その他の商行為法総則の規定
21  商行為法⑤－企業間の売買（商事売買）
22　商行為法⑥－消費者取引（特定商取引法ほか）
23　商行為法⑦－仲介営業・運送営業
24  商行為法⑧－寄託・倉庫営業
25  手形・小切手法①－手形・小切手の機能
26　手形・小切手法②－手形の振出し
27　手形・小切手法③－手形の譲渡裏書
28　手形・小切手法④－手形の支払・遡求
29　その他の支払決済方法
30　後期のまとめ



2019-5010000214-01商法Ⅰ「（二部） 16台以前」

砂田　太士、谷川　和幸

◎商学

1.商法・会社法に基づく商事法の基礎的事項を理解し、体系的に述べることが
できること　(A-1)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-5010000227-01税法学「（二部）」

 期別：通年　　単位数：4　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：水・二部１時限　　試験時間割：2019/07/31　夜１限,　2020/01/22　夜１限　　

芳賀　真一

◎－－－　概要　－－－◎

　みなさんは、税金について、どのようなことを知っています
か。どのような印象を持っていますか。
　日本には、何種類の税金があるのでしょうか。外国と比べ
て、日本の税金は高いのでしょうか。お金持ちはもっと税金を
払うべきでしょうか（それとも、所得税の半分を4%のお金持
ちが負担している現状は不公平でしょうか）。税金は本当に人
を幸せにしているのでしょうか（もし税金がなければ、私たち
はもっと幸せになれるのでしょうか）。新聞紙が大きすぎて読
めないのも税金のせいだというのは、本当でしょうか。誰が税
金を決めているのでしょうか。
　小学生も所得税を負担していることを知っていますか。103
万円の壁って本当にあるのでしょうか。家族で営む事業からの
所得は、誰の所得になるでしょうか。仮装通貨で稼いだ利益に
は、どのように課税されるのでしょうか。競馬で1億円儲けた
人に、なぜ6億円もの税金が課されそうになったのでしょう
か。離婚したシングルマザーより、未婚のシングルマザーのほ
うが税金が重いって本当でしょうか。100年以上前から所得税
よりも消費税のほうが経済学者に人気があるのは、なぜでしょ
うか。
　マイクロソフトが1990年ごろまで配当を行わなかったのは、
なぜでしょうか。業績の良い会社は、なぜ借金で資金調達しよ
うとするのでしょうか。ゴーン会長の報酬には、どのように課
税されるのでしょうか。大企業は、もっと税金を負担すべきで
しょうか（日本の会社の70%が赤字だというのは本当でしょう
か）。アップルやグーグル、スターバックスなどの多国籍企業
は、どのように租税回避を行っているのでしょうか。
　この講義では、「所得税法」を中心に、「租税法の基礎」と
「法人税法」、「国際課税」についても学習します。より良い
税制を作ろうとしてきた先人たちの努力と創意の積み重ねと、
どうしても解消できない税法の矛盾とを、一緒に見ていきま
しょう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

税法の基本的なしくみと考え方、税法の抱えている問題につい
て、分かりやすく説明できる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

①予習については、毎回の講義時に指示します（資料に目を通
す、語句を調べるなど）。（1時間）
②復習については、レジュメとワークシートを見直して、テー
マについて自分の言葉で説明できるようにしてください。（1
時間）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

①講義で提出するワークシート40%
②定期試験60%

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは指定しません。（講義で参考書を紹介します。
各自、自分にあったものを使ってください。）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

①　グループワークをします。リラックスして、楽しく、
粘り強く、取り組んでください。
②　前提知識は、不要です。一から勉強していくので、辛
抱強く取り組んでください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．　はじめに
（租税法の基礎）
２．　租税とは
３．　租税法とは
４．　租税法学とは
５．　租税法律主義と租税公平主義
６．　租税法と私法
（所得税法）
７．　所得税のしくみ
８．　所得の意義
９．　事業所得・不動産所得
１０．利子所得・配当所得・給与所得
１１．退職所得・山林所得・譲渡所得
１２．一時所得・雑所得
１３．所得控除と税額控除
１４．年度帰属・人的帰属
１５．税率
（法人税法）
１６．法人税のしくみ
１７．法人税の目的
１８．法人税法と企業会計
１９．無償取引
２０．売上原価・減価償却費・資産の評価損
２１．役員給与・寄附金・交際費
２２．事業体課税
２３．配当政策・資本構成
２４．企業組織再編成税制・連結納税
２５．金融所得課税
（国際課税）
２６．国際課税の目的
２７．国際的二重課税
２８．国際課税の基本構造
２９．国際的租税回避
（発展）
３０．租税回避の否認



2019-5010000227-01税法学「（二部）」

芳賀　真一

◎商学:A-1

1.税法の基本的なしくみと考え方、税法の抱えている問題について、分かりや
すく説明できる。　(A-1)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-5010000373-01特別講義Ｂ「（二部）」（二部）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・二部１時限　　試験時間割：2019/07/25　夜１限　　

藤田　健二、古賀禎文

◎－－－　概要　－－－◎

広告会社の現場に携わっている講師が、
９０分完結で15回の講義や演習を行う。
内容は広告の現場ＡからＺまで。
マーケティングプランからコンセプトメイキング、
ＣＭ制作など実際の広告制作の過程や、
さらには海外の広告時流、メディア事情など
内容は毎回完結で多岐にわたる。
パワーポイントによる説明を多用し、
実際のテレビＣＭ等を見ながら、学ぶ形式。
・藤田はテレビCM制作などの現場に40年以上関わってきた。
・その経験を生かしたテレビCMなどの制作の発想法を講義す
ることで
　受講者は、広告成果の事例を学ぶことができる。　
・古賀は現在も広告会社のマーケティング部門の統括責任者。
・その経験を生かした企画書作成やマーケティング調査の実際
を講義することで
　受講者は、市場における広告戦略の事例を学ぶことができ
る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

広告の基礎知識を身につけている。(知識・理解)

広告を通じて、社会の変化に関心を持ち、
その内容を説明できる状態にある。(知識・理解)

広告の課題解決手法を学ぶことで
解決すべき課題発見し、説明できる。(知識・理解)(知識・理
解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

 事前の学習は特に必要ないが、講義の中での重要な用語や概念
について、事後学習をしておくこと。（30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

広告コミュニケーションの現状を理解し、
広告の未来についても、自分なりの意見を述べることが
できるかを評価の基準とする。

評価の方法は定期試験（50％）
平常点及び演習のための提出物（50％）
を総合して、採点する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

 必要に応じて、講義のレジメを配布

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

 講義の順番に変更がある場合があります。その場合はあ
らかじめお知らせいたします。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１回目　広告のいま（藤田）
２回目　広告の仕事と企画（古賀）
３回目　テレビＣＭのタグライン（藤田）
４回目　広告新潮流（藤田）
５回目　ＳＷＯＴ分析の事例（古賀）
６回目　 海外のテレビCM（藤田）
７回目　広告のプレゼンスキル（藤田）
８回目　企画と発想について（古賀）
９回目　コピーライティング演習（藤田）　　　
１０回目　ひとが動く次世代広告（藤田）
１１回目　生活者洞察という視点（古賀）
１２回目　コピーライティング演習（藤田）
１３回目　データから見るブランド論（藤田）
１４回目　プランニング企画書の作法（古賀）
１５回目　広告を越える広告（藤田）



2019-5010000373-01特別講義Ｂ「（二部）」（二部）

藤田　健二、古賀禎文

◎商学:A-1

1.広告の基礎知識を身につけている。(知識・理解)

広告を通じて、社会の変化に関心を持ち、
その内容を説明できる状態にある。(知識・理解)

広告の課題解決手法を学ぶことで
解決すべき課題発見し、説明できる。(知識・理解)　(A-1)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-5010000494-01ビジネスコミュニケーション「（二部）」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・二部１時限　　試験時間割：2019/07/26　夜１限　　

岡　陽子

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では演習を中心に、異文化間でのビジネスを例にと
りながら、実際に貿易に携わるための基礎的なビジネス英語を
学びながらコミュニケーション能力を高めることが目的です。
　国際商取引では、さまざまなステークホルダーと時には同時
に対峙せねばならず、英語力のみならず、コミュニケーション
能力や判断能力が短時間の間に問われることも少なくありませ
ん。この授業では、実際にフォワーディング業務に長年携わっ
てきた実務経験を活かし、実際に携わった事例に加え、グロー
バルなビジネス世界において、国際商取引のしくみとその現場
において様々な媒体を想定した貿易書類、またさまざまなバッ
クグラウンドを持った人々とのビジネスにおける関わり方など
を実際のケーススタディや文書作成などの演習を通して学んで
いけるよう、実社会において必要な知識や心構えについての講
義と合わせて進めていきます。
　講義では、異文化コミュニケーション理論をベースに演習も
交え行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

異なる文化があることを意識し、物事を多面的に捉えることが
できる。(技能)

国際的な商取引に関する知識を活用し、取引を実行するために
必要なコミュニケーション能力を身につける。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　各授業回の内容は、随時Moodleにおいて公開されます。次回
の授業範囲を予習し、わからない言葉や専門用語などを調べて
おくこと。(60分)
　講義の初めに異文化理解またはビジネスコミュニケーション
に関する長文（英語）を配布します。
　講義を通して全員が読めるようになるまで毎回授業の最後に
読み合わせをしていきます。事前に定められたところを予習し
て参加することが必要になります。(30分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準としては、講義の内容を正確・充分に理解し消化して
いるかを基準とします。評価方法は、授業内容全般の理解度を
計るための定期試験の結果（60％）、コミュニケーション能力
の進捗度を測るための課題（２～３回）（30％）、授業におけ
るディスカッションへの貢献度（10％）を総合的に勘案して判
定します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

配布プリント

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　配布プリントのほかにパワーポイントによる講義を行い
ます。ノートをしっかり取るようにしてください。また、
英和/和英辞書を持参ください。（電子機器可）。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.授業概要説明　
2.ビジネスコミュニケーション概論
3.異文化コミュニケーション概論　①
4.異文化コミュニケーション概論　②
5.ビジネス文書（1)　Positive Emphasis
6.ビジネス文書（2)　Positive Emphasis
7.ビジネス文書（1)　Choosing the Right Word
8.ビジネス文書（2)　Choosing the Right Word
9-11.異文化コミュニケーションReading Material①
12-14.異文化コミュニケーションReading Material②
15.まとめ



2019-5010000494-01ビジネスコミュニケーション「（二部）」

岡　陽子

◎商学:B-3,C-2

1.異なる文化があることを意識し、物事を多面的に捉えることができる。　
(B-3)

2.国際的な商取引に関する知識を活用し、取引を実行するために必要なコミュ
ニケーション能力を身につける。　(C-2)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-5010003411-01ビジネスコミュニケーション実務ⅠＡ「（二部） 16台以前」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・二部１時限　　試験時間割：2019/07/26　夜１限　　

岡　陽子

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では演習を中心に、異文化間でのビジネスを例にと
りながら、実際に貿易に携わるための基礎的なビジネス英語を
学びながらコミュニケーション能力を高めることが目的です。
　国際商取引では、さまざまなステークホルダーと時には同時
に対峙せねばならず、英語力のみならず、コミュニケーション
能力や判断能力が短時間の間に問われることも少なくありませ
ん。この授業では、実際にフォワーディング業務に長年携わっ
てきた実務経験を活かし、実際に携わった事例に加え、グロー
バルなビジネス世界において、国際商取引のしくみとその現場
において様々な媒体を想定した貿易書類、またさまざまなバッ
クグラウンドを持った人々とのビジネスにおける関わり方など
を実際のケーススタディや文書作成などの演習を通して学んで
いけるよう、実社会において必要な知識や心構えについての講
義と合わせて進めていきます。
　講義では、異文化コミュニケーション理論をベースに演習も
交え行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

異なる文化があることを意識し、物事を多面的に捉えることが
できる。(技能)

国際的な商取引に関する知識を活用し、取引を実行するために
必要なコミュニケーション能力を身につける。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　各授業回の内容は、随時Moodleにおいて公開されます。次回
の授業範囲を予習し、わからない言葉や専門用語などを調べて
おくこと。(60分)
　講義の初めに異文化理解またはビジネスコミュニケーション
に関する長文（英語）を配布します。
　講義を通して全員が読めるようになるまで毎回授業の最後に
読み合わせをしていきます。事前に定められたところを予習し
て参加することが必要になります。(30分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準としては、講義の内容を正確・充分に理解し消化して
いるかを基準とします。評価方法は、授業内容全般の理解度を
計るための定期試験の結果（60％）、コミュニケーション能力
の進捗度を測るための課題（２～３回）（30％）、授業におけ
るディスカッションへの貢献度（10％）を総合的に勘案して判
定します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

配布プリント

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　配布プリントのほかにパワーポイントによる講義を行い
ます。ノートをしっかり取るようにしてください。また、
英和/和英辞書を持参ください。（電子機器可）。
　「ビジネスコミュニケーション実務IA」、「ビジネスコ
ミュニケーション実務IB」は継続しており両方履修して完
結するように編成しております。続けて履修することが望
ましいと考えます。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.授業概要説明　
2.ビジネスコミュニケーション概論
3.異文化コミュニケーション概論　①
4.異文化コミュニケーション概論　②
5.ビジネス文書（1)　Positive Emphasis
6.ビジネス文書（2)　Positive Emphasis
7.ビジネス文書（1)　Choosing the Right Word
8.ビジネス文書（2)　Choosing the Right Word
9-11.異文化コミュニケーションReading Material①
12-14.異文化コミュニケーションReading Material②
15.まとめ



2019-5010003411-01ビジネスコミュニケーション実務ⅠＡ「（二部） 16台以前」

岡　陽子

◎商学

1.異なる文化があることを意識し、物事を多面的に捉えることができる。　
(B-3)

2.国際的な商取引に関する知識を活用し、取引を実行するために必要なコミュ
ニケーション能力を身につける。　(C-2)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-5010003412-01ビジネスコミュニケーション実務ⅠＢ「（二部） 16台以前」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・二部１時限　　試験時間割：2020/01/24　夜１限　　

岡　陽子

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では演習を中心に、異文化間でのビジネスを例にと
りながら、実際に貿易に携わるための基礎的なビジネス英語を
学びながらコミュニケーション能力を高めることが目的です。
　国際商取引では、さまざまなステークホルダーと時には同時
に対峙せねばならず、英語力のみならず、コミュニケーション
能力や判断能力が短時間の間に問われることも少なくありませ
ん。この授業では、実際にフォワーディング業務に長年携わっ
てきた実務経験を活かし、実際に携わった事例に加え、グロー
バルなビジネス世界において、国際商取引のしくみとその現場
において様々な媒体を想定した貿易書類、またさまざまなバッ
クグラウンドを持った人々とのビジネスにおける関わり方など
を実際のケーススタディや文書作成などの演習を通して学んで
いけるよう、実社会において必要な知識や心構えについての講
義と合わせて進めていきます。
　講義では、実際に貿易実務において使用されている書類の読
解力と作文力を身につけていきます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

異なる文化があることを認識し、多面的にものごとを捉えるこ
とができる。(技能)

国際的な商取引に関する知識を活用し、取引を実行するために
必要なコミュニケーション能力を身につける。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　各授業回の内容は、随時Moodleにおいて公開されます。次回
の授業範囲を予習し、わからない言葉や専門用語などを調べて
おくこと。(60分)
　講義の初めに異文化理解またはビジネスコミュニケーション
に関する長文（英語）を配布します。
　講義を通して全員が読めるようになるまで毎回授業の最後に
読み合わせをしていきます。事前に定められたところを予習し
て参加することが必要になります。(30分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準としては、講義の内容を正確・充分に理解し消化して
いるかを基準とします。評価方法は、授業内容全般の理解度を
計るための定期試験の結果（60％）、コミュニケーション能力
の進捗度を測るための課題（２～３回）（30％）、授業におけ
るディスカッションへの貢献度（10％）を総合的に勘案して判
定します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

配布プリント

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　配布プリントのほかにパワーポイントによる講義を行い
ます。ノートをしっかり取るようにしてください。また、
英和/和英辞書を持参ください。（電子機器可）。
　「ビジネスコミュニケーション実務IA」、「ビジネスコ
ミュニケーション実務IB」は継続しており両方履修して完
結するように編成しております。続けて履修することが望
ましいと考えます。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.後期授業概要説明
2.貿易に関する英語・歴史・変遷・流れ①　
3.貿易に関する英語・歴史・変遷・流れ②　
4.輸出入書類の読み方 (1)
5.輸出入書類の読み方 (2)
6.輸出入書類の読み方 (3)
7.輸出入書類の読み方 (4)
8.輸出入書類の読み方 (5)
9.輸出入書類の読み方 (6)
10.ロールプレイにより書類作成(1)
11.ロールプレイにより書類作成(2)
12.ロールプレイにより書類作成(3)
13-14.ビジネス/異文化コミュニケーション
　　　　Reading Material
15.まとめ



2019-5010003412-01ビジネスコミュニケーション実務ⅠＢ「（二部） 16台以前」

岡　陽子

◎商学

1.異なる文化があることを認識し、多面的にものごとを捉えることができる。
　(B-3)

2.国際的な商取引に関する知識を活用し、取引を実行するために必要なコミュ
ニケーション能力を身につける。　(C-2)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-5010000403-01保険論Ａ「（二部） 16台以前」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・二部２時限　　試験時間割：2020/01/20　夜２限　　

伊藤　豪

◎－－－　概要　－－－◎

　現代社会において「個人（家計・企業・組織を含む概念）と
して経済的不利益を被る可能性」を危険（risk）と認識し、そ
の危険対策の一つとして保険が存在する。そして保険は家庭の
経済生活設計や企業のリスク対策に関して、経済的保障機能を
果たすと同時に、経済社会に対しては蓄積された保険資金を運
用するという金融機能を果たしており、優れた経済制度として
あらゆる分野で重視され、高度に発展してきている。一方、経
済社会は絶えず変動し、金融改革のもとで金融市場や保険市場
も大きく変化を遂げ、保険事業・保険企業を取り巻く環境も著
しく変化しているのが実情である。
　学生の皆さんの保険に対する認識は、公的医療保険における
3割の自己負担、20歳からの国民年金保険への加入や自動車保
険などに加入し、保険を利用・活用はしているものの、保険の
原理・原則、仕組み、構造、機能などといった理論的内容につ
いては理解・認識していることは少ない。これらを理解するこ
とは、将来、社会人としてまた家庭人としては大切な事であ
る。
　本講義では、危険（risk）と保険の概念、保険の意義・定
義・要件などについて講述し、さらに、保険をより深く理解す
るために、資本主義経済の進展に応じて生成・発展してきた私
保険や社会保険の歴史、類似制度との比較について述べる。こ
のように保険の基礎理論を中心に講述する予定であり、引き続
いて2年次の保険論では、基礎理論を発展させ、保険理論と保
険事業などについて講述する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

保険や商学の知識ならびに人文科学、社会科学および自然科学
についての基本的な知識を身につけている。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　毎回講義のはじめに前回行った講義内容についての復習を兼
ねた確認を行うため、前回書きとめた講義ノートやテキストを
読み直し、（120分）講義後はしっかりと復習を行って理解し
ておくことが必要となる。（120分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　保険の基礎知識が説明できるかどうかを評価の基準とする。
　評価方法としては、原則として定期試験10割で評価する。
　

◎－－－　テキスト　－－－◎

田畑康人・岡村国和編著『読みながら考える保険論〔増補
改訂第3版〕』八千代出版/2018年4月/
ISBN978-4-8429-1714-6

◎－－－　参考書　－－－◎

中垣昇・友杉芳正・近藤龍司編著『最新経営会計事典』八
千代出版　ISBN 978-4-8429-0961-5
庭田範秋編『保険学』成文堂　ISBN 4-7923-4095-0
石田重森・庭田範秋編著『キーワード解説　保険・年金・
ファイナンス』東洋経済新報社　ISBN 4-492-70102-8

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　講義に出席して、内容をよく理解すること。
　講義内容に関する質問等は随時受け付けます。
　

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　保険理論と危険
２　危険（risk）の種類と分類
３　保険学の体系と内容
４　保険の概念
５　保険の意義・保険の定義
６　保険の要件（１）
７　保険の要件（２）
８　保険の基本的仕組み（１）
９　保険の基本的仕組み（２）
10　保険の歴史―海上保険
11　保険の歴史―火災保険
12　保険の歴史―生命保険
13　保険の歴史―社会保険
14　保険と類似制度との比較（１）
15　保険と類似制度との比較（２）



2019-5010000403-01保険論Ａ「（二部） 16台以前」

伊藤　豪

◎商学

1.保険や商学の知識ならびに人文科学、社会科学および自然科学についての基
本的な知識を身につけている。　(A-1)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-5010004147-01マクロ経済学「（二部）」

 期別：通年　　単位数：4　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：火・二部１時限　　試験時間割：2019/07/30　夜１限,　2020/01/21　夜１限　　

柳　永珍

◎－－－　概要　－－－◎

経済学において、大きな２つの軸である「ミクロ経済学」と
「マクロ経済学」。この講義ではマクロ経済学の基本的な概念
や知識、考え方を学びます。マクロ経済学は国家全体の経済状
況を分析・解析する学問です。実際に、テレビや新聞などでよ
く取り上げられている「ＧＤＰ」、「金融緩和」、「インフレ
とデフレ」、「対外貿易」など経済に関する多様なイシュー
は、マクロ経済学の視座に基づいており、この講義を通じて、
そのような日常での経済学的な思考も可能になると思います。

マクロ経済学を理解するためのマクロ経済学の概念・歴史・思
想観など諸般知識を学習した上で、国の経済を構成する諸要因
と相関を把握するための理論を、グラフや数式を用いて学習し
ていきます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

●マクロ経済学の専門用語を理解し、説明できる(知識・理解)

●マクロ経済学の基礎的な理論を理解し、説明できる(知識・
理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：
●授業計画を確認し、参考書などの該当箇所を事前に読むこと
（60分）
復習：
●ノートした講義内容を参考してその内容をグラフと数式の両
方から説明できるように復習すること（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

＜評価基準＞
●マクロ経済学の概念・専門用語・理論などを理解しているの
か。
●マクロ経済学の理論などをグラフや数式を用いて表現できる
か。

＜評価方法＞
●定期試験（100％）で評価する。
●講義中に発表したり、質問に答えたりするなどの優れた受講
態度を示した者には加点を行う。

◎－－－　テキスト　－－－◎

講師が作成したプレゼンテーションを用いて講義します。
講義では、ノートを基本にしていますので、資料の配付は
行いません。

◎－－－　参考書　－－－◎

●家森信善(2015)『基礎からわかるマクロ経済学(第4版)』
中央経済社、ISBN: 9784502140211
●中谷巌(2007)『入門マクロ経済学(第5版)』日本評論社、
ISBN: 9784535555136
●石川秀樹(2017)『速習　マクロ経済学』中央経済社、
ISBN: 9784502677106
●スティグリッツ(2014)『スティグリッツマクロ経済学　
第4版』東洋経済新報社、ISBN: 9784492314663

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

1次関数、2次関数、連立方程式、微分、グラフなどの数学
の知識も用いて講義を行います。

◎－－－　授業計画　－－－◎

以下の講義内容は、順序やテーマなどが変更される可能性
があります。
第1回:　オリエンテーション：経済学の基本
第2回:　ミクロ経済学とマクロ経済学の差異
第3回:　社会構成体論と経済の形成
第4回:　人口と経済
第5回:　人口減少と賃金（現在の日本経済）
第6回:　国民経済計算論Ⅰ：ＧＤＰ
第7回:　国民経済計算論Ⅱ：物価
第8回:　国民経済計算論Ⅲ：三面等価､産業連関表
第9回:　貨幣の歴史
第10回: インフレーションとデフレーション
第11回: 財市場の分析
第12回: 45度線分析(ケインジアン・クロス）
第13回: 投資乗数・政府支出乗数・租税乗数
第14回: 資産市場の分析
第15回: 前期のまとめ

第16回: ケインズとハイエクの議論
第17回: ＩＳ－ＬＭ分析Ⅰ
第18回: ＩＳ－ＬＭ分析Ⅱ
第19回: ＡＤ－ＡＳ分析
第20回: フィリップス曲線
第21回: ＩＡＤ－ＩＡＳ分析Ⅰ
第22回: ＩＡＤ－ＩＡＳ分析Ⅱ
第23回: ＩＳ－ＬＭ－ＢＰ分析Ⅰ
第24回: ＩＳ－ＬＭ－ＢＰ分析Ⅱ
第25回: マクロ消費論争
第26回: 制度経済学：文化・社会と経済
第27回: 未来マクロIssueⅠ：グローバル化
第28回: 未来マクロIssueⅡ：格差と基本所得
第29回: 未来マクロIssueⅢ：持続可能な発展
第30回: 最終まとめと試験に関する案内



2019-5010004147-01マクロ経済学「（二部）」

柳　永珍

◎商学:A-1

1.●マクロ経済学の専門用語を理解し、説明できる　(A-1)

2.●マクロ経済学の基礎的な理論を理解し、説明できる　(A-1)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-5010004146-01ミクロ経済学「（二部）」

 期別：通年　　単位数：4　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：月・二部１時限　　試験時間割：2019/07/29　夜１限,　2020/01/20　夜１限　　

藤本　浩明

◎－－－　概要　－－－◎

　ミクロ経済学とは、個々の消費者や生産者の行動が市場機構を通し
て調整されていく様子を解明し、さらに、そのパフォーマンスを評価
し、望ましい制度的仕組みをデザインしていく経済学の一分野です。
ミクロ経済学は経済学の基礎的理論を与える重要な科目であり、経済
学部のすべてのコースの専門科目を理解するために必要不可欠なもの
です。言い方を変えると、この授業の内容をきちんと理解すると、そ
の他の多くの授業で役に立ちます。

　残念ながら、不完全競争市場分析、市場の失敗、国際貿易などを詳
しく解説する余裕はなさそうです。この授業でやり残してしまう部分
に関しては、経済数学・数理経済学・経済動学・微分方程式・最適制
御などの分析手法に加えて、ミクロ経済分析・メカニズムデザイン・
公共経済学・厚生経済学・国際貿易論・国際経済学などの上級科目の
履修に努めてください。

　なお、理解度を確かめるために、公務員・公認会計士・外交官・国
税専門官・中小企業診断士・不動産鑑定士・弁理士など各種資格試験
などの過去問に基づく問題などを取り上げながら、講義を進めていき
ます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　一個人の様々な経済活動のメカニズムを理解し、それらに関連する
基本的な経済理論を数式および図表などを用いて説明することができ
る。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　予習：次回の講義でどのような概念を扱うのかを配付資料を読み、
合計80分間は予習してください。

　復習：授業で扱った用語を、数式および図表などを用いながら、自
分の言葉で説明できるかを毎週合計80分間、また、配付資料の問題が
解けるかをさらに毎週合計80分間は確認してください。

　なお、授業で聞いたはずの問題が解けなかったり、授業内容に関連
した疑問が浮かんだら、オフィスアワーなどを利用して、すぐに先生
やTAに質問することをお勧めします。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　原則として、中間テスト点４０％、定期試験の成績点６０％をそれ
ぞれの目安にして、合計１００％で評価します。しかし、ボーナス点
としてα点をさらに加味することがあります。また、復習を兼ねて、
毎回のように、ミニッツペーパーを記入してもらうかもしれません
し、例えば、参考書『らくらく　ミクロ・マクロ経済学入門　計算問
題編(茂木喜久雄　著)』などに基づくレポートを提出してもらうことも
あり得ます。その際には、提出期限や提出場所に留意してください。

　なお、中間テストは年２回実施する予定です。２０％×２；中間テ
ストの無断欠席は評価を下げます：中間テストの解答解説前に理由書
を提出して、追試テストを受けるようにしてください。シラバス作成
時には、時間割が未定ですので、中間テスト日は、前期授業が始まっ
てから間もなく指示する予定です。それらは、授業計画にあるよう
に、授業の９回目と２３回目になります。

　また、出席点はありません。しかし、無断欠席は、低評価の要因と
なりえます。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　テキストとして、以下の参考書は講義中には、直接使用せ
ずに、毎回、プリント資料を配付する予定です。

◎－－－　参考書　－－－◎

１）茂木喜久雄（著）、『らくらく　ミクロ経済学入門』、
洋泉社　２）茂木喜久雄（著）、『らくらく　ミクロ・マク
ロ経済学入門　計算問題編』、洋泉社　３）茂木喜久雄
（著）、『らくらく　ミクロ・マクロ経済学入門　記述・論
文編』、洋泉社　４）資格試験研究会編『速攻！まるごと経
済学：ミクロ・マクロ経済理論』、実務教育出版　５）石川
秀樹（著）、『経済学入門塾Ⅱ　ミクロ編』、中央経済社。

　上記の参考書の内容を一部講義する。なお、参考書は、授
業開始後、先生からの指示を待って、購入したい人だけが購
入してください。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　参考書などを参考にしたプリント資料とOHCを利用し
て、講義を進める予定です。なお、OHCの内容を見落とし
た場合や記入漏れなどがある場合は、講義の前後などにプリ
ント資料を公開するので、それら資料の空欄を各自書き埋め
るように心がけてください。
　また、大学生としての基本的マナーを守ってほしい。つま
り、遅刻と私語をしないでください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.理論経済学と計量経済学
2.選好・効用関数
3.無差別曲線と限界代替率
4.微分・偏微分・全微分
5.予算制約と最適消費計画
6.需要関数の導出
7.所得弾力性と価格弾力性
8.所得効果と代替効果
9.中間テストその１
10.補償所得の計算
11.パレート最適
12.社会契約曲線の計算
13.短期費用関数と長期費用曲線
14.ミクロ経済学の全体像まとめその１
15.ミクロ経済学の全体像まとめその２
16.短期利潤の最大化
17.短期供給曲線の導出
18.平均費用曲線の導出
19.可変費用：限界費用と積分
20.操業停止と操業停止点
21.消費者余剰と生産者余剰
22.従量税課税の効果
23.中間テストその２
24.不平等度とジニ係数
25.独占利潤の最大化
26.完全市場と独占市場
27.公害と外部性
29.ミクロ経済学の全体像まとめその３
30.ミクロ経済学の全体像まとめその４
　なお、受講生の理解次第で、計画が若干変更されることも
あり得ます。



2019-5010004146-01ミクロ経済学「（二部）」

藤本　浩明

◎商学:A-1

1.　一個人の様々な経済活動のメカニズムを理解し、それらに関連する基本的
な経済理論を数式および図表などを用いて説明することができる。　(A-1)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-5010000206-01民法Ⅰ「（二部） 16台以前」

 期別：通年　　単位数：4　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・二部２時限, 後期：水・二部２時限　　試験時間割：2019/07/31　夜２限,　2020/01/22　夜２限　　

柳　景子、道山　治延

◎－－－　概要　－－－◎

　みなさんは、日常で次のような行動をしたり、会話や話を聞
いたりしたことがあるのではないでしょうか。例えば、お店で
品物を買う、アパートの一室を借りる。これらは、契約と呼ば
れる民法上の制度に基づいた行為です（前者は売買契約、後者
は賃貸借契約）。また、「自分は土地を持っている」「この建
物は○○の名義だ」といった表現、これらは、所有権という民
法上の制度のもとで、土地・建物を所有しているという意味で
す。さらに、「自分の土地・建物が抵当に入っている」という
表現。これも、抵当権という民法上の制度です。
　このように、私たちの日常的な行為の多くは、実は、民法と
いう法律に正式な制度として規定されているのです。したがっ
て、民法は、私たちが日常生活を送る上で非常に重要な法律と
いえます。
　この授業では、みなさんに、日常的な行為について、民法と
いう法律の該当条文を実際に引いて、そこに書いてある意味を
理解し、法律学独特の抽象的な用語（例：物を「売る」、「買
う」ことを「売買契約」と表現し、「土地を持っている」を
「土地を所有する」と表現すること等）を自分で使って説明で
きるように、講義したいと思います。
　なお、本講義では、前期は、民法の目次の「総則」、「物
権」、及び「親族」の部分を扱い、後期は、「債権」及び「相
続」の部分を扱います。
　また、前期の授業では、レジュメ（授業用資料）の公開、各
種連絡、小テストの実施等、すべてe-ラーニングシステムの
Moodle （ムードル）を使います（詳細は下記「履修上の注意」
参照。）ので、必ず各自でインターネット環境、PC環境を整
え、日常的にMoodleにアクセスできるようにしておいてくださ
い。

◎－－－　到達目標　－－－◎

民法（財産法）の代表的な制度の内容を理解し、当該制度を規
定する適切な条文を参照した上で、条文及び法律用語を用いな
がら、これらの制度を論理的な文章で説明できる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

【予習】
教科書の該当箇所、及び、関連条文を読んでおくこと。（45
分）
【復習】
予習段階で分からなかったところを確認し、教科書やノート等
を読み返しておくこと。（45分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

【成績評価基準】
小テスト及びレポートにおいて、民法（財産法）の代表的な制
度の内容を理解し、当該制度を規定する適切な条文を参照した
上で、条文及び法律用語を用いながら、これらの制度を論理的
な文章で説明できているかを基準とする。

【成績評価方法】
筆記試験を基本に評価する。評価基準としては、講義内容の知
識の定着を確認し、事例問題において、学説・判例を踏まえた
上で、知識を踏まえた論理的・実践的な思考・解釈をすること
ができるかを問う予定である。
小テストについては全体の20%を目処に、筆記試験を含めた総
合的な評価を考えている。

◎－－－　テキスト　－－－◎

1. 六法
下記のいずれかについて、最新年度版のものを入手し、毎回の授業に
必ず持参して下さい。
標準タイプのもの
・有斐閣『ポケット六法』
・三省堂『デイリー六法』

より軽量でかさばらないタイプのもの
・信山社『法学六法』

2. 教科書
下記を入手して下さい。

・生田敏康ほか『民法入門』（法律文化社、2017）¥2,000（税別）

◎－－－　参考書　－－－◎

授業中に適宜案内します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Moodle について
　前期の授業では、福岡大学のe-ラーニングシステム、Moodle （ムー
ドル）を使います。連絡事項の伝達、小テストの実施、授業用の資料
の配布等、すべてMoodleを通して行います。したがって、大学のメー
ル（@cis のメール）の送受信、FUポータル及びMoodleへのアクセス
が確実にできるように、スマートフォン、PC等の環境を整えて下さ
い。また、紙媒体での授業の資料配布は原則として行いません。毎回
の授業前に、各自で資料をダウンロードし、印刷していただきますの
で、プリンターによる印刷環境を確保してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

前期（柳担当分）

履修上の注意・授業の説明
親子関係
婚姻関係
権利能力・行為能力・意思能力
法律行為・意思表示
意思表示
記述式の練習問題
記述式の練習問題の解説
代理
代理
時効
時効
物権
物権
まとめ

後期（道山担当分）

債権とはなにか？　－債権の種類を含む－
債権の効力　‒履行の強制と債務不履行－
債権の譲渡・債務の引受
債権の消滅　‒弁済と相殺－
契約のプロセスと成立
贈与
売買(1)　売買契約の市立
売買(2)　売買契約の効果
消費貸借と使用貸借
賃貸借(1)　－賃貸借と借地借家－
賃貸借(2)　－賃貸借の効果－
その他の典型契約と財産取得原因としての相続
事務管理と不当利得
不法行為　一般不法行為の成立
特殊な不法行為



2019-5010000206-01民法Ⅰ「（二部） 16台以前」

柳　景子、道山　治延

◎商学

1.民法（財産法）の代表的な制度の内容を理解し、当該制度を規定する適切な
条文を参照した上で、条文及び法律用語を用いながら、これらの制度を論理的
な文章で説明できる。　(A-1)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-5010000231-01民法Ａ「（二部）」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・二部２時限　　試験時間割：2019/07/31　夜２限　　

柳　景子

◎－－－　概要　－－－◎

　みなさんは、日常で次のような行動をしたり、会話や話を聞い
たりしたことがあるのではないでしょうか。例えば、お店で品物
を買う、アパートの一室を借りる。これらは、契約と呼ばれる民
法上の制度に基づいた行為です（前者は売買契約、後者は賃貸借
契約）。また、「自分は土地を持っている」「この建物は○○の
名義だ」といった表現、これらは、所有権という民法上の制度の
もとで、土地・建物を所有しているという意味です。さらに、
「自分の土地・建物が抵当に入っている」という表現。これも、
抵当権という民法上の制度です。
　このように、私たちの日常的な行為の多くは、実は、民法とい
う法律に正式な制度として規定されているのです。したがって、
民法は、私たちが日常生活を送る上で非常に重要な法律といえま
す。
　この授業では、みなさんに、日常的な行為について、民法とい
う法律の該当条文を実際に引いて、そこに書いてある意味を理解
し、法律学独特の抽象的な用語（例：物を「売る」、「買う」こ
とを「売買契約」と表現し、「土地を持っている」を「土地を所
有する」と表現すること等）を自分で使って説明できるように、
講義したいと思います。
　なお、本講義は、民法の目次の「総則」、「物権」及び「親
族」のみを扱います。
　また、この授業では、レジュメ（授業用資料）の公開、各種連
絡、小テストの実施、レポートの提出等、すべてe-ラーニングシ
ステムのMoodle （ムードル）を使います（詳細は下記「履修上
の注意」参照。）ので、必ず各自でインターネット環境、PC環
境を整え、日常的にMoodleにアクセスできるようにしておいてく
ださい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

民法（財産法）の代表的な制度の内容を理解し、当該制度を規定
する適切な条文を参照した上で、条文及び法律用語を用いなが
ら、これらの制度を論理的な文章で説明できる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

【予習】
教科書の該当箇所、及び、関連条文を読んでおくこと。（45分）
【復習】
予習段階で分からなかったところを確認し、教科書やノート等を
読み返しておくこと。（45分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

【成績評価基準】
小テスト及びレポートにおいて、民法（財産法）の代表的な制度
の内容を理解し、当該制度を規定する適切な条文を参照した上
で、条文及び法律用語を用いながら、これらの制度を論理的な文
章で説明できているかを基準とする。

【成績評価方法】
・小テスト［50%］：4回程度実施。問題の公開および回答締切
を同じ授業時間内とする。ただし、1～2回は、回答期限を翌日ま
でとする。実施方法は、eラーニングシステム(Moodle)を主と
し、当日インターネットにアクセスできない受講生には用紙を配
布する。
・レポート［10％］：1回実施。問題公開から採点まで、すべてe
ラーニングシステム(Moodle)上で行う。レポート作成期間約1週
間。
・期末試験［40％］

◎－－－　テキスト　－－－◎

1. 六法
下記のいずれかについて、最新年度版のものを入手し、毎
回の授業に必ず持参して下さい。
標準タイプのもの
・有斐閣『ポケット六法』
・三省堂『デイリー六法』

より軽量でかさばらないタイプのもの
・信山社『法学六法』

2. 教科書
下記を入手して下さい。

・生田敏康ほか『民法入門』（法律文化社、2017）¥2,000
（税別）

◎－－－　参考書　－－－◎

授業中に適宜案内します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Moodle について
　この授業では、福岡大学のe-ラーニングシステム、
Moodle （ムードル）を使います。連絡事項の伝達、課題
提出、授業用の資料の配布等、すべてMoodleを通して行い
ます。したがって、大学のメール（@cis のメール）の送
受信、FUポータル及びMoodleへのアクセスが確実にでき
るように、スマートフォン、PC等の環境を整えて下さい。
また、紙媒体での授業の資料配布は原則として行いませ
ん。毎回の授業前に、各自で資料をダウンロードし、印刷
していただきますので、プリンターによる印刷環境を確保
してください。これらの環境が整っていないと、この授業
での単位取得は困難となります。

◎－－－　授業計画　－－－◎

履修上の注意・授業の説明
親子関係
婚姻関係
権利能力・行為能力・意思能力
法律行為・意思表示
意思表示
記述式の練習問題
記述式の練習問題の解説
代理
代理
時効
時効
物権
物権
まとめ



2019-5010000231-01民法Ａ「（二部）」

柳　景子

◎商学:A-1

1.民法（財産法）の代表的な制度の内容を理解し、当該制度を規定する適切な
条文を参照した上で、条文及び法律用語を用いながら、これらの制度を論理的
な文章で説明できる。　(A-1)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-5010000232-01民法Ｂ「（二部）」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・二部２時限　　試験時間割：2020/01/22　夜２限　　

道山　治延

◎－－－　概要　－－－◎

　民法Aに引き続き、債権法を中心に講義する。人は財貨を得
る手段として契約に依存している。その中心にあるのは売買で
あり、贈与であり、賃貸借であろう。そうした約束をする過程
から約束違反としての債務不履行を含めて、話をすすめ、現代
的な社会現象としての契約について講義する予定である。ま
た、財産取得原因としての相続とその基礎としての親族関係に
ついても取り扱う。
　講義をすすめるにあたっては、具体的な事件を取り上げ、分
かりやすく説明するように努めるつもりである。受講する諸君
も根気強く聞いて欲しい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

債権法の基本的知識の習得(知識・理解)

契約書などの法律文書を読み、その内容を理解することが出来
る。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　受講生には、テキストを精読の上、参考となる判例を読んで
おくことを勧める（60分）。また、テーマごとに小テストを実
施するので、復習は欠かせない（60分）。復習の方が効率がよ
いので、受講生諸君には、受講後にも資料や判例を読むなどの
作業を勧める。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　筆記試験を基本に評価する。評価基準としては、講義内容の
知識の定着を確認し、事例問題において、学説・判例を踏まえ
た上で、知識を踏まえた論理的・実践的な思考・解釈をするこ
とができるかを問う予定である。
　小テストについては全体の20%を目処に、筆記試験を含めた
総合的な評価を考えている。

◎－－－　テキスト　－－－◎

生田・ 畑中・ 道山・ 蓑輪・ 柳著 「民法入門」法律文化
社2017年8月ISBN978-4-589-03862-3
　六法は必ず携帯すること。（出版社はどこでもよい。ポ
ケット六法とかデイリー六法のような携帯用のもので十分
である。）

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　債権とはなにか？　－債権の種類を含む－
２　債権の効力　‒履行の強制と債務不履行－
３　債権の譲渡・債務の引受
４　債権の消滅　‒弁済と相殺－
５　契約のプロセスと成立
６　贈与
７　売買(1)　売買契約の成立
８　売買(2)　売買契約の効果
９　消費貸借と使用貸借
１０　賃貸借(1)　ー賃貸借と借地借家ー
１１　賃貸借(2)　ー賃貸借の効果ー
１２　不法行為　一般不法行為の成立
１３　その他の債権発生原因
１４　親族
１５　相続



2019-5010000232-01民法Ｂ「（二部）」

道山　治延

◎商学:A-1

1.債権法の基本的知識の習得　(A-1)

2.契約書などの法律文書を読み、その内容を理解することが出来る。　(A-1)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-4020000396-02応用経営財務論「（二部）」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・二部１時限　　試験時間割：2020/01/21　夜１限　　

水野　博志

◎－－－　概要　－－－◎

　経営財務論Ｂ（応用経営財務論）として、実践株式投資論を考え
る。実践株式投資というのは、株式投資を長く続け、成功するための
株式投資論である。
　株式投資に関しては、短期的な利益を目的としたハウツーものの株
式投資論は山のようにある。しかし、長く成功してきた株式投資家は
アメリカの大富豪、ウォーレン・バフェットくらいで、一時的に成功
しても長くは続いたことは聞いたことがない。むしろ失敗例が尽きな
い。
　はじめに株式の評価について勉強する。株は将来の配当の予想、金
利とその企業のリスクによって決まってくるがいずれも客観性がな
い。そのために激しく変動するといえる。企業のリスクに関しては、
個別企業のリスクだけでなく、市場リスクとの連動性が重要である。
その考えをポートフォリオ理論を通じて学ぶ。
　短期の株価変動は、株式の需給によって説明される。とりわけ激し
い株価変動は企業の業績見通しが変化したというより、大量の資金が
激しく動いていることに原因がある。この視点は激しい株価変動に対
処する上で、極めて重要である。
　実際の株価の動きを理解するためには、理論的枠組みを勉強するば
かりでなく、マーケットの構造を見る必要がある。日本の市場の特徴
は個人投資家の層が薄く、なかなか増大しないことにある。その理由
を、わたし自身が行った3回の調査によって明らかにし、個人投資家
を増やすためには正しい株式投資教育が必要であることを指摘する。
　株式投資のリスクは極めて大きく、リスクを減らす方法を考える。
わたし自身の株式投資を通じた経験をお話しする。最後に株式投資の
意義について様々な角度から検討する。極めて難しい日本経済の中
で、株式投資をすることによって情報に敏感になることの重要性を指
摘する。
　最後に稲盛和夫氏の「働き方」を紹介し、株式投資と「働くこと」
の関連について考えてみる。
　この講義の大きな特徴は、毎回授業のはじめに受講者に株価の動き
と経済ニュースをスマートフォンで検索してもらい、わたしがそれを
解説することにある。株価は全ての情報を反映し、その動きを知るこ
とによって、世界経済、日本経済の動きが身近になる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

株式変動について理解できる。(知識・理解)

日本の株価トレンドについて説明できる。(知識・理解)

株式投資の基本的考えを説明できる。(知識・理解)

毎日の株価動向に興味を持つようになる。(知識・理解)

株価について説明できる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　予習・復習として特に重要なのは、日経Webで、株式市場を中心に
したマーケットの動きを見ることである。日経Webにはマーケットの
動きに対する解説が書かれているのでそれを読むこと。さらに高度な
予習・復習としては、「エコノミスト」や「東洋経済」によって、日
経Webの記事よりも長いトレンドで経済を見る目を養うことである。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　試験の結果重視、出席を含む平常点を考慮して行うが、ゼミのよう
に出席が悪ければ単位が取れないということはない。4年生の場合、
しばしば就職活動で授業に出れない場合があるが、試験の結果が良け
れば全く問題はない。
　試験では株価についての理解度、日本の株式市場について理解度、
リスクの下げ方、銘柄選定についての理解度をテストする。ただし、
レポート提出、小テストのようなものは一切ない。

◎－－－　テキスト　－－－◎

水野博志著『日本の個人投資家』愛育社、2008、2800円、
ISBN978-4-7500-0341-2

◎－－－　参考書　－－－◎

矢口新著『生き残りのディーリング』パンローリング、
2007、2800円　ISBN 978-4-7500-0341-2
内藤忍著『内藤忍の資産設計塾』自由国民社、2008、1700
円　ISBN 978-4-426-10510-5
稲盛和夫著『働き方』　ISBN 978-4-8379-2310-7

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　経営財務論Ｂ（応用経営財務論）ということで、経営財
務論Ａ（基礎経営財務論）の履修者が望ましいが、履修し
なかったとしても、株式投資に興味があれば十分である。
他方、経営財務論Ａ（基礎経営財務論）を履修した人は、
この講義を是非履修して頂きたい。授業では、わたし自身
のビジネス、株式投資の体験も語るので、講義は非常に実
践的である。わたしは単なる知識の伝授ではなく、感動を
与える授業を目指している。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１　株式の評価式（配当還元モデル）
　２　株価はなぜ激しく変動するのか
　３　ポートフォリオ理論
　４　短期の株価変動と株式市場の均衡(1)
　５　短期の株価変動と株式市場の均衡(2)
　６　日本の株価のトレンド
　７　日本の株式市場の特徴
　８　日本の株式市場の構造
　９　個人投資家のアンケート調査
　　　ネット取引前
　10　個人投資家のアンケート調査
　　　ネット取引開始直後
　11　個人投資家のアンケート調査
　　　ネット取引普及期
　12　個人投資家とネット取引
　13　長期国際分散投資
　14　短期リスク・ヘッジの方法
　15　稲盛和夫氏の「働き方」と株式投資



2019-4020000396-02応用経営財務論「（二部）」

水野　博志

◎経営

1.株式変動について理解できる。　(A-1)

2.日本の株価トレンドについて説明できる。　(A-2)

3.株式投資の基本的考えを説明できる。　(A-3)

4.毎日の株価動向に興味を持つようになる。　(A-4)

5.株価について説明できる。　(A-1)

◎　経営学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　経営学および会計学をはじめとする商学の専門的知識ならびに人文
科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の現状を説明することができる。
A-3　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の課題を説明することができる。
A-4　経営学および会計学の知識を用いて企業の財務活動を説明すること
ができる。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題を
発見することができる。
B-2　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題に
対する解決策を提案することができる。
B-3　組織において、協働して問題解決に当たるために必要なコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　問題解決への取り組みの成果を発信するために必要なプレゼンテー
ション能力を活用することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題解決の成果を発信することにより、社会や組織の発展に貢献す
る姿勢をもっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　組織の内外において、協働して問題解決に当たる姿勢をもってい
る。



2019-4020000405-02オペレーションズリサーチ「（二部）」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・二部２時限　　試験時間割：2020/01/20　夜２限　　

橋本　敦夫

◎－－－　概要　－－－◎

　オペレーションズリサーチ（Operations Research、略してＯ
Ｒ）は、経営・政策上で生じた問題を科学的に解決する方法
や、合理的な意思決定をするための理論と方法を研究する学問
領域です。問題が生じた場合、企業の経営者や政府の政策担当
者は、いろいろな代替案のうちから、あらかじめ決められた選
考基準に基づき採決します。そこで、問題の根本にある法則を
数式などで表現し、理論を展開していくことにより明確で合理
的な解答を見出す必要があります。このための基礎を与えてく
れるのがＯＲです。
　本講義では、資源配分における問題解決のための数理的手法
と意思決定の方法を学びます。まず、ＯＲと意思決定とはどう
いうものなのかを講義し、それからＯＲの基本的なツール（道
具）である線形計画法や動的計画法ならびにその応用理論につ
いて解説します。
　高度な数学的知識は必要ではありません。講義をきちんとき
いて練習問題を真剣に解いていけば数学の苦手な人でも大丈夫
だと思います。もし、わからない事があれば、遠慮なく、授業
終了後などに質問してください。

◎－－－　到達目標　－－－◎

オペレーションズリサーチの手法を経営活動に活用する意義に
ついて事例を用いて説明できる。(知識・理解)

在庫管理の方法として複数のケースを設定し、各々の費用対効
果の試算を通して、合理的な意思決定に役立つ情報を捉えるこ
とができる。(技能)

線形計画法を用いて、経営・政策上で生じた問題について制約
条件を考慮しつつ科学的に解決できる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　講義に出席する際には、テキストの指定するページを熟読し
ておくこと。また、授業中に小テストを実施するので、講義の
内容を毎回よく復習することが必要です。
・次回の講義の範囲を予習し、専門用語の意味を調べて理解し
ておくこと。（１２０分）
・講義終了時に提示する課題についてレポートを作成するこ
と。（１２０分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準
　経営における様々な問題を解決するための様々な方法を学
び、科学的思考を身につけ、現実の経営問題に応用できるかど
うかを評価基準とする。開講期間内に複数回提示する課題レ
ポートはフィードバックとして回収後の講義で解答の解説を行
います。
 

評価方法
　原則として定期試験を70％、開講期間内に複数回提示する課
題レポートを30％として評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

松井泰子・根本俊男・宇野毅明著『入門オペレーション
ズ・リサーチ』東海大学出版会、ISBN 978-4-486-01744-8

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　Excelの基本的操作を習得していることを前提に講義を
進めます。また、課題は、Excelを用いて完成させ、それ
を印刷して提出してもらいます。問題解決型授業（アク
ティブラーニング）です。
※登録については、『学修ガイド』の「登録制限科目につ
いて」を参照してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１．オペレーションズリサーチとは
　２．在庫管理（１）
　３．在庫管理（２）
　４．データと予測（１）
　５．データと予測（２）
　６．日程計画（１）
　７．日程計画（２）
　８．ゲーム理論（１）
　９．ゲーム理論（２）
１０．線形計画法（１）
１１．線形計画法（２）
１２．組合せ最適化（１）
１３．組合せ最適化（２）
１４．動的計画法（１）
１５．動的計画法（２）



2019-4020000405-02オペレーションズリサーチ「（二部）」

橋本　敦夫

◎商学:A-1,B-2

1.オペレーションズリサーチの手法を経営活動に活用する意義について事例を
用いて説明できる。　(A-1)

2.在庫管理の方法として複数のケースを設定し、各々の費用対効果の試算を通
して、合理的な意思決定に役立つ情報を捉えることができる。　(B-2)

3.線形計画法を用いて、経営・政策上で生じた問題について制約条件を考慮し
つつ科学的に解決できる。　(B-2)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-4020000619-05会計学特論「（二部）」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・二部２時限　　試験時間割：2020/01/24　夜２限　　

池田　健一

◎－－－　概要　－－－◎

　2010年3月期の年度の連結財務諸表から、所定の条件を満たす
日本の
上場企業に対して、国際財務報告基準（ＩＦＲＳ）の任意適用
が認められています。2019年１月時点で、日本電波工業、ＨＯ
ＹＡ、住友商事をはじめ199社が任意適用を選択しています。
　業種別にみると電気機器が最も多く、医薬品、情報、通信
業、卸売業、サービス業も多数の企業が任意適用を行っていま
す。
　また、日本企業の財務報告の透明性を高め、国際的に信頼で
きるようにするため、日本の会計ルールに国際財務報告基準
（ＩＦＲＳ）を採り入れる動きが継続しています。
　そこで本講義では、国際財務報告基準や日本の会計ルールに
関心を持つ受講生に、連結会計、税効果会計、外貨換算会計、
キャッシュ・フロー計算書を含む、さまざまなテーマについて
理解を深めてもらうことを目標とします。
　なお、講義では、国際財務報告基準についての学習が中心と
なりますが、一部の論点については日本の会計ルールも学習し
ます。
　授業は、テキストの重要論点について基礎的な内容から説明
していき、各テーマの概要を理解してもらおうと考えていま
す。また、授業中に短いレポートを作成してもらったり各テー
マに関する練習問題を解いてもらうことも検討しています。
　講義で重要な論点に関する概要を理解した上で、復習として
テキストや参考文献を使って学習を深めていってもらえればと
思います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

他の講義で学んだ会計学の知識を活用して講義の内容の理解を
深めることができる。(知識・理解)

講義で学んだ内容をもとに講義で取り上げたいくつかの企業の
企業活動を説明できる。(知識・理解)

IFRSが企業の経営管理に及ぼす影響を理解し説明できる。(知
識・理解)

講義で学んだ内容をもとに講義で取り上げたいくつかの企業の
財務活動を説明できる。(知識・理解)

講義で学んだ内容をもとにIFRSが企業に及ぼす影響を理解し会
計処理の特徴を説明することができる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　シラバスに示された学習項目について事前に教科書に目を通
しておく
ようにしてください（めやす30分）。また、授業終了時に教科
書の各章末の練習問題を解答するようにしてください（めやす
15分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　講義で学習した各テーマの内容が十分に理解できているかを
成績評価の基準とします。　
　成績評価の方法は定期試験の成績を９割、平常点１割（提出
された課題に基づいて評価を行う）を目安として総合的に評価
します。ただし、講義期間中に提出課題がなかった場合は、定
期試験の成績に基づいて評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

桜井久勝編著『テキスト国際会計基準　新訂版』白桃書房
　ISBN 978-4-561-35218-1

◎－－－　参考書　－－－◎

広瀬義州著『ＩＦＲＳ財務会計入門』中央経済社　ISBN
978-4-502-08580-2
古賀智敏監修『国際会計基準と日本の会計実務』同文舘　
ISBN 978-4495166441

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　「簿記原理（または簿記入門Ⅰ・Ⅱ）」の単位を修得し
てから受講してください。「財務会計論」や「会社簿記
（または会社簿記Ⅰ・Ⅱ）」等も履修済み（または受講中
であること）が望ましい。きちんと出席して学習していく
ことができる人を希望します。
　講義中は学生としてのマナーを守り静かに受講してくだ
さい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１　オリエンテーションおよびリース[1]
　２　リース[2]
　３　従業員給付［1］
　４　従業員給付［2］
　５　外貨換算会計[1]
　６　外貨換算会計[2]
　７　借入コスト
　８　資産の減損
　９　無形資産　
１０　投資不動産
１１　連結財務諸表[1]
１２　連結財務諸表[2]
１３　持分法など
１４　公正価値測定
１５　後期のまとめ

　なお、講義日程や諸事情により授業計画が変更になる場
合があります。あらかじめご了承ください。



2019-4020000619-05会計学特論「（二部）」

池田　健一

◎商学:A-1,A-2,A-3

1.他の講義で学んだ会計学の知識を活用して講義の内容の理解を深めることが
できる。　(A-1)

2.講義で学んだ内容をもとに講義で取り上げたいくつかの企業の企業活動を説
明できる。　(A-2)

3.IFRSが企業の経営管理に及ぼす影響を理解し説明できる。　(A-3)

4.講義で学んだ内容をもとに講義で取り上げたいくつかの企業の財務活動を説
明できる。　(A-2)

5.講義で学んだ内容をもとにIFRSが企業に及ぼす影響を理解し会計処理の特徴
を説明することができる。　(A-3)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-4020000619-06会計学特論「（二部）」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・二部１時限　　試験時間割：2019/07/29　夜１限　　

渡辺　剛

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義では、制度会計を取り上げます。制度会計とは、法令
に従って行われる会計であり、具体的には、会社法、金融商品
取引法、税法という法律の枠内で行われる会計です。
　本講義では、制度会計の全体像を把握した後、制度会計（税
務会計は除く）において資産、負債、資本、収益、費用の会計
処理がどのように行われているのかを概観します。ただし、そ
の全てを網羅的、体系的にみていくのではなく、とりわけ最近
制度変更が行われた部分を重点的に取り上げます。たとえば、
資産会計では、棚卸資産の評価、有価証券の時価評価、減損会
計、資本会計では株主資本等変動計算書の作成、損益会計で
は、収益の計上基準などを取り上げる予定です。
　現在、会計基準のコンバージェンス(統合)と呼ばれる動きが
進んでいます。その動向次第で制度会計は大きく変わることに
なります。本講義では、できるだけ最新の情報を取り入れて進
めていく予定です。

◎－－－　到達目標　－－－◎

(1)制度会計の概要を把握し、会計学の法律的側面に関する理解
を深めることができるようになる。(知識・理解)

(2)現行制度における財務会計の特徴について説明することがで
きる。(知識・理解)

(3)財務会計の今後の検討課題およびその企業への影響を説明す
ることができる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　毎回、次回の講義テーマを告知しますので、事前にテキスト
を読んで予習してきて下さい(30分)。また、憶えるべきことが
多く出ますので毎回復習が必要です(60分)。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　制度会計に対する理解度を評価の基準とし、定期試験の結果
によって評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

桜井久勝『財務会計講義(第19版)』中央経済社(2018年)　
ISBN：978-4-502-26641-6。なお、第20版が出版された場合
は第20版を用います。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　本講義は、受講者に会計学および簿記の基礎知識がすで
にあることを前提として進めます。したがって、「簿記原
理」をはじめとして「会計学総論」および「財務会計
論」、ならびに「会社簿記Ⅰ・Ⅱ」または「会社簿記」を
履修した後に受講することが望ましいです（本講義は3年
次以上で受講することが望ましいです）。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１　ガイダンス―講義内容の概説
　２　制度会計の概要
　３　制度会計の計算構造の特徴
　４　資産会計(1)―棚卸資産
　５　資産会計(2)―有価証券
　６　資産会計(3)―固定資産
　７　負債会計(1)―負債の意義
　８　負債会計(2)―引当金
　９　資本会計(1)―資本の意義
１０　資本会計(2)―株主資本等変動計算書の
　　　意義
１１　資本会計(3)―株主資本等変動計算書の
　　　作成
１２　損益会計(1)―損益の計上基準
１３　損益会計(2)―収益の新計上基準の概要
１４　損益会計(3)―収益の新計上基準の特徴
１５　会計基準のコンバージェンス



2019-4020000619-06会計学特論「（二部）」

渡辺　剛

◎商学:A-1,A-2,A-3

1.(1)制度会計の概要を把握し、会計学の法律的側面に関する理解を深めること
ができるようになる。　(A-1)

2.(2)現行制度における財務会計の特徴について説明することができる。　(A-2)

3.(3)財務会計の今後の検討課題およびその企業への影響を説明することができ
る。　(A-3)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-4020000619-07会計学特論「（二部）」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・二部１時限　　試験時間割：2020/01/20　夜１限　　

渡辺　剛

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義では、連結会計を取り上げます。
　金融商品取引法会計におけるディスクロージャーが連結財務
諸表中心となったことに加えて、会社法においても連結財務諸
表の開示が求められることから、今や連結会計が制度会計の中
心であるといわれています。連結財務諸表の作成は、個別財務
諸表の作成にはない連結会計固有の手続を必要とするため、わ
かりづらいものとなっています。また、包括利益概念が連結財
務諸表に導入されるなど、連結会計が大きく変動しつつありま
す。
　本講義では、できるだけ平易に連結会計を説明し、その概要
が理解できるようにすることを目的としています。また、近
年、会計基準のコンバージェンス（統合）の動きが加速してい
ることから、会計基準の改定が頻繁に行われています。本講義
では、連結財務諸表の作成のみならず、随時それらの動向も取
り上げる予定です。
　毎回、次回の講義テーマを告知しますので、事前にテキスト
を読んで予習してきて下さい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

(1)連結会計の必要性を説明することができる。(知識・理解)

(2)企業グループの財政状態および経営成績を説明することがで
きる。(知識・理解)

(3)会計基準のコンバージェンスをはじめとする国際的な会計の
動向を理解することによって、今後の財務会計の課題を説明す
ることができる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　講義は計算問題が中心になりますので、必ず復習してくださ
い(60分)。また、毎回、次回の講義テーマを告知しますので、
事前にテキストを読んで予習してきて下さい(30分)。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　連結会計の概要に関する理解度ならびに基礎的な連結貸借対
照表および連結損益計算書等が作成できることを評価の基準と
し、その達成度を定期試験の結果によって評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

桜井久勝『財務会計講義(第19版)』中央経済社(2018年)　
ISBN：978-4-502-26641-6。なお、第20版が出版された場合
は第20版を用います。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　本講義は、受講者に会計学および簿記の基礎知識がすで
にあることを前提として進めます。したがって、必ず「簿
記原理」を履修した後に受講して下さい。また、「会計学
総論」および「財務会計論」、ならびに「会社簿記Ⅰ・
Ⅱ」または「会社簿記」を履修した後に受講することが望
ましいです（本講義は3年次以上で受講することが望まし
いです）。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１　ガイダンス―講義内容の概説
　２　連結財務諸表の意義
　３　連結財務諸表作成の一般基準
　４　連結貸借対照表の作成基準
　５　連結貸借対照表の作成(1)完全子会社
　６　連結貸借対照表の作成(2)非完全子会社
　７　連結損益計算書の作成基準
　８　連結損益計算書の作成(1)完全子会社
　９　連結損益計算書の作成(2)非完全子会社
１０　連結損益計算書の作成(3)ダウンストリー
　　　ム
１１　連結損益計算書の作成(4)アップストリー
　　　ム
１２　連結損益計算書の作成(5)アップストリー
　　　ム
１３　連結株主持分等変動計算書の意義
１４　連結株主持分等変動計算書の作成
１５　セグメント情報の意義



2019-4020000619-07会計学特論「（二部）」

渡辺　剛

◎商学:A-1,A-2,A-3

1.(1)連結会計の必要性を説明することができる。　(A-1)

2.(2)企業グループの財政状態および経営成績を説明することができる。　(A-2)

3.(3)会計基準のコンバージェンスをはじめとする国際的な会計の動向を理解す
ることによって、今後の財務会計の課題を説明することができる。　(A-3)

◎　商学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけている。
A-2　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産業、
地域が置かれている経済社会状況（内外の環境与件）を説明することがで
きる。
A-3　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産業、
地域が取り組むべき課題が何であるかについて説明することができる。
A-4　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産業、
地域が発展する方向について説明することができる。
A-5　商学は実学であり、多種多様な知識、見識とともに商学に関する理論
的・歴史的・実践的な知識が用いられるべきであることを理解している。
(2018年度)
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　先入観にとらわれずに、企業、産業、地域が取り組むべき課題を発見
することができる。
B-2　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、商学に関す
る理論的・歴史的・実践的な知識を応用したプロジェクトを企画、立案す
ることができる。
B-3　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、他者と連携
したチーム活動においてリーダーシップを発揮することができる。
B-4　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、情報技術等
を用いて国内外の事例を収集し、課題解決に必要な知見を抽出することが
できる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　社会の一員として、地域や社会の発展に商学的な見地から貢献する姿
勢をもっている。
C-2　社会の一員として、地域や社会の発展に貢献するために、自ら成長
し、商学的な知識や多種多様な知識、見識を学び続けることができる。
C-3　地域や社会の発展に向けて、主体的、協調的に他者を巻き込む行動を
とることができる。

◎貿易:A-1,A-2,A-3

1.(1)連結会計の必要性を説明することができる。　(A-1)

2.(2)企業グループの財政状態および経営成績を説明することができる。　(A-2)

3.(3)会計基準のコンバージェンスをはじめとする国際的な会計の動向を理解す
ることによって、今後の財務会計の課題を説明することができる。　(A-3)

◎　国際貿易　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論な
らびに人文科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身に
つけている。
A-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を
用いて、国際貿易や国際経済の現状を理解し、説明することができる
A-3　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を
用いて、国際貿易や国際経済の課題を理解し、説明することができる。
A-4　経済に関して世界的な影響を持つ現在および過去の主な出来事につ
いての知識をもっている。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を
用いて、新しい国際貿易や国際経済の課題を自ら発見することができる。
B-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を
用いて、新しい国際貿易や国際経済の課題の解決策を自ら提案することが
できる。
B-3　国際貿易や国際経済の課題を解決するための組織やグループ活動に
おいて、必要な役割を発揮するためのコミュニケーション能力やリーダー
シップを身につけている。
B-4　異なる文化的背景を持つ人々と商取引や課題解決のために協働でき
るコミュニケーション能力を身につけている。
B-5　グループで目標の設定とその達成に必要な行動を行う際、意思決定
に貢献し、目標達成に必要な役割を果たすことができる。（2018年度）
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　国際貿易や国際経済の課題解決のために、積極的に貢献しようとす
る態度を身につけている。
C-2　国際貿易や国際経済の課題解決のために、常に新しい知識や理論を
学ぼうとする態度を身につけている。
C-3　国際貿易や国際経済の課題解決のために、立場の異なる意見を理解
し協調的に行動しようとする態度を身につけている。
C-4　国際貿易や国際経済の課題解決のために、異なる文化的背景を持つ
人々と積極的に協働しようとする態度を身につけている。



2019-4020000619-07会計学特論「（二部）」

渡辺　剛

◎商学:A-1,A-2,A-3

1.(1)連結会計の必要性を説明することができる。　(A-1)

2.(2)企業グループの財政状態および経営成績を説明することができる。　(A-2)

3.(3)会計基準のコンバージェンスをはじめとする国際的な会計の動向を理解す
ることによって、今後の財務会計の課題を説明することができる。　(A-3)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-4020000618-03会計情報システム論「（二部）」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・二部２時限　　試験時間割：2019/07/29　夜２限　　

平川　茂

◎－－－　概要　－－－◎

　現代における会計情報の作成は、その大部分がコンピュー
ターによって行われている。そこで作成される会計情報は、さ
まざまな形に加工されて企業経営に活かされている。そのた
め、将来ビジネス社会で活動するためには、コンピューターを
利用した会計情報の作成、加工および利用に関する知識が不可
欠であるといっても過言ではない。
　本講義では、表計算ソフトを用いて、基本的なコンピュー
ター会計の知識を提供することを目的としている。本講義で
は、主に財務会計分野に関するコンピューター会計の知識につ
いて説明する。進め方としては、前半は講義形式による説明を
行い、後半は表計算ソフトを操作して課題作成に取り組んでも
らう。課題は、いくつかの条件を満たしたシミュレーションが
中心である。

◎－－－　到達目標　－－－◎

表計算ソフトを使って損益計算書を作成することができる。
(知識・理解)

損益計算書を読んで、営業の動向を読み取ることができる。
(知識・理解)

損益計算書を読んで、予算と実績の差異の原因を理解すること
ができる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　事前の学習として、財務会計に関する書物を熟読しておくこ
と（60分）。
　事後の学習として、表計算ソフトの操作を再確認しておくと
ともに、講義で取り扱ったシミュレーションについて、実際に
電卓を用いて行うことができるようにしておくこと（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験65%、提出課題35%の割合で評価する。
　定期試験は、財務会計分野におけるコンピューター会計の知
識と、会計データの活用について十分に理解しているかどうか
が評価の基準である。またシミュレーションについて、なぜそ
のように考えたのかについても論述してもらう。
　提出課題は、毎回講義の後半で作成し提出する課題が、所定
の要件を満たしたうえでどの程度できているかで評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

使用しない。

◎－－－　参考書　－－－◎

河合久他『コンピューター会計システム入門』創成社　
ISBN 978-4-7944-1406-9

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　「簿記原理」または「簿記入門Ⅰ・Ⅱ」他、主に財務会
計の分野に属する科目で学ぶ範囲について本講義では積極
的に取り扱う。そのため、各科目の復習をしておくことが
望ましい。
　毎回講義時に、提出課題をメール添付によって提出して
もらう。そのため、大学のwebメールを使用できるように
しておくこと。大学のアドレス以外から課題を送ることは
認めない。
　※登録については、『学修ガイド』の「登録制限科目に
ついて」を参照してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．ガイダンス
２．現金出納帳の作成（１）
３．現金出納帳の作成（２）
４．売掛金集計表の作成
５．目標売上高の計算
６．予算実績管理表の作成
７．月次損益計算書の作成
８．定額法による減価償却費の計算
９．定率法による減価償却費の計算
１０．決算予測（１）
１１．決算予測（２）
１２．資金繰り表の作成
１３．売上・利益シミュレーション（１）
１４．売上・利益シミュレーション（２）
１５．まとめ



2019-4020000618-03会計情報システム論「（二部）」

平川　茂

◎商学:A-1,A-2,A-3

1.表計算ソフトを使って損益計算書を作成することができる。　(A-1)

2.損益計算書を読んで、営業の動向を読み取ることができる。　(A-2)

3.損益計算書を読んで、予算と実績の差異の原因を理解することができる。　
(A-3)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-4020000618-04会計情報システム論「（二部）」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・二部２時限　　試験時間割：2020/01/20　夜２限　　

平川　茂

◎－－－　概要　－－－◎

　現代における会計情報の作成は、その大部分がコンピュー
ターによって行われている。そこで作成される会計情報は、さ
まざまな形に加工されて企業経営に活かされている。そのた
め、将来ビジネス社会で活動するためには、コンピューターを
利用した会計情報の作成、加工および利用に関する知識が不可
欠であるといっても過言ではない。
　本講義では、表計算ソフトを用いて、基本的なコンピュー
ター会計の知識を提供することを目的としている。本講義で
は、主に管理会計分野および経営財務分野に関連するコン
ピューター会計の知識について説明する。進め方としては、前
半は講義形式、後半は表計算ソフトを操作して課題作成に取り
組んでもらう。課題は、いくつかの条件を満たしたシミュレー
ションが中心である。

◎－－－　到達目標　－－－◎

表計算ソフトを使って損益分岐点を計算することができる。
(知識・理解)

損益分岐点売上から、新規出店に関する意思決定の妥当性を説
明することができる。(知識・理解)

損益分岐点売上から、新規出店に関する現状分析をすることが
できる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　事前の学習として、管理会計および経営財務に関する書物を
熟読しておくこと（60分）。
　事後の学習として、表計算ソフトの操作を再確認しておくと
ともに、講義で取り扱ったシミュレーションについて、実際に
電卓を用いて行うことができるようにしておくこと（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験65%、提出課題35%の割合で評価する。
　定期試験は、管理会計および経営財務の分野に関連するコン
ピューター会計の知識と、会計データの活用について十分に理
解しているかどうかが評価の基準である。またシミュレーショ
ンについて、なぜそのように考えたのかについても論述しても
らう。
　提出課題は、毎回講義の後半で作成し提出する課題が、所定
の要件を満たしたうえでどの程度できているかで評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

使用しない

◎－－－　参考書　－－－◎

河合久他『コンピューター会計システム入門』創成社　
ISBN 978-4-7944-1406-9

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　「簿記原理」または「簿記入門Ⅰ・Ⅱ」他、管理会計お
よび経営財務に関連する科目で学ぶ範囲について本講義で
は積極的に取り扱う。そのため、各科目の復習をしておく
ことが望ましい。
　毎回講義時に、提出課題をメール添付によって提出して
もらう。そのため、大学のwebメールを使用できるように
しておくこと。
　※登録については、『学修ガイド』の「登録制限科目に
ついて」を参照してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．ガイダンス
２．損益分岐点の計算
３．販売価格と販売数量のシミュレーション
４．金利の計算（単利と複利）
５．積立預金の計算
６．ローン返済のシミュレーション
７．損益分岐点をグラフにしてみる
８．設備投資の採算性の計算
９．最適発注量の計算（１）
１０．最適発注量の計算（２）
１１．セールス・ミックス（１）
１２．セールス・ミックス（２）
１３．投資の判断（１）
１４．投資の判断（２）
１５．まとめ



2019-4020000618-04会計情報システム論「（二部）」

平川　茂

◎商学:A-1,A-2,A-3

1.表計算ソフトを使って損益分岐点を計算することができる。　(A-1)

2.損益分岐点売上から、新規出店に関する意思決定の妥当性を説明することが
できる。　(A-3)

3.損益分岐点売上から、新規出店に関する現状分析をすることができる。　
(A-2)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-4020000425-03会計情報システム論Ⅰ「（二部）」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・二部２時限　　試験時間割：2019/07/29　夜２限　　

平川　茂

◎－－－　概要　－－－◎

　現代における会計情報の作成は、その大部分がコンピュー
ターによって行われている。そこで作成される会計情報は、さ
まざまな形に加工されて企業経営に活かされている。そのた
め、将来ビジネス社会で活動するためには、コンピューターを
利用した会計情報の作成、加工および利用に関する知識が不可
欠であるといっても過言ではない。
　本講義では、表計算ソフトを用いて、基本的なコンピュー
ター会計の知識を提供することを目的としている。本講義で
は、主に財務会計分野に関するコンピューター会計の知識につ
いて説明する。進め方としては、前半は講義形式による説明を
行い、後半は表計算ソフトを操作して課題作成に取り組んでも
らう。課題は、いくつかの条件を満たしたシミュレーションが
中心である。

◎－－－　到達目標　－－－◎

表計算ソフトを使って損益計算書を作成することができる。
(知識・理解)

損益計算書を読んで、営業の動向を読み取ることができる。
(知識・理解)

損益計算書を読んで、予算と実績の差異の原因を理解すること
ができる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　事前の学習として、財務会計に関する書物を熟読しておくこ
と（60分）。
　事後の学習として、表計算ソフトの操作を再確認しておくと
ともに、講義で取り扱ったシミュレーションについて、実際に
電卓を用いて行うことができるようにしておくこと（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験65%、提出課題35%の割合で評価する。
　定期試験は、財務会計分野におけるコンピューター会計の知
識と、会計データの活用について十分に理解しているかどうか
が評価の基準である。またシミュレーションについて、なぜそ
のように考えたのかについても論述してもらう。
　提出課題は、毎回講義の後半で作成し提出する課題が、所定
の要件を満たしたうえでどの程度できているかで評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

使用しない。

◎－－－　参考書　－－－◎

河合久他『コンピューター会計システム入門』創成社　
ISBN 978-4-7944-1406-9

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　「簿記原理」または「簿記入門Ⅰ・Ⅱ」他、主に財務会
計の分野に属する科目で学ぶ範囲について本講義では積極
的に取り扱う。そのため、各科目の復習をしておくことが
望ましい。
　毎回講義時に、提出課題をメール添付によって提出して
もらう。そのため、大学のwebメールを使用できるように
しておくこと。大学のアドレス以外から課題を送ることは
認めない。
　※登録については、『学修ガイド』の「登録制限科目に
ついて」を参照してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．ガイダンス
２．現金出納帳の作成（１）
３．現金出納帳の作成（２）
４．売掛金集計表の作成
５．目標売上高の計算
６．予算実績管理表の作成
７．月次損益計算書の作成
８．定額法による減価償却費の計算
９．定率法による減価償却費の計算
１０．決算予測（１）
１１．決算予測（２）
１２．資金繰り表の作成
１３．売上・利益シミュレーション（１）
１４．売上・利益シミュレーション（２）
１５．まとめ



2019-4020000425-03会計情報システム論Ⅰ「（二部）」

平川　茂

◎経営

1.表計算ソフトを使って損益計算書を作成することができる。　(A-1)

2.損益計算書を読んで、営業の動向を読み取ることができる。　(A-2)

3.損益計算書を読んで、予算と実績の差異の原因を理解することができる。　
(A-3)

◎　経営学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　経営学および会計学をはじめとする商学の専門的知識ならびに人文
科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の現状を説明することができる。
A-3　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の課題を説明することができる。
A-4　経営学および会計学の知識を用いて企業の財務活動を説明すること
ができる。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題を
発見することができる。
B-2　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題に
対する解決策を提案することができる。
B-3　組織において、協働して問題解決に当たるために必要なコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　問題解決への取り組みの成果を発信するために必要なプレゼンテー
ション能力を活用することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題解決の成果を発信することにより、社会や組織の発展に貢献す
る姿勢をもっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　組織の内外において、協働して問題解決に当たる姿勢をもってい
る。



2019-4020000426-03会計情報システム論Ⅱ「（二部）」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・二部２時限　　試験時間割：2020/01/20　夜２限　　

平川　茂

◎－－－　概要　－－－◎

　現代における会計情報の作成は、その大部分がコンピュー
ターによって行われている。そこで作成される会計情報は、さ
まざまな形に加工されて企業経営に活かされている。そのた
め、将来ビジネス社会で活動するためには、コンピューターを
利用した会計情報の作成、加工および利用に関する知識が不可
欠であるといっても過言ではない。
　本講義では、表計算ソフトを用いて、基本的なコンピュー
ター会計の知識を提供することを目的としている。本講義で
は、主に管理会計分野および経営財務分野に関するコンピュー
ター会計の知識について説明する。進め方としては、前半は講
義形式による説明を行い、後半は表計算ソフトを操作して課題
作成に取り組んでもらう。課題は、いくつかの条件を満たした
シミュレーションが中心である。

◎－－－　到達目標　－－－◎

表計算ソフトを使って損益計算書を作成することができる。
(知識・理解)

損益計算書売上から、新規出店に関する意思決定の妥当性を説
明することができる。(知識・理解)

損益分岐点売上から、新規出店に関する現状分析をすることが
できる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　事前の学習として、管理会計に関する書物を熟読しておくこ
と（60分）。
　事後の学習として、表計算ソフトの操作を再確認しておくと
ともに、講義で取り扱ったシミュレーションについて、実際に
電卓を用いて行うことができるようにしておくこと（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験65%、提出課題35%の割合で評価する。
　定期試験は、管理会計および経営財務の分野に関連するコン
ピューター会計の知識と、会計データの活用について十分に理
解しているかどうかが評価の基準である。またシミュレーショ
ンについて、なぜそのように考えたのかについても論述しても
らう。
　提出課題は、毎回講義の後半で作成し提出する課題が、所定
の要件を満たしたうえでどの程度できているかで評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

使用しない。

◎－－－　参考書　－－－◎

河合久他『コンピューター会計システム入門』創成社　
ISBN 978-4-7944-1406-9

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　「簿記原理」または「簿記入門Ⅰ・Ⅱ」他、主に財務会
計分野に属する科目で学ぶ範囲について本講義では積極的
に取り扱う。そのため、各科目の復習をしておくことが望
ましい。
　毎回講義時に、提出課題をメール添付によって提出して
もらう。そのため、大学のwebメールを使用できるように
しておくこと。大学のアドレス以外から課題を送ることは
認めない。
　※登録については、『学修ガイド』の「登録制限科目に
ついて」を参照してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．ガイダンス
２．損益分岐点の計算
３．販売価格と販売数量のシミュレーション
４．金利の計算（単利と複利）
５．積立預金の計算
６．ローン返済のシミュレーション
７．損益分岐点をグラフにしてみる
８．設備投資の採算性の計算
９．最適発注量の計算（１）
１０．最適発注量の計算（２）
１１．セールス・ミックス（１）
１２．セールス・ミックス（２）
１３．投資の判断（１）
１４．投資の判断（２）
１５．まとめ



2019-4020000426-03会計情報システム論Ⅱ「（二部）」

平川　茂

◎経営

1.表計算ソフトを使って損益計算書を作成することができる。　(A-1)

2.損益計算書売上から、新規出店に関する意思決定の妥当性を説明することが
できる。　(A-2)

3.損益分岐点売上から、新規出店に関する現状分析をすることができる。　
(A-3)

◎　経営学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　経営学および会計学をはじめとする商学の専門的知識ならびに人文
科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の現状を説明することができる。
A-3　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の課題を説明することができる。
A-4　経営学および会計学の知識を用いて企業の財務活動を説明すること
ができる。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題を
発見することができる。
B-2　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題に
対する解決策を提案することができる。
B-3　組織において、協働して問題解決に当たるために必要なコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　問題解決への取り組みの成果を発信するために必要なプレゼンテー
ション能力を活用することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題解決の成果を発信することにより、社会や組織の発展に貢献す
る姿勢をもっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　組織の内外において、協働して問題解決に当たる姿勢をもってい
る。



2019-4020000427-02監査概論「（二部）」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・二部１時限　　試験時間割：2019/07/31　夜１限　　

長束　航

◎－－－　概要　－－－◎

　監査とは、依頼人の求めに応じて、被監査対象とは独立の立
場にある者が、被監査対象の行為とある判断規準との間の合致
の程度を確かめるために、証拠を客観的に入手し、評価し、そ
の結果を依頼人に対して報告する一連の行為である。このよう
に書くと、監査とはやたらと難解なものなのではないかと思っ
たり、どことなく陰惨なものなのではないかという印象をもっ
たりするかもしれない。
　しかし、人間は能力的に限界があり、錯誤や過失を犯すこと
が絶無であるとはいえないということを考えれば、監査とはむ
しろ、そのような人間の道徳性を保持するためのヒューマニス
ティックな用具であると考えるべきであろう。人間の道徳性に
疑問符がつくような事件が多発している今日において、監査と
いう行為は、人間社会を円滑に運営していくうえで重要視され
なければならない行為であるといえよう。大学において監査論
を学ぶ意義は、ここにある。
　かかる監査という行為の力がもっとも発揮されるのが、企業
経営においてである。企業において行われる監査としては、主
として財務諸表監査、監査役監査および内部監査がある。本講
義では、財務諸表監査を中心に取り扱うが、監査役監査および
内部監査についても取り上げ、監査とはどのような行為なのか
について広範に学習していきたいと考えている。
　したがって、本講義は、職業会計人（公認会計士、税理士な
ど）をめざす者はもとより、企業に就職する者、自ら企業を興
そうとする者など、ビジネスの世界で生きていこうとする者全
員にとって有益となると思われる。本学科において会計学を専
攻している学生はもちろん、その他の学問を専攻している学生
も積極的に受講してほしい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

企業で行われている3種類の監査、すなわち財務諸表監査、監
査役監査および内部監査について、各監査の意義と特徴を理解
する。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　予習は特に必要ない。講義後は配布資料やノートの整理をし
て復習を行い、講義内容の理解を深めておくこと（50分）。毎
回の講義内容は論理的に密接に結びついているため、復習をき
ちんと行ったうえで次回の講義に臨んでほしい。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　原則として定期試験により評価する。ただし、授業中に記入
してもらうミニッツ･ペーパーの内容により、若干の加点を行
うことがある（最大10点程度）。瑣末な知識の有無よりも、監
査全般に関する基本的な理解ができているかどうかを単位認定
の判断基準とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　特に使用しない予定である。

◎－－－　参考書　－－－◎

内藤文雄『財務諸表監査の考え方』税務経理協会／
ISBN4419043156
山浦久司『会計監査論』第５版　中央経済社／
ISBN9784502280900
八田進二編著『新版　監査論を学ぶ』同文舘出版／
ISBN4495169726

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

①１つのテーマを複数回の講義にわたって取り扱うことも
多いので、欠席しないこと。
②財務諸表監査を理解するためには、財務諸表の作成プロ
セスや会計ディスクロージャー制度を理解している必要が
ある。したがって、「簿記原理」または、「会計学総論」
および「財務会計論」を履修済みであることが望ましい。
ただし、本講義中にも若干の補足説明を行うつもりであ
る。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　ガイダンス
２　企業における監査の意義と種類
３　財務諸表監査の意義と必要性
４　財務諸表監査制度（金融商品取引法監査制度
　　と会社法監査制度）
５　財務諸表監査の役割
６　監査基準
７　監査主体論(1)
８　監査主体論(2)
９　監査実施論(1)
１０　監査実施論(2)
１１　監査報告論
１２　監査役監査と監査委員会による監査(1)
　　　会社法監査制度の概要
１３　監査役監査と監査委員会による監査(2)
　　　監査役監査の実施と報告
１４　内部監査(1)内部監査の意義と独立性
１５　内部監査(2)内部監査の実施と報告



2019-4020000427-02監査概論「（二部）」

長束　航

◎経営

1.企業で行われている3種類の監査、すなわち財務諸表監査、監査役監査および
内部監査について、各監査の意義と特徴を理解する。　(A-1)

◎　経営学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　経営学および会計学をはじめとする商学の専門的知識ならびに人文
科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の現状を説明することができる。
A-3　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の課題を説明することができる。
A-4　経営学および会計学の知識を用いて企業の財務活動を説明すること
ができる。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題を
発見することができる。
B-2　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題に
対する解決策を提案することができる。
B-3　組織において、協働して問題解決に当たるために必要なコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　問題解決への取り組みの成果を発信するために必要なプレゼンテー
ション能力を活用することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題解決の成果を発信することにより、社会や組織の発展に貢献す
る姿勢をもっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　組織の内外において、協働して問題解決に当たる姿勢をもってい
る。



2019-4020000616-02監査論「（二部）」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・二部１時限　　試験時間割：2019/07/31　夜１限　　

長束　航

◎－－－　概要　－－－◎

　監査とは、依頼人の求めに応じて、被監査対象とは独立の立
場にある者が、被監査対象の行為とある判断規準との間の合致
の程度を確かめるために、証拠を客観的に入手し、評価し、そ
の結果を依頼人に対して報告する一連の行為である。このよう
に書くと、監査とはやたらと難解なものなのではないかと思っ
たり、どことなく陰惨なものなのではないかという印象をもっ
たりするかもしれない。
　しかし、人間は能力的に限界があり、錯誤や過失を犯すこと
が絶無であるとはいえないということを考えれば、監査とはむ
しろ、そのような人間の道徳性を保持するためのヒューマニス
ティックな用具であると考えるべきであろう。人間の道徳性に
疑問符がつくような事件が多発している今日において、監査と
いう行為は、人間社会を円滑に運営していくうえで重要視され
なければならない行為であるといえよう。大学において監査論
を学ぶ意義は、ここにある。
　かかる監査という行為の力がもっとも発揮されるのが、企業
経営においてである。企業において行われる監査としては、主
として財務諸表監査、監査役監査および内部監査がある。本講
義では、財務諸表監査を中心に取り扱うが、監査役監査および
内部監査についても取り上げ、監査とはどのような行為なのか
について広範に学習していきたいと考えている。
　したがって、本講義は、職業会計人（公認会計士、税理士な
ど）をめざす者はもとより、企業に就職する者、自ら企業を興
そうとする者など、ビジネスの世界で生きていこうとする者全
員にとって有益となると思われる。本学科において会計学を専
攻している学生はもちろん、その他の学問を専攻している学生
も積極的に受講してほしい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

企業で行われている3種類の監査、すなわち財務諸表監査、監
査役監査および内部監査について、各監査の意義と特徴を理解
する。(知識・理解)

各企業においてどのような監査が必要とされるかについて理解
する。(知識・理解)

各企業における監査上の課題を説明することができる。(知
識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　予習は特に必要ない。講義後は配布資料やノートの整理をし
て復習を行い、講義内容の理解を深めておくこと（50分）。毎
回の講義内容は論理的に密接に結びついているため、復習をき
ちんと行ったうえで次回の講義に臨んでほしい。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　原則として定期試験により評価する。ただし、授業中に記入
してもらうミニッツ･ペーパーの内容により、若干の加点を行
うことがある（最大10点程度）。瑣末な知識の有無よりも、監
査全般に関する基本的な理解ができているかどうかを単位認定
の判断基準とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　特に使用しない予定である。

◎－－－　参考書　－－－◎

内藤文雄『財務諸表監査の考え方』税務経理協会／
ISBN4419043156
山浦久司『会計監査論』第５版　中央経済社／
ISBN9784502280900
八田進二編著『新版　監査論を学ぶ』同文舘出版／
ISBN4495169726

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

①１つのテーマを複数回の講義にわたって取り扱うことも
多いので、欠席しないこと。
②財務諸表監査を理解するためには、財務諸表の作成プロ
セスや会計ディスクロージャー制度を理解している必要が
ある。したがって、「簿記原理」、「会計学総論」および
「財務会計論」を履修済みであることが望ましい。ただ
し、本講義中にも若干の補足説明を行うつもりである。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　ガイダンス
２　企業における監査の意義と種類
３　財務諸表監査の意義と必要性
４　財務諸表監査制度（金融商品取引法監査制度
　　と会社法監査制度）
５　財務諸表監査の役割
６　監査基準
７　監査主体論(1)
８　監査主体論(2)
９　監査実施論(1)
１０　監査実施論(2)
１１　監査報告論
１２　監査役監査と監査委員会による監査(1)
　　　会社法監査制度の概要
１３　監査役監査と監査委員会による監査(2)
　　　監査役監査の実施と報告
１４　内部監査(1)内部監査の意義と独立性
１５　内部監査(2)内部監査の実施と報告



2019-4020000616-02監査論「（二部）」

長束　航

◎商学:A-1,A-2,A-3

1.企業で行われている3種類の監査、すなわち財務諸表監査、監査役監査および
内部監査について、各監査の意義と特徴を理解する。　(A-1)

2.各企業においてどのような監査が必要とされるかについて理解する。　(A-2)

3.各企業における監査上の課題を説明することができる。　(A-3)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-4020000615-02管理会計論「（二部）」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・二部２時限　　試験時間割：2019/07/25　夜２限　　

篠原　巨司馬

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義は経営するためにどのように会計を利用していくかと
いう問題を扱う。
　これまで試験などを受けて，成績を測定し何ができて何がで
きてないかを把握し勉強が足りない部分を見つけ重点的に取り
組むというようなことをした経験があるだろう。あるいは体力
を測ったりスポーツの技能をデータで確認（シュート成功率は
何％，インターセプト何本など）し，どの能力が高くどの能力
が足りないかということを把握してより自分を高めるためのト
レーニングをするというような経験があるだろう。
　経営もこれと同じで，自分の能力を測ったり，外部の環境の
中で自社がどのような位置にいるかといった経営情報を把握す
ることで次にやるべき取り組みを見出すことが肝要となる。そ
のような経営情報の一つに管理会計情報がある。
　本講義では，この管理会計情報をどのように測定するかとい
う側面と，その情報をいかに利用し組織をコントロールするか
という側面と両面からアプローチする。後者に関しては，組織
成員への影響プロセスについての最先端の研究を適宜紹介しな
がら議論していきたい。
　なお，本講義は，会計と名前がついているが，会計だけでな
くマーケティング論，戦略論，生産管理論，労務管理論など経
営全体に対する総合的な理解が必要である。適宜補足はする
が，それらに触れたことがない場合は，追加的に学習する必要
があるだろう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

講義で扱ったそれぞれのトピックについて概要を説明できる
(知識・理解)

企業の管理会計の具体的事例を挙げることができる(知識・理
解)

企業経営のための管理会計の意義を説明できる(知識・理解)

文献や事例を用い建設的な議論ができる(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　教科書を読んでくることを前提に話を進める。
　また，各自でウェブサイトや新聞，ニュース等から現代企業
の経営の問題について常にアンテナを張り情報を得ること。
　また時間外学習としてレポートやエッセイを執筆してもら
う。
　目安として毎週２時間程度は管理会計に関する課題や思考に
励むことを推奨する。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　上記到達目標すべてに達しているかどうかを基準とする。

評価方法は以下の通りである。
期末テスト70%
議論への参加30%

◎－－－　テキスト　－－－◎

上總康行『管理会計論第二版』新世社
ISBN488384255X

◎－－－　参考書　－－－◎

櫻井通晴『管理会計〔第六版〕』同文館出版
ISBN 978-4495161460

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　２年から受講できるが，経営の総合的な見方を必要とす
るため，ある程度経営の全体像を学んでから受講すること
が望ましい。
　また教科書を事前に読むことは必須であり，講義中に議
論に参加してもらう。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1．ガイダンス
2．管理会計のフレームワーク（全体像）
3．管理会計のフレームワーク（マネジメント・
　　コントロール１）
4．管理会計のフレームワーク（マネジメント・
　　コントロール２）
5．戦略管理会計（目標利益と中期経営
　　計画１）
6．戦略管理会計（目標利益と中期経営
　　計画２）
7．戦略管理会計（戦略分析会計１）
8．戦略管理会計（戦略分析会計２）
9．戦略管理会計（中期個別会計１）
10．戦略管理会計（中期個別会計２）
11．資本予算
12．短期利益計画
13．予算管理
14．ケーススタディ
15．振り返り



2019-4020000615-02管理会計論「（二部）」

篠原　巨司馬

◎商学:A-2,A-3,B-3

1.講義で扱ったそれぞれのトピックについて概要を説明できる　(A-2)

2.企業の管理会計の具体的事例を挙げることができる　(A-3)

3.企業経営のための管理会計の意義を説明できる　(A-3)

4.文献や事例を用い建設的な議論ができる　(B-3)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-4020000423-02管理会計論Ⅰ「（二部）」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・二部２時限　　試験時間割：2019/07/25　夜２限　　

篠原　巨司馬

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義は経営するためにどのように会計を利用していくかと
いう問題を扱う。
　これまで試験などを受けて，成績を測定し何ができて何がで
きてないかを把握し勉強が足りない部分を見つけ重点的に取り
組むというようなことをした経験があるだろう。あるいは体力
を測ったりスポーツの技能をデータで確認（シュート成功率は
何％，インターセプト何本など）し，どの能力が高くどの能力
が足りないかということを把握してより自分を高めるためのト
レーニングをするというような経験があるだろう。
　経営もこれと同じで，自分の能力を測ったり，外部の環境の
中で自社がどのような位置にいるかといった経営情報を把握す
ることで次にやるべき取り組みを見出すことが肝要となる。そ
のような経営情報の一つに管理会計情報がある。
　本講義では，この管理会計情報をどのように測定するかとい
う側面と，その情報をいかに利用し組織をコントロールするか
という側面と両面からアプローチする。後者に関しては，組織
成員への影響プロセスについての最先端の研究を適宜紹介しな
がら議論していきたい。
　なお，本講義は，会計と名前がついているが，会計だけでな
くマーケティング論，戦略論，生産管理論，労務管理論など経
営全体に対する総合的な理解が必要である。適宜補足はする
が，それらに触れたことがない場合は，追加的に学習する必要
があるだろう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

講義で扱ったそれぞれのトピックについて概要を説明できる
(知識・理解)

企業の管理会計の具体的事例を挙げることができる(知識・理
解)

企業経営のための管理会計の意義を説明できる(技能)

文献や事例を用い建設的な議論ができる(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　教科書を読んでくることを前提に話を進める。
　また，各自でウェブサイトや新聞，ニュース等から現代企業
の経営の問題について常にアンテナを張り情報を得ること。
　また時間外学習としてレポートやエッセイを執筆してもら
う。
　目安として毎週２時間程度は管理会計に関する課題や思考に
励むことを推奨する。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　上記到達目標すべてに達しているかどうかを基準とする。

評価方法は以下の通りである。
期末テスト70%
議論への参加30%

◎－－－　テキスト　－－－◎

上總康行『管理会計論第二版』新世社
ISBN488384255X

◎－－－　参考書　－－－◎

櫻井通晴『管理会計〔第六版〕』同文館出版
ISBN 978-4495161460

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　２年から受講できるが，経営の総合的な見方を必要とす
るため，ある程度経営の全体像を学んでから受講すること
が望ましい。
　また教科書を事前に読むことは必須であり，講義中に議
論に参加してもらう。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1．ガイダンス
2．管理会計のフレームワーク（全体像）
3．管理会計のフレームワーク（マネジメント・
　　コントロール１）
4．管理会計のフレームワーク（マネジメント・
　　コントロール２）
5．戦略管理会計（目標利益と中期経営
　　計画１）
6．戦略管理会計（目標利益と中期経営
　　計画２）
7．戦略管理会計（戦略分析会計１）
8．戦略管理会計（戦略分析会計２）
9．戦略管理会計（中期個別会計１）
10．戦略管理会計（中期個別会計２）
11．資本予算
12．短期利益計画
13．予算管理
14．ケーススタディ
15．振り返り



2019-4020000423-02管理会計論Ⅰ「（二部）」

篠原　巨司馬

◎経営

1.講義で扱ったそれぞれのトピックについて概要を説明できる　(A-1)

2.企業の管理会計の具体的事例を挙げることができる　(A-2)

3.企業経営のための管理会計の意義を説明できる　(B-1)

4.文献や事例を用い建設的な議論ができる　(C-1)

◎　経営学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　経営学および会計学をはじめとする商学の専門的知識ならびに人文
科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の現状を説明することができる。
A-3　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の課題を説明することができる。
A-4　経営学および会計学の知識を用いて企業の財務活動を説明すること
ができる。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題を
発見することができる。
B-2　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題に
対する解決策を提案することができる。
B-3　組織において、協働して問題解決に当たるために必要なコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　問題解決への取り組みの成果を発信するために必要なプレゼンテー
ション能力を活用することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題解決の成果を発信することにより、社会や組織の発展に貢献す
る姿勢をもっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　組織の内外において、協働して問題解決に当たる姿勢をもってい
る。



2019-4020000424-02管理会計論Ⅱ「（二部）」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・二部２時限　　試験時間割：2020/01/23　夜２限　　

篠原　巨司馬

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義は経営するためにどのように会計を利用していくかと
いう問題を扱う。
　これまで試験などを受けて，成績を測定し何ができて何がで
きてないかを把握し勉強が足りない部分を見つけ重点的に取り
組むというようなことをした経験があるだろう。あるいは体力
を測ったりスポーツの技能をデータで確認（シュート成功率は
何％，インターセプト何本とかです）し，どの能力が高くどの
能力が足りないかということを把握してより自分を高めるため
のトレーニングをするというような経験があるだろう。
　経営もこれと同じで，自分の能力を測ったり，外部の環境の
中で自社がどのような位置にいるかといった経営情報を把握す
ることで次にやるべき取り組みを見出すことが肝要となる。
　そのような経営情報の一つに管理会計情報がある。
　本講義では，この管理会計情報をどのように測定するかとい
う側面と，その情報をいかに利用し組織をコントロールするか
という側面と両面からアプローチする。後者に関しては，組織
成員への影響プロセスについての最先端の研究を適宜紹介しな
がら議論していきたい。
　また講義では主にケーススタディを通して理論を学ぶ。
　なお，本講義は，会計と名前がついているが，会計だけでな
くマーケティング論，戦略論，生産管理論，労務管理論など経
営全体に対する総合的な理解が必要である。適宜補足はする
が，それらに触れたことがない場合は，追加的に学習する必要
があるだろう。
　「管理会計論Ⅱ」では前期で扱ってきた全社的な管理より
も，より個別の議論を扱っていく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

管理会計の知識を用いてディスカッションができる(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　教科書を読んでくることを前提に話を進める。
　また，各自でウェブサイトや新聞，ニュース等から現代企業
の経営の問題について常にアンテナを張り情報を得ること。
　時間外学習としてエッセイやレポートを執筆してもらう。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　上記到達目標すべてに達しているかどうかを基準とする。

評価方法は以下の通りである。
期中のエッセイ・レポート(複数回を予定)50％
期末テスト50%

◎－－－　テキスト　－－－◎

上總康行『ケースブック管理会計』新世社
ISBN978-4-88384-211-7

◎－－－　参考書　－－－◎

櫻井通晴『管理会計〔第六版〕』同文館出版
ISBN 978-4495161460

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　２年から受講できるが，経営の総合的な見方を必要とす
るため，ある程度経営の全体像を学んでから受講すること
が望ましい。
　また「管理会計論Ⅰ」と「管理会計論Ⅱ」はセットであ
る。両方とも受講することで全体を学習できる。
　「管理会計論Ⅰ」を受講せずに履修した場合、内容を理
解するのが困難になる可能性がある。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1．ガイダンス
　　（「管理会計論Ⅰ」の振り返り：管理会計のフレーム
ワーク）
2．戦略とマネジメント・コントロール
3．ケーススタディ：会計による戦略マネジメント
4．直接原価計算
5．事業セグメント利益管理
6．バリューチェーンマネジメントと会計
7．購買管理会計
8．生産管理会計
9．品質管理会計
10．販売管理会計
11．管理会計のフロンティア（１）
12．管理会計のフロンティア（２）
13．管理会計のフロンティア（３）
14．ケーススタディ
15．振り返り



2019-4020000424-02管理会計論Ⅱ「（二部）」

篠原　巨司馬

◎経営

1.管理会計の知識を用いてディスカッションができる　(B-1)

◎　経営学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　経営学および会計学をはじめとする商学の専門的知識ならびに人文
科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の現状を説明することができる。
A-3　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の課題を説明することができる。
A-4　経営学および会計学の知識を用いて企業の財務活動を説明すること
ができる。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題を
発見することができる。
B-2　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題に
対する解決策を提案することができる。
B-3　組織において、協働して問題解決に当たるために必要なコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　問題解決への取り組みの成果を発信するために必要なプレゼンテー
ション能力を活用することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題解決の成果を発信することにより、社会や組織の発展に貢献す
る姿勢をもっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　組織の内外において、協働して問題解決に当たる姿勢をもってい
る。



2019-4020000395-02基礎経営財務論「（二部）」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・二部１時限　　試験時間割：2019/07/30　夜１限　　

水野　博志

◎－－－　概要　－－－◎

　実践経営学の中で経営財務を考える。実践経営学というのは、経営
を成功させるための経営学である。この授業では、特に投資と資金調
達を中心に、どのようにすれば投資と資金調達を成功させることがで
きるかを考える。
　この授業では失敗しない投資をするための財務の基礎を学ぶ。この
基礎をマスターしておかないと、投資は必ず失敗するといっても過言
ではない。投資は気合いで成功するものではなく、緻密な計画が必要
で、それでも成功する保証はない。
　投資に関しては、まずどれくらいの自己資金を持っているのかがポ
イントになる。借入比率が高い中で投資をすると投資の中身・収益性
がよくても資金繰りで苦労することになる。したがって豊かな自己資
金を持っているとして、投資案の評価並びに評価方法を学ぶ順序にな
る。その際、時間価値を考慮した割引現金法の概念は経済計算の必須
事項である。同時に、不確実性（リスク）と危険回避の概念も必須で
ある。投資の概念を理解した上で、現実に目を向ける。なぜ多くの巨
大プロジェクトは失敗をしてきたのかを考える。さらに重要なのはど
うすれば失敗を避けることができるかである。ここで重要なのは
キャッシュフローの推定である。要するに、合理的推定について考え
る。
　次に、資金調達の方法について学ぶ。調達方法は株式と負債に分け
られるが、株式と負債の違い、それぞれの資本コストについて学ぶ。
次に株式と負債の選択について考える。この問題に関して企業金融の
基礎理論であるMM理論を解説し、それをベースに最適資本調達につ
いて考察する。さらに実務の中で、資本構成がどのように決まってく
るのかを解説する。
　最後に企業の目的と存続について考える。企業にとって重要なのは
長期的に存続することである。この観点がないと単なる短期的な金儲
けで終わってしまい、長期的には存続できない。京セラ会長の稲盛和
夫氏の見解を紹介し、わたし自身の実務的なコメントを行う。
　この講義の大きな特徴は、毎回受講者が授業のはじめに株価の動
き、経済ニュースをスマートフォンで検索し、そのあとわたしが解説
することにある。株価は全ての情報を反映し、その動きを知ることに
よって、世界経済、日本経済の動きが身近になるであろう。ダイナ
ミックな株価の動きを感じ、世の中の一歩先に行く経営が求められて
いる。そのような緊迫感をこの授業で感じてもらいたいと思う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

企業の投資と資金調達の基本を説明できる。(知識・理解)

起業の際のファイナンスの重要性を説明できる。(知識・理解)

投資を行う際のチェックポイントを判断できる。(知識・理解)

ファイナンスの際のポイントがわかる。(知識・理解)

日経平均株価の動きを日常的に考えるようになる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　予習・復習として特に重要なのは、日経Webで、株式市場を中心に
したマーケットの動きをみることである。日経Webにはマーケットの
動きに対する解説が書かれているのでそれを読むこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　試験の結果重視、出席を含む平常点を考慮するが、ゼミのように出
席が悪いと単位が取れないということはない。4年生の場合、しばし
ば就職活動で授業に出席できない場合があるが、試験の結果が良けれ
ば全く問題はない。
　試験では投資のリスクを下げる方法、そのための調達方法の理解度
をテストする。また、日本経済、株価動向についての基本的な興味と
理解度をテストする。ただし、レポート提出、小テストなどの課題は
一切要求しない。

◎－－－　テキスト　－－－◎

ノート講義のためなし

◎－－－　参考書　－－－◎

冨山和彦、岸本光永編著『リーダーのための戦略思考』日
本経済新聞出版社、2012、1500円　ISBN
978-4-532-31863-5
稲盛和夫著『心を高める、経営を伸ばす』（新装版）PHP
研究所、2004、1000円　ISBN 4-569-63638-1
稲盛和夫著『アメーバ経営』日本経済新聞出版社、2006、
1500円　ISBN 4-532-31295-7
水野博志著『企業財務の研究』近代文芸社、1995、3800円
　ISBN4-7733-4990-5
水野博志著『財務的意思決定の分析』中央経済社、1996、
4326円　ISBN4-502-33625-4

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　レポート提出はないが、分からない人は参考書で復習を
してもらいたい。評価ではテストのウェイトが高いが、出
席しないでテストで良い結果を取ることはほとんどないの
で、よく出席するように。
　授業では、わたし自身のビジネスの経験も語るので、講
義は非常に実践的である。どうしたら成功するかに力点が
ある。わたしは単なる知識の伝授ではなく、感動を与える
授業を目指している。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１　実践経営学とは何か
　２　実践経営学と実践経営財務論
　３　財務の重要性
　　　株式と負債の本質的差異
　　　頭金＝株式の重要性
　４　固定資産投資
　５　キャッシュフローの推定のポイント
　６　投資決定の方法
　　　回収期間法、IRR法
　７　NPV法
　　　NPV法とIRR法
　　　再投資収益率の重要性
　８　リスクと危険回避者の概念
　９　不確実性と資本コスト
　10　長期資本の調達
　　　  社債の資本コスト
　11　株式の資本コスト
　12　平均資本コストとMM理論
　13　現実的な条件下における
　　　  企業の資本構成の決定
　14　企業の目的と存続
　　　  京セラ稲盛和夫の経営哲学
　15　まとめ



2019-4020000395-02基礎経営財務論「（二部）」

水野　博志

◎経営

1.企業の投資と資金調達の基本を説明できる。　(A-1)

2.起業の際のファイナンスの重要性を説明できる。　(A-2)

3.投資を行う際のチェックポイントを判断できる。　(A-3)

4.ファイナンスの際のポイントがわかる。　(A-4)

5.日経平均株価の動きを日常的に考えるようになる。　(A-1)

◎　経営学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　経営学および会計学をはじめとする商学の専門的知識ならびに人文
科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の現状を説明することができる。
A-3　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の課題を説明することができる。
A-4　経営学および会計学の知識を用いて企業の財務活動を説明すること
ができる。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題を
発見することができる。
B-2　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題に
対する解決策を提案することができる。
B-3　組織において、協働して問題解決に当たるために必要なコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　問題解決への取り組みの成果を発信するために必要なプレゼンテー
ション能力を活用することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題解決の成果を発信することにより、社会や組織の発展に貢献す
る姿勢をもっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　組織の内外において、協働して問題解決に当たる姿勢をもってい
る。



2019-4020000108-02経営管理概論「（二部）」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・二部２時限　　試験時間割：2020/01/21　夜２限　　

藤野　真

◎－－－　概要　－－－◎

　「経営管理概論」では、経営学科におかれている専門科目の
中でも入門的な科目と位置付け、企業経営における「管理」と
は何かということを学んでいきます。
　講義は、配布したレジュメに沿って行います。レジュメは、
専門用語や重要語句が空欄になっています。また、まとめや小
括にあたる部分は100～200字程度の文章を書き込む空欄を設け
ています。
　講義では、おもに上記のような空欄を埋めるとともに、教員
がおこなった説明などのメモをおこなってください。
　レジュメを埋めればそれで学習が終わるわけではありませ
ん。レジュメを埋めることは学習を促進させる一つの手段でし
かありません。したがって、主体的・自律的態度をもって講義
に臨んでください。

◎－－－　到達目標　－－－◎

企業・経営・労働について理解すると同時に、それらを取り囲
む社会・経済について基本的な知識を身についけている。(知
識・理解)

企業とは何か、経営とは何か、労働とは何かについて経営学の
知識を用いて説明することができる。(知識・理解)

企業、経営、労働についてあるべき経営管理を説明できる。
(知識・理解)

企業、経営、労働についてその問題点を発見し解決策を提案す
ることができる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・授業で学んだ理論や概念を学ぶ前提として、現在の社会がど
んな社会なのか、どんな企業があるのかなどを知っておく必要
があります。新聞を読んだり、ウェブを閲覧したり、ニュース
を見たり、アルバイトをしながらアルバイト先を観察したりな
どしてください（30-60分）。

・配布したレジュメを基に講義の要旨の復習を行ってください
（30-60分）。講義の内容を深く理解できるかは復習にかかっ
ています。

・授業で学んだ理論や概念を補助線に社会のことや企業のこ
と、企業経営のことを考えてください（60-90分）

・自分なりの時間外学習（30-60

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

◎評価方法と評価割合
評価は、定期試験（80％）、小テスト（20％：2回）を総合し
て行い、60点以上を合格とします。
 
◎評価基準
既存の学説を踏まえたうえで、客観的な根拠をもって自身の考
えを述べることができている解答であるかどうかを評価の基準
とします。

◎－－－　テキスト　－－－◎

百田義治編著『経営学を学ぼう』中央経済社、2013、
ISBN:978-4502-69860-6

◎－－－　参考書　－－－◎

参考書は講義中に適宜紹介していきます。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

（1）「経営管概論」について意欲的に学習する意志があ
る学生の受講を希望します。
（2）注意したにも関わらず、著しく受講態度が悪い場合
は、出席を遠慮してもらいます。
（3）部活・サークル活動による欠席はとくに配慮しませ
ん。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.　イントロダクション
2.　経営管理論とは何か？
　　経営管理論を知る
　　企業と社会の関係を考える
3.　企業とは何か？（第1章・第４章・第６章）
　　企業を知る
　　相対的に考えることを学ぶ
4.　会社（株式会社）とは何か？（第1章）
　　会社を知る
　　法制度を利用することを学ぶ
5.　コーポレート・ガバナンス（第2章）
　　コーポレート・ガバナンスを知る
　　企業統治について学ぶ
6.　中間試験（第1回目）
7.　経営とは何か？
　　経営を知る
　　対象が同じでも着眼点が変わることを学ぶ
8.　経営戦略論（第8章）
　　戦略論を知る
　　フレームワークとして理論を学ぶ
9.　経営学説史（第7章）
　　経営学説を知る
　　経営学説（理論）と社会の関係を学ぶ
10. 人的資源管理（第12章）
　　 人的資源管理を知る
　　 労働・労働力・労働者の管理を学ぶ
11. 日本的経営
　　 日本的経営を知る
　　 定説的理解と現実のズレを学ぶ
12. 企業の社会的責任（第16章）
　　 企業の社会的責任を知る
　　 普遍性と個別性を学ぶ
13. 中間試験（第2回目）
14. 労働とは何か？
　　 労働を知る
　　 「人間（らしい）」の労働を学ぶ
15. まとめ



2019-4020000108-02経営管理概論「（二部）」

藤野　真

◎経営

1.企業・経営・労働について理解すると同時に、それらを取り囲む社会・経済
について基本的な知識を身についけている。　(A-1)

2.企業とは何か、経営とは何か、労働とは何かについて経営学の知識を用いて
説明することができる。　(A-2)

3.企業、経営、労働についてあるべき経営管理を説明できる。　(A-3)

4.企業、経営、労働についてその問題点を発見し解決策を提案することができ
る。　(A-4)

◎　経営学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　経営学および会計学をはじめとする商学の専門的知識ならびに人文
科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の現状を説明することができる。
A-3　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の課題を説明することができる。
A-4　経営学および会計学の知識を用いて企業の財務活動を説明すること
ができる。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題を
発見することができる。
B-2　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題に
対する解決策を提案することができる。
B-3　組織において、協働して問題解決に当たるために必要なコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　問題解決への取り組みの成果を発信するために必要なプレゼンテー
ション能力を活用することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題解決の成果を発信することにより、社会や組織の発展に貢献す
る姿勢をもっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　組織の内外において、協働して問題解決に当たる姿勢をもってい
る。



2019-4020000602-02経営管理論「（二部）」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・二部２時限　　試験時間割：2020/01/21　夜２限　　

藤野　真

◎－－－　概要　－－－◎

　「経営管理論」では、経営学科におかれている専門科目の中
でも入門的な科目と位置付け、企業経営における「管理」とは
何かということを学んでいきます。
　講義は、配布したレジュメに沿って行います。レジュメは、
専門用語や重要語句が空欄になっています。また、まとめや小
括にあたる部分は100～200字程度の文章を書き込む空欄を設け
ています。
　講義では、おもに上記のような空欄を埋めるとともに、教員
がおこなった説明などのメモをおこなってください。
　レジュメを埋めればそれで学習が終わるわけではありませ
ん。レジュメを埋めることは学習を促進させる一つの手段でし
かありません。したがって、主体的・自律的態度をもって講義
に臨んでください。

◎－－－　到達目標　－－－◎

企業・経営・労働について理解すると同時に、それらを取り囲
む社会・経済について基本的な知識を身についけている。(知
識・理解)

企業とは何か、経営とは何か、労働とは何かについて経営学の
知識を用いて説明することができる。(知識・理解)

企業、経営、労働についてその問題点を発見し解決策を提案す
ることができる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・授業で学んだ理論や概念を学ぶ前提として、現在の社会がど
んな社会なのか、どんな企業があるのかなどを知っておく必要
があります。新聞を読んだり、ウェブを閲覧したり、ニュース
を見たり、アルバイトをしながらアルバイト先を観察したりな
どしてください（30-60分）。

・配布したレジュメを基に講義の要旨の復習を行ってください
（30-60分）。講義の内容を深く理解できるかは復習にかかっ
ています。

・授業で学んだ理論や概念を補助線に社会のことや企業のこ
と、企業経営のことを考えてください（60-90分）

・自分なりの時間外学習（30-60

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

◎評価方法と評価割合
評価は、定期試験（80％）、小テスト（20％：2回）を総合し
て行い、60点以上を合格とします。
 
◎評価基準
既存の学説を踏まえたうえで、客観的な根拠をもって自身の考
えを述べることができている解答であるかどうかを評価の基準
とします。

◎－－－　テキスト　－－－◎

百田義治編著『経営学を学ぼう』中央経済社、2013、
ISBN:978-4502-69860-6

◎－－－　参考書　－－－◎

参考書は講義中に適宜紹介していきます。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

（1）「経営管理論」について意欲的に学習する意志があ
る学生の受講を希望します。
（2）注意したにも関わらず、著しく受講態度が悪い場合
は、出席を遠慮してもらいます。
（3）部活・サークル活動による欠席はとくに配慮しませ
ん。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.　イントロダクション
2.　経営管理論とは何か？
　　経営管理論を知る
　　企業と社会の関係を考える
3.　企業とは何か？（第1章・第４章・第６章）
　　企業を知る
　　相対的に考えることを学ぶ
4.　会社（株式会社）とは何か？（第1章）
　　会社を知る
　　法制度を利用することを学ぶ
5.　コーポレート・ガバナンス（第2章）
　　コーポレート・ガバナンスを知る
　　企業統治について学ぶ
6.　中間試験（第1回目）
7.　経営とは何か？
　　経営を知る
　　対象が同じでも着眼点が変わることを学ぶ
8.　経営戦略論（第8章）
　　戦略論を知る
　　フレームワークとして理論を学ぶ
9.　経営学説史（第7章）
　　経営学説を知る
　　経営学説（理論）と社会の関係を学ぶ
10. 人的資源管理（第12章）
　　 人的資源管理を知る
　　 労働・労働力・労働者の管理を学ぶ
11. 日本的経営
　　 日本的経営を知る
　　 定説的理解と現実のズレを学ぶ
12. 企業の社会的責任（第16章）
　　 企業の社会的責任を知る
　　 普遍性と個別性を学ぶ
13. 中間試験（第2回目）
14. 労働とは何か？
　　 労働を知る
　　 「人間（らしい）」の労働を学ぶ
15. まとめ



2019-4020000602-02経営管理論「（二部）」

藤野　真

◎商学:A-1,A-2,A-3

1.企業・経営・労働について理解すると同時に、それらを取り囲む社会・経済
について基本的な知識を身についけている。　(A-1)

2.企業とは何か、経営とは何か、労働とは何かについて経営学の知識を用いて
説明することができる。　(A-2)

3.企業、経営、労働についてその問題点を発見し解決策を提案することができ
る。　(A-3)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-4020000109-02経営管理論「（二部）」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・二部２時限　　試験時間割：2019/07/30　夜２限　　

藤野　真

◎－－－　概要　－－－◎

　「経営管理論」では、経営学科におかれている専門科目の中
でも入門的な科目と位置付け、企業経営における「管理」とは
何かということを学んでいきます。
　講義は、配布したレジュメに沿って行います。レジュメは、
専門用語や重要語句が空欄になっています。また、まとめや小
括にあたる部分は100～200字程度の文章を書き込む空欄を設け
ています。
　講義では、おもに上記のような空欄を埋めるとともに、教員
がおこなった説明などのメモをおこなってください。
　レジュメを埋めればそれで学習が終わるわけではありませ
ん。レジュメを埋めることは学習を促進させる一つの手段でし
かありません。したがって、主体的・自律的態度をもって講義
に臨んでください。

◎－－－　到達目標　－－－◎

企業とは何か、経営とは何か、労働とは何かについて経営学の
知識を用いて説明することができる。(知識・理解)

企業、経営、労働についての課題を説明できる。

企業、経営、労働についてその問題点を発見し解決策を提案す
ることができる。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・授業で学んだ理論や概念を学ぶ前提として、現在の社会がど
んな社会なのか、どんな企業があるのかなどを知っておく必要
があります。新聞を読んだり、ウェブを閲覧したり、ニュース
を見たり、アルバイトをしながらアルバイト先を観察したりな
どしてください（30-60分）。

・配布したレジュメを基に講義の要旨の復習を行ってください
（30-60分）。講義の内容を深く理解できるかは復習にかかっ
ています。

・授業で学んだ理論や概念を補助線に社会のことや企業のこ
と、企業経営のことを考えてください（60-90分）

・自分なりの時間外学習（30-60

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

◎評価方法と評価割合
評価は、定期試験（80％）、小テスト（20％：2回）を総合し
て行い、60点以上を合格とします。
 
◎評価基準
既存の学説を踏まえたうえで、客観的な根拠をもって自身の考
えを述べることができている解答であるかどうかを評価の基準
とします。

◎－－－　テキスト　－－－◎

百田義治編著『経営学を学ぼう』中央経済社、2013、
ISBN:978-4502-69860-6

◎－－－　参考書　－－－◎

参考書は講義中に適宜紹介していきます。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

（1）「経営管理論」について意欲的に学習する意志があ
る学生の受講を希望します。
（2）注意したにも関わらず、著しく受講態度が悪い場合
は、出席を遠慮してもらいます。
（3）部活・サークル活動による欠席はとくに配慮しませ
ん。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.　イントロダクション
2.　経営管理論とは何か？
　　経営管理論を知る
　　企業と社会の関係を考える
3.　企業とは何か？（第1章・第４章・第６章）
　　企業を知る
　　相対的に考えることを学ぶ
4.　会社（株式会社）とは何か？（第1章）
　　会社を知る
　　法制度を利用することを学ぶ
5.　コーポレート・ガバナンス（第2章）
　　コーポレート・ガバナンスを知る
　　企業統治について学ぶ
6.　中間試験（第1回目）
7.　経営とは何か？
　　経営を知る
　　対象が同じでも着眼点が変わることを学ぶ
8.　経営戦略論（第8章）
　　戦略論を知る
　　フレームワークとして理論を学ぶ
9.　経営学説史（第7章）
　　経営学説を知る
　　経営学説（理論）と社会の関係を学ぶ
10. 人的資源管理（第12章）
　　 人的資源管理を知る
　　 労働・労働力・労働者の管理を学ぶ
11. 日本的経営
　　 日本的経営を知る
　　 定説的理解と現実のズレを学ぶ
12. 企業の社会的責任（第16章）
　　 企業の社会的責任を知る
　　 普遍性と個別性を学ぶ
13. 中間試験（第2回目）
14. 労働とは何か？
　　 労働を知る
　　 「人間（らしい）」の労働を学ぶ
15. まとめ



2019-4020000109-02経営管理論「（二部）」

藤野　真

◎経営

1.企業とは何か、経営とは何か、労働とは何かについて経営学の知識を用いて
説明することができる。　(A-1)

2.企業、経営、労働についての課題を説明できる。

3.企業、経営、労働についてその問題点を発見し解決策を提案することができ
る。

◎　経営学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　経営学および会計学をはじめとする商学の専門的知識ならびに人文
科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の現状を説明することができる。
A-3　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の課題を説明することができる。
A-4　経営学および会計学の知識を用いて企業の財務活動を説明すること
ができる。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題を
発見することができる。
B-2　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題に
対する解決策を提案することができる。
B-3　組織において、協働して問題解決に当たるために必要なコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　問題解決への取り組みの成果を発信するために必要なプレゼンテー
ション能力を活用することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題解決の成果を発信することにより、社会や組織の発展に貢献す
る姿勢をもっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　組織の内外において、協働して問題解決に当たる姿勢をもってい
る。



2019-4020000387-02経営財務論Ａ「（二部）」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・二部１時限　　試験時間割：2019/07/30　夜１限　　

水野　博志

◎－－－　概要　－－－◎

　実践経営学の中で経営財務を考える。実践経営学というのは、経営を
成功させるための経営学である。この授業では、特に投資と資金調達を
中心に、どのようにすれば投資と資金調達を成功させることができるか
を考える。
　この授業では失敗しない投資をするための財務の基礎を学ぶ。この基
礎をマスターしておかないと、投資は必ず失敗するといっても過言では
ない。投資は気合いで成功するものではなく、緻密な計画が必要で、そ
れでも成功する保証はない。
　投資に関しては、どれくらいの自己資金を持っているのかがポイント
になる。借入比率が高い中で投資をすると投資の中身・収益性がよくて
も資金繰りで苦労することになる。したがって、豊かな自己資金を持っ
ているとして、投資案の評価並びに評価方法を学ぶ順序になる。その
際、時間価値を考慮した割引現金法の概念は経済計算の必須事項であ
る。同時に、不確実性（リスク）と危険回避の概念も必須である。投資
の概念を理解した上で、現実に目を向ける。なぜ多くの巨大プロジェク
トは失敗をしてきたのかを考える。さらに重要なのはどうすれば失敗を
避けることができるかである。ここで重要なのはキャッシュフローの推
定である。要するに、合理的推定について考える。
　次に、資金調達の方法について学ぶ。調達方法は株式と負債に分けら
れるが、株式と負債の違い、それぞれの資本コストについて学ぶ。次に
株式と負債の選択について考える。この問題に関して企業金融の基礎理
論であるMM理論を解説し、それをベースに最適資本調達について考察
する。さらに実務の中で、資本構成がどのように決まってくるのかを解
説する。
　最後に企業の目的と存続について考える。企業にとって重要なのは長
期的に存続することである。この観点がないと単なる短期的な金儲けで
終わってしまい、長期的には存続できない。京セラ会長の稲盛和夫氏の
見解を紹介し、わたし自身の実務的なコメントを行う。
　この講義の大きな特徴は、毎回受講者が授業のはじめに株価の動き、
経済ニュースをスマートフォンで検索し、そのあとわたしが解説するこ
とにある。株価は全ての情報を反映し、その動きを知ることによって、
世界経済、日本経済の動きが身近になるであろう。ダイナミックな株価
の動きを感じ、世の中の一歩先に行く経営が求められている。そのよう
な緊迫感をこの授業で感じてもらいたいと思う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

企業の投資と資金調達の基本を説明できる。(知識・理解)

起業の際のファイナンスの重要性を説明できる。(知識・理解)

投資を行う際のチェックポイントを判断できる。(知識・理解)

ファイナンスの際のポイントがわかる。(知識・理解)

日経平均株価の動きを日常的に考えるようになる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　予習・復習として特に重要なのは、日経Webで、株式市場を中心にし
たマーケットの動きをみることである。毎日、株価、外国為替、ニュー
スを検索するのに30分程度の時間が必要と思われる。日経Webにはマー
ケットの動きに対する解説が書かれているのでそれを読むこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　試験の成績によって評価する。
　出席を含む平常点を考慮するが、ゼミのように出席が悪いと単位が取
れないということはない。4年生の場合、しばしば就職活動で授業に出
席できない場合があるが、試験の結果が良ければ全く問題はない。
　試験では投資のリスクを下げる方法、そのための調達方法の理解度を
テストする。また、日本経済、株価動向についての基本的な興味と理解
度をテストする。ただし、レポート提出、小テストなどの課題は一切要
求しない。

◎－－－　テキスト　－－－◎

ノート講義のためなし

◎－－－　参考書　－－－◎

冨山和彦、岸本光永編著『リーダーのための戦略思考』日
本経済新聞出版社、2012、1500円　ISBN
978-4-532-31863-5
稲盛和夫著『心を高める、経営を伸ばす』（新装版）、
PHP研究所、2004、1000円　ISBN 4-569-63638-1
稲盛和夫著『アメーバ経営』日本経済新聞出版社、2006、
1500円　ISBN 4-532-31295-7
水野博志著『企業財務の研究』近代文芸社、1995、3800
円、ISBN4-7733-4990-5
水野博志著『財務的意思決定の分析』中央経済社、1996、
4326円、ISBN4-502-33625-4

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　レポート提出はないが、分からない人は参考書で復習を
してもらいたい。評価ではテストのウェイトが高いが、出
席しないでテストで良い結果を取ることはほとんどないの
で、よく出席するように。
　授業では、わたし自身のビジネスの経験も語るので、講
義は非常に実践的である。どうしたら成功するかに力点が
ある。わたしは単なる知識の伝授ではなく、感動を与える
授業を目指している。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１　実践経営学とは何か
　２　実践経営学と実践経営財務論
　３　財務の重要性
　　　株式と負債の本質的差異
　　　頭金＝株式の重要性
　４　固定資産投資
　５　キャッシュフローの推定のポイント
　６　投資決定の方法
　　　回収期間法、IRR法
　７　NPV法
　　　NPV法とIRR法
　　　再投資収益率の重要性
　８　リスクと危険回避者の概念
　９　不確実性と資本コスト
　10　長期資本の調達
　　　  社債の資本コスト
　11　株式の資本コスト
　12　平均資本コストとMM理論
　13　現実的な条件下における
　　　  企業の資本構成の決定
　14　企業の目的と存続
　　　  京セラ稲盛和夫の経営哲学
　15　まとめ



2019-4020000387-02経営財務論Ａ「（二部）」

水野　博志

◎商学:A-1,A-2,A-3,C-2

1.企業の投資と資金調達の基本を説明できる。　(A-1)

2.起業の際のファイナンスの重要性を説明できる。　(A-2)

3.投資を行う際のチェックポイントを判断できる。　(A-3)

4.ファイナンスの際のポイントがわかる。　(A-1)

5.日経平均株価の動きを日常的に考えるようになる。　(C-2)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-4020000388-02経営財務論Ｂ「（二部）」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・二部１時限　　試験時間割：2020/01/21　夜１限　　

水野　博志

◎－－－　概要　－－－◎

　経営財務論Ｂとして、実践株式投資論を考える。実践株式投資と
いうのは、株式投資を長く続け、成功するための株式投資論であ
る。
　株式投資に関しては、短期的な利益を目的としたハウツーものの
株式投資論は山のようにある。しかし、長く成功してきた株式投資
家はアメリカの大富豪、ウォーレン・バフェットくらいで、一時的
に成功しても長くは続いたことは聞いたことがない。むしろ失敗例
が尽きない。実際、株式投資は非常に難しい。
　はじめに株式の評価について勉強する。株は将来の配当の予想、
金利とその企業のリスクによって決まってくるがいずれも客観性が
ない。そのために激しく変動するといえる。企業のリスクに関して
は、個別企業のリスクだけでなく、市場リスクとの連動性が重要で
ある。その考えをポートフォリオ理論を通じて学ぶ。
　短期の株価変動は、株式の需給によって説明される。とりわけ激
しい株価変動は企業の業績見通しが変化したというより、大量の資
金が激しく動いていることに原因がある。この視点は激しい株価変
動に対処する上で、極めて重要である。
　実際の株価の動きを理解するためには、理論的枠組みを勉強する
ばかりでなく、マーケットの構造を見る必要がある。日本の市場の
特徴は個人投資家の層が薄く、なかなか増大しないことにある。そ
の理由を、わたし自身が行った3回の調査によって明らかにし、個人
投資家を増やすためには正しい株式投資教育が必要であることを指
摘する。
　株式投資をするとすればどのようにすればよいのかを考えてみた
い。長期は長期国際分散投資であり、短期は空売りを用いたペアト
レードを紹介する。
　最後に稲盛和夫氏の「働き方」を紹介し、株式投資の意義を考え
る。
　この講義の大きな特徴は、毎回授業のはじめに受講者に株価の動
きと経済ニュースをスマートフォンで検索してもらい、わたしがそ
れを解説することにある。株価は全ての情報を反映し、その動きを
知ることによって、世界経済、日本経済の動きが身近になる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

株価について説明できる。(知識・理解)

株式変動について理解できる。(知識・理解)

株価トレンドについて説明できる。(知識・理解)

株式投資の基本的考えを説明できる。(知識・理解)

毎日の株価動向に興味を持つようになる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　予習・復習として特に重要なのは、日経Webで、株式市場を中心に
したマーケットの動きを見ることである。毎日、株価、外国為替、
ニュースを検索するのに30分程度の時間が必要と思われる。日経Web
にはマーケットの動きに対する解説が書かれているのでそれを読む
こと。さらに高度な予習・復習としては、「エコノミスト」や「東
洋経済」によって、日経Webの記事よりも長いトレンドで経済を見る
目を養うことである。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　試験の結果重視、出席を含む平常点を考慮して行うが、ゼミのよ
うに出席が悪ければ単位が取れないということはない。4年生の場
合、しばしば就職活動で授業に出れない場合があるが、試験の結果
が良ければ全く問題はない。
　試験では株価についての理解度、日本の株式市場について理解
度、リスクの下げ方、銘柄選定についての理解度をテストする。た
だし、レポート提出、小テストのようなものは一切ない。

◎－－－　テキスト　－－－◎

水野博志著『日本の個人投資家』愛育社、2008、2800円、
ISBN978-4-7500-0341-2

◎－－－　参考書　－－－◎

矢口新著『生き残りのディーリング』パンローリング、
2007、2800円　ISBN 978-4-7500-0341-2
内藤忍著『内藤忍の資産設計塾』（新版）、自由国民社、
2008、1700円　ISBN 978-4-426-10510-5
稲盛和夫著『働き方』　ISBN 978-4-8379-2310-7

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　経営財務論Ｂということで、経営財務論Ａの履修者が望
ましいが、履修しなかったとしても、株式投資に興味があ
れば十分である。他方、経営財務論Ａを履修した人は、こ
の講義を是非履修して頂きたい。授業では、わたし自身の
ビジネス、株式投資の体験も語るので、講義は非常に実践
的である。わたしは単なる知識の伝授ではなく、感動を与
える授業を目指している。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１　株式の評価式（配当還元モデル）
　２　株価はなぜ激しく変動するのか
　３　ポートフォリオ理論
　４　短期の株価変動と株式市場の均衡
　５　短期の株価変動と株式市場の均衡
　６　日本の株価のトレンド
　７　日本の株式市場の特徴
　８　日本の株式市場の構造
　９　個人投資家のアンケート調査
　　　ネット取引前
　10　個人投資家のアンケート調査
　　　ネット取引開始直後
　11　個人投資家のアンケート調査
　　　ネット取引普及期
　12　個人投資家とネット取引
　13　長期国際分散投資
　14　短期リスク・ヘッジの方法　
　15　稲盛和夫氏の「働き方」と株式投資



2019-4020000388-02経営財務論Ｂ「（二部）」

水野　博志

◎商学:A-1,A-2,A-3,C-2

1.株価について説明できる。　(A-1)

2.株式変動について理解できる。　(A-2)

3.株価トレンドについて説明できる。　(A-3)

4.株式投資の基本的考えを説明できる。　(A-1)

5.毎日の株価動向に興味を持つようになる。　(C-2)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-4020000112-02経営史概論「（二部）」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・二部２時限　　試験時間割：2020/01/22　夜２限　　

今野　孝

◎－－－　概要　－－－◎

　この講義は、これから商学部で経営関係諸科学を学んでいこう
とする学生を対象とするものです。
　企業とその活動はたえず変化しています。同時に企業はそれが
存在している社会と無関係に活動することはできません。した
がって企業経営を理解するためには、企業そのものの歴史的変化
とともに、その存立基盤である社会の歴史的変化を含めて理解す
ることが必要です。それは現在の企業経営を分析・研究するうえ
で欠くことができない重要な視点です。
　経営史は、一言でいえば企業経営を歴史的に研究するものです
が、この講義の目的は、単に企業経営に関する個々の歴史的事実
を述べることにあるのではなく、現代の企業経営を理解する上で
必要な基本的な知識と考え方を、歴史的視点から提供することに
あります。
　この講義では、経営史学の成立とその背景、および経営史の方
法について述べていきます。この講義をとおして、企業経営を歴
史的視点から捉えることの意義について十分な理解を得ていただ
きたいと思います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

経営学の基本的な知識、及び人文科学、社会科学および自然科学
についての基本的な知識を説明することができる。(知識・理解)

経営史学の方法について説明することができる。(知識・理解)

経営史学の誕生と発展、及びその背景となった経営活動の発展に
ついて説明することができる。(知識・理解)

企業経営を歴史的観点から分析し理解する意義を説明することが
できる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　授業では講義内容の概要を記したプリントおよび関連資料等を
事前に配付します。したがって、授業に出席する場合には必ず事
前にそれらの内容を確認して理解しておくように努めてくださ
い。(30分)
　毎回授業開始時にはそれまでの講義内容に対する理解度を確認
するために、レスポンス・アナライザを使用した小テストを実施
しますので、毎回の復習も怠らないでください。(60分)
　また、講義の進行にあわせ、自学自習用の穴埋方式のプリント
を数回配付します。解答例はFUポータルに掲載しますので、復
習の意味で必ず自身でやって確認しておいてください。(20分)
　さらに、授業の内容に関連した課題でレポートを課すことがあ
ります。これも必ず期限までに作成し提出してください。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験の成績(70％)と平常点(30％)によって評価します。
　定期試験は基本的な事項を正確に理解しているかどうかが評価
の基準です。試験の内容は、論述によって解答する問題が全体の
8割程度を占めます。
　平常点は授業中に実施するレスポンス・アナライザによる小テ
ストや課題レポート等の提出状況を数値化して評価するもので
す。遅刻や欠席によって小テストを受けることができなかった場
合や課題を提出することができなかった場合は平常点が下がりま
す。必然的に成績評価も低くなりますから注意してください。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　特にテキストは指定しませんが、以下の参考書に掲げた
ものや、大学のテキスト向けに刊行されている多くの経営
史のテキストには、いずれもこの講義に相当する内容が説
明されているので、講義の理解を深めるために有効です。

◎－－－　参考書　－－－◎

三島　康雄『経営史学の展開』[増補版]（ミネルヴァ書
房、昭和45年）。
米川　伸一『経営史学』―生誕・現状・展望―（東洋経済
新報社、昭和48年）。
森本　矗『経営史学の形成と発展』(晃洋書房、1987
年）。
中川敬一郎『比較経営史序説』（東京大学出版会、昭和56
年）。
経営史学会編『経営史学の50年』（日本経済評論社、平成
27年）ISBN978-4-8188-2376-1。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　毎回の講義のはじめ、あるいは必要に応じて講義の途中
で、レスポンス・アナライザを使用した小テストを実施し
ます。また、講義内容に関連したレポートの提出を求める
ことがあります。これらは遅刻や欠席をすると提出するこ
とができません。したがって極力遅刻や欠席をしないよう
にしてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

 1.はじめに
 2.経済主体としての企業の出現
 3.経営問題の発生と経営管理科学(1)
 4.経営問題の発生と経営管理科学(2)
 5.経営管理科学と教育
 6.経営史学の誕生(1)
 7.経営史学の誕生(2)
 8.経営管理史(1)
 9.経営管理史(2)
10.経営管理史(3)
11.企業者史学(1)
12.企業者史学(2)
13.企業者史学(3)
14.経営史の発展
15.まとめ

◎－－－　URL　－－－◎

経営史概論のページ
(http://imano.comm.fukuoka-u.ac.jp/imano/bh_intro.html)



2019-4020000112-02経営史概論「（二部）」

今野　孝

◎商学:A-1,A-2,A-3

1.経営学の基本的な知識、及び人文科学、社会科学および自然科学についての
基本的な知識を説明することができる。　(A-1)

2.経営史学の方法について説明することができる。　(A-1)

3.経営史学の誕生と発展、及びその背景となった経営活動の発展について説明
することができる。　(A-2)

4.企業経営を歴史的観点から分析し理解する意義を説明することができる。　
(A-3)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-4020000406-02経営シミュレーション「（二部）」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・二部２時限　　試験時間割：2019/07/29　夜２限　　

橋本　敦夫

◎－－－　概要　－－－◎

　シミュレーションとは、抽象的なシステムをモデルで表現
し、そのモデルを使って実験を行うことですが、特に、本講義
では、数学モデルをコンピュータ上で扱うシミュレーションを
学びます。つまり、解決すべき問題が複雑すぎて解析が困難な
場合に、コンピュータによって模擬実験を行い、計画のもたら
す結果を前もって知ることにより、その計画の評価や検討を行
い、問題を解決していくシミュレーションの方法について学び
ます。
　「経営シミュレーション」と経営という言葉が付いているの
は、問題解決と計画評価を経営に関するものに限定していると
いう意味です。
　本講義では、様々な場面を想定した、実践的なモデルの構築
を行うことで、問題解決や意思決定を行う能力を身につけるこ
とを目指します。
　前半では乱数とその生成方法、モンテカルロシミュレーショ
ンについて解説します。モンテカルロシミュレーションでは、
確率密度関数や確率分布関数などの理解が必要なので、確率理
論の復習も行います。
　後半では、単回帰分析、重回帰分析、待ち行列モデルなどを
詳しく説明します。また、これらのモデルのアルゴリズム（問
題を解く手順）の解説も行います。もし、わからない事があれ
ば、遠慮なく、授業終了後などに質問してください。

◎－－－　到達目標　－－－◎

経営シミュレーションを行うメリットについて説明できる。
(知識・理解)

表計算ソフトを活用してシミュレーションを行い、経営を支え
るために必要な情報を捉えることができる。(技能)

表計算ソフトを活用してシミュレーションを行い、経営活動の
過程で得た情報を有効に活用できる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　講義に出席する際には、テキストの指定するページと事前配
布する資料を熟読しておくこと。また、授業中に小テストを実
施するので、講義の内容を毎回よく復習することが必要です。
・次回の講義の範囲を予習し、専門用語の意味を調べて理解し
ておくこと。（１２０分）
・講義終了時に提示する課題についてレポートを作成するこ
と。（１２０分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準
　経営に関する問題をシミュレーションモデルとして表し、現
実の経営問題に応用できるかどうかを評価基準とする。開講期
間内に複数回提示する課題レポートはフィードバックとして回
収後の講義で解答の解説を行います。

評価方法
　原則として定期試験を70％、開講期間内に複数回提示する課
題レポートを30％として評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

荒木勉・栗原和夫著『シミュレーション』実教出版、
［Excelで学ぶ経営入門シリーズⅣ］ISBN
978-4-407-02809-6

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　Excelの基本的操作を習得していることを前提に講義を
進めます。また、課題は、Excelを用いて完成させ、それ
を印刷して提出してもらいます。問題解決型授業（アク
ティブラーニング）です。
※登録については、『学修ガイド』の「登録制限科目につ
いて」を参照してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１．シミュレーションとは
　２．変動量と統計（１）
　３．変動量と統計（２）
　４．擬似乱数の生成と検定（１）
　５．擬似乱数の生成と検定（２）
　６．計画の検討、決定問題（１）
　７．計画の検討、決定問題（２）
　８．計画の検討、決定問題（３）
　９．単回帰分析（１）
１０．単回帰分析（２）
１１．重回帰分析（１）
１２．重回帰分析（２）
１３．待ち行列モデル（１）
１４．待ち行列モデル（２）
１５．待ち行列モデル（３）



2019-4020000406-02経営シミュレーション「（二部）」

橋本　敦夫

◎商学:A-1,B-2

1.経営シミュレーションを行うメリットについて説明できる。　(A-1)

2.表計算ソフトを活用してシミュレーションを行い、経営を支えるために必要
な情報を捉えることができる。　(B-2)

3.表計算ソフトを活用してシミュレーションを行い、経営活動の過程で得た情
報を有効に活用できる。　(B-2)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-4020000610-02経営診断論「（二部）」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・二部２時限　　試験時間割：2019/07/26　夜２限　　

遠藤　真紀

◎－－－　概要　－－－◎

　経営診断は，各種経営学理論と実際の経営とを橋渡しする機能を
有している。つまり経営における経営学理論の活用法を考える事に
他ならない。企業の「持続的な成長」には，経済や社会の環境変化
に対応し，経営革新や新分野進出などによる「経済的価値の創造
（利潤の追求）」が必要である。また人間性や社会性および環境問
題等への配慮を重視した「社会的価値の創造（社会貢献）」も必要
である。更にコーポレートガバナンス等を意識した経営方針の確立
も重要である。一方，企業経営だけでなく，福祉活動等を推進する
ＮＰＯや第３セクターなど，これまで経営の対象とされてこなかっ
た医療，福祉，農林水産業など，新たな産業分野の経営診断も必要
となっている。
　このように企業等経営体の活動内容が複雑かつ多岐にわたるよう
になり，経営診断も高度化・総合化されている。経営診断論では，
新たな診断・支援を必要とする経営体の出現に対し，企業行動とし
て求められる経営のあり方や，いかに経営理論を経営の実践に結び
つけるのかについて学び，経営の基本や経営診断の体系等の理解を
目的としている。また，診断や支援の基本的プロセスや基本的姿勢
はいかにあるべきか，診断に必要な知識や能力はどのような内容で
あるか，など経営と経営診断の全体像の理解と経営学関連科目との
関係についての理解を目指す。
　基本的にはテキストを中心に講義を進めるが，事例研究やビデオ
演習等も交えて理解を深めていく。テキストだけでなく，講義内容
や関係する経営学各科目の復習および経済・社会などの時事問題等
への好奇心も必要である。

◎－－－　到達目標　－－－◎

学生にとって，最初に「企業を診断する」という行為になるのは，
「就職する会社を選ぶ時」であろう。よって本科目の到達目標は
「良い会社とは」という問いに対する自らの答えを導き出せるよう
になることである。(知識・理解)

経営診断の目的や特性など，経営診断の意義について理解し，説明
できる。(知識・理解)

基本的な経営学理論を踏まえ，今日的な企業経営のあり方について
理解し，説明できる。(知識・理解)

経営診断の枠組みやプロセスなど，経営診断の体系について理解
し，説明できる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　主にテキストを利用するので，講義の前後にテキストを読み，予
習・復習を行うこと（１～２時間程度）。また指示された演習課題
やレポートへ積極的に取り組むこと（１～２時間程度）。
　具体的な企業・店舗および商品等を事例として取り上げて解説す
るため，その企業・店舗を訪問したり，その商品等を実際に利用し
たりすることで，講義内容をより一層理解する事ができる。
　経営診断には幅広い経営学の知識が必要なため，講義前後にテキ
ストを参照の上，関係する経営学関連科目の予習・復習を行うこと
で，より経営診断の理解が促進されるとともに，各経営学関連科目
への興味も合わせて増すことができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準：テキストおよび事例研究や演習等を通じて講義した内容
について，十分な理解があり，経営のあり方や経営診断の基本につ
いて，自らのことばで説明できること。指示された演習課題やレ
ポートは，主体的に取り組み，課題や設問に対して，自らの考えを
空欄なくすべて解答していること。
評価方法・割合：定期試験（60％），演習課題・レポート（30％）
および課題等への取り組み度合いや授業への貢献度（10％）を総合
的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

岸川善光著『経営診断要論』同文舘出版，2007年，3,564
円（税込），ISBN978-4-495-37721-2

◎－－－　参考書　－－－◎

岸川善光編著『ケースブック経営診断要論』同文舘出版，
2,808円（税込）　ISBN 978-4-495-37661-1

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　自身が経営コンサルタントや経営者になりたいかどうか
に関係なく，将来，ビジネスマンとして活躍するために
は，企業経営だけでなく経済や社会の動きそのものに興味
を持っている必要がある。経営診断は，経営学の各理論を
活用するため，できるだけ多くの経営学関連科目を履修す
る（している）ことが望ましい。
　なお「経営診断論（二部前期）」と「応用経営診断論
（昼間部後期）」は独立した科目として開講され，講義が
進められるが，関連科目であるため，必要に応じて，内容
理解の促進を目的に両方を履修をしても構わない。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１　講義の目的と進め方
　２　経営診断の意義
　３　－環境変化と経営診断
　４　－経営診断の定義・目的，特性・原則
　５　診断事例演習①
　６　経営診断の生成と発展
　７　－合理性・人間性の診断
　８　－システム性・条件適応性の診断
　９　－戦略性・社会性の診断
１０　診断事例演習②
１１　経営診断の体系
１２　－フレームワーク，プロセス，対象領域
１３　－経営診断に関する知識・技法
１４　診断事例演習③
１５　講義のまとめ



2019-4020000610-02経営診断論「（二部）」

遠藤　真紀

◎商学:A-1,A-2,A-3

1.学生にとって，最初に「企業を診断する」という行為になるのは，「就職す
る会社を選ぶ時」であろう。よって本科目の到達目標は「良い会社とは」とい
う問いに対する自らの答えを導き出せるようになることである。　(A-1)

2.経営診断の目的や特性など，経営診断の意義について理解し，説明できる。
　(A-2)

3.基本的な経営学理論を踏まえ，今日的な企業経営のあり方について理解し，
説明できる。　(A-2)

4.経営診断の枠組みやプロセスなど，経営診断の体系について理解し，説明で
きる。　(A-3)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-4020000403-02経営診断論Ⅰ「（二部）」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・二部２時限　　試験時間割：2019/07/26　夜２限　　

遠藤　真紀

◎－－－　概要　－－－◎

　経営診断は，各種経営学理論と実際の経営とを橋渡しする機能を
有している。つまり経営における経営学理論の活用法を考える事に
他ならない。企業の「持続的な成長」には，経済や社会の環境変化
に対応し，経営革新や新分野進出などによる「経済的価値の創造
（利潤の追求）」が必要である。また人間性や社会性および環境問
題等への配慮を重視した「社会的価値の創造（社会貢献）」も必要
である。更にコーポレートガバナンス等を意識した経営方針の確立
も重要である。一方，企業経営だけでなく，福祉活動等を推進する
ＮＰＯや第３セクターなど，これまで経営の対象とされてこなかっ
た医療，福祉，農林水産業など，新たな産業分野の経営診断も必要
となっている。
　このように企業等経営体の活動内容が複雑かつ多岐にわたるよう
になり，経営診断も高度化・総合化されている。経営診断論Ⅰ（前
期）では，新たな診断・支援を必要とする経営体の出現に対し，企
業行動として求められる経営のあり方や，いかに経営理論を経営の
実践に結びつけるのかについて学び，経営の基本や経営診断の体系
等の理解を目的としている。また，診断や支援の基本的プロセスや
基本的姿勢はいかにあるべきか，診断に必要な知識や能力はどのよ
うな内容であるか，など経営と経営診断の全体像の理解と経営学関
連科目との関係についての理解を目指す。
　基本的にはテキストを中心に講義を進めるが，事例研究やビデオ
演習等も交えて理解を深めていく。テキストだけでなく，講義内容
や関係する経営学各科目の復習および経済・社会などの時事問題等
への好奇心も必要である。

◎－－－　到達目標　－－－◎

学生にとって，最初に「企業を診断する」という行為になるのは，
「就職する会社を選ぶ時」であろう。よって本科目の到達目標は
「良い会社とは」という問いに対する自らの答えを導き出せるよう
になることである。(知識・理解)

経営診断の目的や特性など，経営診断の意義について理解し，説明
できる。(知識・理解)

基本的な経営学理論を踏まえ，今日的な企業経営のあり方について
理解し，説明できる。(知識・理解)

経営診断の枠組みやプロセスなど，経営診断の体系について理解
し，説明できる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　主にテキストを利用するので，講義の前後にテキストを読み，予
習・復習を行うこと（１～２時間程度）。また指示された演習課題
やレポートへ積極的に取り組むこと（１～２時間程度）。
　具体的な企業・店舗および商品等を事例として取り上げて解説す
るため，その企業・店舗を訪問したり，その商品等を実際に利用し
たりすることで，講義内容をより一層理解する事ができる。
　経営診断には幅広い経営学の知識が必要なため，講義前後にテキ
ストを参照の上，関係する経営学関連科目の予習・復習を行うこと
で，より経営診断の理解が促進されるとともに，各経営学関連科目
への興味も合わせて増すことができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準：テキストおよび事例研究や演習等を通じて講義した内容
について，十分な理解があり，経営のあり方や経営診断の基本につ
いて，自らのことばで説明できること。指示された演習課題やレ
ポートは，主体的に取り組み，課題や設問に対して，自らの考えを
空欄なくすべて解答していること。
評価方法・割合：定期試験（60％），演習課題・レポート（30％）
および課題等への取り組み度合いや授業への貢献度（10％）を総合
的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

岸川善光著『経営診断要論』同文舘出版，2007年，3,564
円（税込），ISBN978-4-495-37721-2

◎－－－　参考書　－－－◎

岸川善光編著『ケースブック経営診断要論』同文舘出版，
2,808円（税込）　ISBN 978-4-495-37661-1

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　自身が経営コンサルタントや経営者になりたいかどうか
に関係なく，将来，ビジネスマンとして活躍するために
は，企業経営だけでなく経済や社会の動きそのものに興味
を持っている必要がある。経営診断は，経営学の各理論を
活用するため，できるだけ多くの経営学関連科目を履修す
る（している）ことが望ましい。
　なお「経営診断論Ⅰ（前期）」と「経営診断論Ⅱ（後
期）」は独立した科目として開講され講義が進められる
が，連続して学ぶことで，より内容の理解が促進されるた
め，一連の科目として履修することが期待される。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１　講義の目的と進め方
　２　経営診断の意義
　３　－環境変化と経営診断
　４　－経営診断の定義・目的，特性・原則
　５　診断事例演習①
　６　経営診断の生成と発展
　７　－合理性・人間性の診断
　８　－システム性・条件適応性の診断
　９　－戦略性・社会性の診断
１０　診断事例演習②
１１　経営診断の体系
１２　－フレームワーク，プロセス，対象領域
１３　－経営診断に関する知識・技法
１４　診断事例演習③
１５　講義のまとめ



2019-4020000403-02経営診断論Ⅰ「（二部）」

遠藤　真紀

◎経営

1.学生にとって，最初に「企業を診断する」という行為になるのは，「就職す
る会社を選ぶ時」であろう。よって本科目の到達目標は「良い会社とは」とい
う問いに対する自らの答えを導き出せるようになることである。　(A-1)

2.経営診断の目的や特性など，経営診断の意義について理解し，説明できる。
　(A-2)

3.基本的な経営学理論を踏まえ，今日的な企業経営のあり方について理解し，
説明できる。　(A-2)

4.経営診断の枠組みやプロセスなど，経営診断の体系について理解し，説明で
きる。　(A-4)

◎　経営学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　経営学および会計学をはじめとする商学の専門的知識ならびに人文
科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の現状を説明することができる。
A-3　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の課題を説明することができる。
A-4　経営学および会計学の知識を用いて企業の財務活動を説明すること
ができる。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題を
発見することができる。
B-2　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題に
対する解決策を提案することができる。
B-3　組織において、協働して問題解決に当たるために必要なコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　問題解決への取り組みの成果を発信するために必要なプレゼンテー
ション能力を活用することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題解決の成果を発信することにより、社会や組織の発展に貢献す
る姿勢をもっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　組織の内外において、協働して問題解決に当たる姿勢をもってい
る。



2019-4020000404-02経営診断論Ⅱ「（二部）」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・二部２時限　　試験時間割：2020/01/24　夜２限　　

遠藤　真紀

◎－－－　概要　－－－◎

　経営診断は，各種経営学理論と実際の経営とを橋渡しする機能を
有している。つまり経営における経営学理論の活用法を考える事に
他ならない。企業の「持続的な成長」には，経済や社会の環境変化
に対応し，経営革新や新分野進出などによる「経済的価値の創造
（利潤の追求）」が必要である。また人間性や社会性および環境問
題等への配慮を重視した「社会的価値の創造（社会貢献）」も必要
である。更にコーポレートガバナンス等を意識した経営方針の確立
も重要である。一方，企業経営だけでなく，福祉活動等を推進する
ＮＰＯや第３セクターなど，これまで経営の対象とされてこなかっ
た医療，福祉，農林水産業など，新たな産業分野の経営診断も必要
となっている。
　このように企業等経営体の活動内容が複雑かつ多岐にわたるよう
になり，経営診断も高度化・総合化されている。経営診断論Ⅱ（後
期）では，経営診断Ⅰ（前期）で学習した経営の基本や経営診断の
体系を踏まえ，具体的な診断・支援（含むコンサルティング）理論
や技法として，各種システムや業種別の分析および診断手法等につ
いての理解を図っていく。また事例研究やビデオ演習等を通じて，
経営診断の基礎的技法の習得や経営実践（だけでなく社会生活）に
おける「ものの観方・考え方」についての涵養を図る。
　基本的にはテキストを中心に講義を進めるが，事例研究や演習等
も交えて理解を深めていく。テキストだけでなく，講義内容や関係
する経営学各科目の復習および経済・社会などの時事問題等への好
奇心も必要である。

◎－－－　到達目標　－－－◎

学生にとって，最初に「企業を診断する」という行為になるのは，
「就職する会社を選ぶ時」であろう。よって本科目の到達目標は
「良い会社とは」という問いに対する自らの答えを導き出せるよう
になることである。(知識・理解)

経営診断の目的や特性など，経営診断の意義について理解し，説明
できる。(知識・理解)

基本的な経営学理論を踏まえ，今日的な企業経営のあり方について
理解し，説明できる。(知識・理解)

経営診断の枠組みやプロセスなど，経営診断の体系について理解
し，説明できる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　主にテキストを利用するので，講義の前後にテキストを読み，予
習・復習を行うこと（１～２時間程度）。また指示された演習課題
やレポートへ積極的に取り組むこと（１～２時間程度）。
　具体的な企業・店舗および商品等を事例として取り上げて解説す
るため，その企業・店舗を訪問したり，その商品等を実際に利用し
たりすることで，講義内容をより一層理解する事ができる。
　経営診断には幅広い経営学の知識が必要なため，講義前後にテキ
ストを参照の上，関係する経営学関連科目の予習・復習を行うこと
で，より経営診断の理解が促進されるとともに，各経営学関連科目
への興味も合わせて増すことができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準：テキストおよび事例研究や演習等を通じて講義した内容
について，十分な理解があり，経営のあり方や経営診断の基本だけ
でなく診断項目や診断技法についても，自らのことばで説明できる
こと。指示された演習課題やレポートは，主体的に取り組み，課題
や設問に対して，自らの考えを空欄なくすべて解答していること。
評価方法・割合：定期試験（60％），演習課題・レポート（30％）
および課題等への取り組み度合いや授業への貢献度（10％）を総合
的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

岸川善光著『経営診断要論』同文舘出版，2007年，3,564
円（税込），ISBN978-4-495-37721-2

◎－－－　参考書　－－－◎

岸川善光編著『ケースブック経営診断要論』同文舘出版，
2,808円（税込）　ISBN 978-4-495-37661-1

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　自身が経営コンサルタントや経営者になりたいかどうか
に関係なく，将来，ビジネスマンとして活躍するために
は，企業経営だけでなく経済や社会の動きそのものに興味
を持っている必要がある。経営診断は，経営学の各理論を
活用するため，できるだけ多くの経営学関連科目を履修す
る（している）ことが望ましい。
　なお「経営診断論Ⅰ（前期）」と「経営診断論Ⅱ（後
期）」は独立した科目として開講され講義が進められる
が，連続して学ぶことで，より内容の理解が促進されるた
め，一連の科目として履修することが期待される。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１　講義の目的と進め方
　２　経営診断論Ⅰ（前期）のレビュー（再確認）
　３　経営システムの診断
　４　－環境・戦略・組織への適合診断
　５　－顧客・インターフェイス・内部適合の診断
　６　診断事例演習④
　７　経営管理システムの診断
　８　－人的資源管理・財務管理システムの診断
　９　－情報管理・法務管理システムの診断
１０　診断事例演習⑤
１１　業務システムの診断
１２　業種別の診断
１３　－製造・卸売・小売・サービス等
１４　診断事例演習⑥
１５　講義のまとめ



2019-4020000404-02経営診断論Ⅱ「（二部）」

遠藤　真紀

◎経営

1.学生にとって，最初に「企業を診断する」という行為になるのは，「就職す
る会社を選ぶ時」であろう。よって本科目の到達目標は「良い会社とは」とい
う問いに対する自らの答えを導き出せるようになることである。　(A-1)

2.経営診断の目的や特性など，経営診断の意義について理解し，説明できる。
　(A-2)

3.基本的な経営学理論を踏まえ，今日的な企業経営のあり方について理解し，
説明できる。　(A-2)

4.経営診断の枠組みやプロセスなど，経営診断の体系について理解し，説明で
きる。　(A-4)

◎　経営学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　経営学および会計学をはじめとする商学の専門的知識ならびに人文
科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の現状を説明することができる。
A-3　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の課題を説明することができる。
A-4　経営学および会計学の知識を用いて企業の財務活動を説明すること
ができる。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題を
発見することができる。
B-2　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題に
対する解決策を提案することができる。
B-3　組織において、協働して問題解決に当たるために必要なコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　問題解決への取り組みの成果を発信するために必要なプレゼンテー
ション能力を活用することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題解決の成果を発信することにより、社会や組織の発展に貢献す
る姿勢をもっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　組織の内外において、協働して問題解決に当たる姿勢をもってい
る。



2019-4020000613-02経営心理学「（二部）」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・二部２時限　　試験時間割：2019/07/31　夜２限　　

門田　良明

◎－－－　概要　－－－◎

　企業が経営を行うためには、ヒト・モノ・カネ・情報といった
経営資源の効果的で効率的な活用が必要とされる。中でも、ヒト
は他の経営資源と違って複雑な特徴を持っている。その複雑な特
徴のひとつが心理面である。

　企業はヒトを所有することができないため「雇用」という形態
をとる。しかしその際、企業はヒトの知識だけ、技術だけ、体力
だけを雇用することはできない。ヒトの雇用には必ず「心」が付
いてくる。
　また、企業を取り巻く顧客や消費者もまた「心」を持った存在
である。そのため、購買行動や消費行動は常に合理的に行われる
とは限らず、人は思いもよらない購買や消費をしてしまうことも
多々ある。
　よって、企業の経営には心理面の理解が不可欠となる。

　本講義は、企業のマネジメントに関連する人の「心理面」の理
解を深めることを目的とし、「モチベーション」「リーダーシッ
プ」「消費者心理」「キャリア発達」「コミュニケーション」な
どに関する基礎的な理論・技術について学ぶ。

　人材マネジメント会社の経営者として12年以上の経験を有する
私が、これまでに関わった多くの組織において経験した経営心理
学に関する課題について、事例などを挙げながら解説を行いた
い。

　また、私は経営心理学において重要なトピックのひとつである
「キャリア」に関するコンサルタント／カウンセラーでもあるの
で、受講者の将来のキャリアに関する迷いや悩みについても講義
の中でその専門家として積極的に応答を行いたい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・本講義に出てくる用語・理論を説明できる。(知識・理解)

・本講義に出てくる理論を事象に適用して分析できる。(知識・
理解)

・与えられたテーマを調べてレポート作成ができる。(知識・理
解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　テキストのテーマに関連する箇所を読んでおくこと、さらには
関連する書籍や新聞などにも目を通し、わからない用語などは事
前に調べておくこと。また、授業の後にテキスト、参考図書、配
布資料などで内容を復習すること。毎回の講義に対して、上記の
予習および復習の時間をそれぞれ６０分以上行うこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験（70％）、平常点（30％）で総合的に判断し評価しま
す。定期試験は講義で出てきた用語や理論の理解を問うものが主
です（論述と選択）。平常点は受講態度と課題レポートで評価し
ます。課題レポートは与えられたテーマについて調べ、Ａ４用紙
一～二枚（1000～2000字程度）にまとめること（期間中一回）。

◎－－－　テキスト　－－－◎

山口裕幸・高橋潔・芳賀繁・竹村和久著『経営とワークラ
イフに生かそう!産業・組織心理学』有斐閣アルマ、2006
年、1900円。
ISBN 978-4-641-12278-9

◎－－－　参考書　－－－◎

・中川 誠士 (著)、 経営学史学会 (監修)『テイラー』　
ISBN 978-4-830-94731-5
・吉原 正彦 (著、編集)、 経営学史学会 (監修)『メイヨー
＝レスリスバーガー』　ISBN 978-4-830-94733-9
・スティーブン・Ｐ・ロビンス（著）『組織行動のマネジ
メント』　ISBN 978-4-478-00459-3
・伊波和恵、高石光一、竹内倫和（編）『マネジメントの
心理学』ISBN 978-4-623-07056-5
・ダグラス・マクレガー（著）『新版　企業の人間的側
面』ISBN 978-4-382-04016-8
・エドワード・デシ（著）『人を伸ばす力』ISBN
978-4-7885-0679-4

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　授業は必ずしもテキストの章、節の流れに沿って行われ
るわけではありません。適宜、ケーススタディやインタラ
クティブな質疑応答、ディスカッションなどを行うため、
経営学や心理学に対して興味が旺盛であることが求められ
ます。特に、ヒトや組織のマネジメントに関する知識が求
められるので、「経営労務論」や「ヒューマン・リソー
ス・マネジメント」も併せて受講することが望ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

（　）内はテキストの関連部分なので授業の前に予習をし
ておくこと。

　１．オリエンテーション
　２．モチベーション①（第2章）
　３．モチベーション②
　４．モチベーション③
　５．仕事の安全、メンタルヘルス（第4、5章）
　６．リーダーシップ①（第7章）
　７．リーダーシップ②
　８．雇用・採用、面接、人事評価（第1、8章）
　９．消費者心理（第9、10、11章）
１０．キャリア発達①（第6章）
１１．キャリア発達②
１２．働く人々のコミットメント
１３．組織の中のコミュニケーション
１４．経営心理学の課題
１５．総括

※講義はその時々のトピックなどに鑑みて順番や内容が変
更することがあります。



2019-4020000613-02経営心理学「（二部）」

門田　良明

◎商学:A-1,A-2,A-3

1.・本講義に出てくる用語・理論を説明できる。　(A-1)

2.・本講義に出てくる理論を事象に適用して分析できる。　(A-2)

3.・与えられたテーマを調べてレポート作成ができる。　(A-3)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-4020000407-02経営心理学Ａ「（二部）」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・二部２時限　　試験時間割：2019/07/31　夜２限　　

門田　良明

◎－－－　概要　－－－◎

　企業が経営を行うためには、ヒト・モノ・カネ・情報といっ
た経営資源の効果的で効率的な活用が必要とされる。中でも、
ヒトは他の経営資源と違って複雑な特徴を持っている。その複
雑な特徴のひとつが心理面である。

　企業はヒトを所有することができないため「雇用」という形
態をとる。しかしその際、企業はヒトの知識だけ、技術だけ、
体力だけを雇用することはできない。ヒトの雇用には必ず
「心」が付いてくる。
　また、企業を取り巻く顧客や消費者もまた「心」を持った存
在である。そのため、購買行動や消費行動は常に合理的に行わ
れるとは限らず、人は思いもよらない購買や消費をしてしまう
ことも多々ある。
　よって、企業の経営には心理面の理解が不可欠となる。

　本講義は、企業のマネジメントに関連する人の「心理面」の
理解を深めることを目的とし、「モチベーション」「リーダー
シップ」「消費者心理」「キャリア発達」「コミュニケーショ
ン」などに関する基礎的な理論・技術について学ぶ。

　人材マネジメント会社の経営者として12年以上の経験を有す
る私が、これまでに関わった多くの組織において経験した経営
心理学に関する課題について、事例などを挙げながら解説を行
いたい。

　また、私は経営心理学において重要なトピックのひとつであ
る「キャリア」に関するコンサルタント／カウンセラーでもあ
るので、受講者の将来のキャリアに関する迷いや悩みについて
も講義の中でその専門家として積極的に応答を行いたい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

本講義に出てくる用語・理論を説明できる。(知識・理解)

本講義に出てくる理論を事象に適用して分析ができる。(知識・
理解)

与えられたテーマを調べてレポート作成ができる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　テキストのテーマに関連する箇所を読んでおくこと、さらに
は関連する書籍や新聞などにも目を通し、わからない用語など
は事前に調べておくこと。また、授業の後にテキスト、参考図
書、配布資料などで内容を復習すること。毎回の講義に対し
て、上記の予習および復習の時間をそれぞれ６０分以上行うこ
と。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験（70％）、平常点（30％）で総合的に判断し評価し
ます。定期試験は講義で出てきた用語や理論の理解を問うもの
が主です（論述と選択）。平常点は受講態度と課題レポートで
評価します。課題レポートは与えられたテーマについて調べ、
Ａ４用紙一～二枚（1000～2000字程度）にまとめること（期間
中一回）。

◎－－－　テキスト　－－－◎

山口裕幸・高橋潔・芳賀繁・竹村和久著『経営とワークラ
イフに生かそう!産業・組織心理学』有斐閣アルマ、2006
年、1900円。
ISBN 978-4-641-12278-9

◎－－－　参考書　－－－◎

・中川 誠士 (著)、 経営学史学会 (監修)『テイラー』　
ISBN 978-4-830-94731-5
・吉原 正彦 (著、編集)、 経営学史学会 (監修)『メイヨー
＝レスリスバーガー』　ISBN 978-4-830-94733-9
・スティーブン・Ｐ・ロビンス（著）『組織行動のマネジ
メント』　ISBN 978-4-478-00459-3
・伊波和恵、高石光一、竹内倫和（編）『マネジメントの
心理学』ISBN 978-4-623-07056-5
・ダグラス・マクレガー（著）『新版　企業の人間的側
面』ISBN 978-4-382-04016-8
・エドワード・デシ（著）『人を伸ばす力』ISBN
978-4-7885-0679-4

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　授業は必ずしもテキストの章、節の流れに沿って行われ
るわけではありません。適宜、ケーススタディやインタラ
クティブな質疑応答、ディスカッションなどを行うため、
経営学や心理学に対して興味が旺盛であることが求められ
ます。特に、ヒトや組織のマネジメントに関する知識が求
められるので、「経営労務論」や「ヒューマン・リソー
ス・マネジメント」も併せて受講することが望ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

（　）内はテキストの関連部分なので授業の前に予習をし
ておくこと。

　１．オリエンテーション
　２．モチベーション①（第2章）
　３．モチベーション②
　４．モチベーション③
　５．仕事の安全、メンタルヘルス（第4、5章）
　６．リーダーシップ①（第7章）
　７．リーダーシップ②
　８．雇用・採用、面接、人事評価（第1、8章）
　９．消費者心理（第9、10、11章）
１０．キャリア発達①（第6章）
１１．キャリア発達②
１２．働く人々のコミットメント
１３．組織の中のコミュニケーション
１４．経営心理学の課題
１５．総括

※講義はその時々のトピックなどに鑑みて順番や内容が変
更することがあります。



2019-4020000407-02経営心理学Ａ「（二部）」

門田　良明

◎経営

1.本講義に出てくる用語・理論を説明できる。　(A-1)

2.本講義に出てくる理論を事象に適用して分析ができる。　(A-2)

3.与えられたテーマを調べてレポート作成ができる。　(A-3)

◎　経営学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　経営学および会計学をはじめとする商学の専門的知識ならびに人文
科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の現状を説明することができる。
A-3　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の課題を説明することができる。
A-4　経営学および会計学の知識を用いて企業の財務活動を説明すること
ができる。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題を
発見することができる。
B-2　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題に
対する解決策を提案することができる。
B-3　組織において、協働して問題解決に当たるために必要なコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　問題解決への取り組みの成果を発信するために必要なプレゼンテー
ション能力を活用することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題解決の成果を発信することにより、社会や組織の発展に貢献す
る姿勢をもっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　組織の内外において、協働して問題解決に当たる姿勢をもってい
る。



2019-4020000408-02経営心理学Ｂ「（二部）」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・二部２時限　　試験時間割：2020/01/22　夜２限　　

門田　良明

◎－－－　概要　－－－◎

　企業が経営を行うためには、ヒト・モノ・カネ・情報といっ
た経営資源の効果的で効率的な活用が必要とされる。中でも、
ヒトは他の経営資源と違って複雑な特徴を持っている。その複
雑な特徴のひとつが心理面である。
　企業はヒトを所有することができないため「雇用」という形
態をとる。しかし、その際企業はヒトの知識だけ、技術だけ、
体力だけを雇用することはできない。ヒトの雇用には必ず
「心」が付いてくる。
　また、企業を取り巻く顧客や消費者もまた「心」を持った存
在である。そのため、購買行動や消費行動は常に合理的に行わ
れるとは限らず、人は思いもよらない購買や消費をしてしまう
ことが多々ある。
　よって、企業の経営には心理面の理解が不可欠となる。
　

　本講義は、「経営に関連する人の心理面」の理解を深めるだ
けにとどまらず、受講者各人が個人のメンタルモデルを超えた
創発力を獲得できることを目標として、グループ・ダイアログ
やブレインストーミングなどのワークを取り入れた授業を行
う。また、人材マネジメント会社の経営者である私自身が、こ
れまでに関わった組織の「経営心理学」に関連する最新の課題
について受講者と共に検討を行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・本講義に出てくる用語・理論を説明できる。(知識・理解)

・本講義に出てくる理論を事象に適用し分析ができる。(知
識・理解)

・質疑応答やディスカッションで適切な主張ができる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　日頃から講義に関連する参考書籍や新聞などには目を通し、
自分なりの問題意識を持ち考えをまとめておくこと。その際、
わからない用語などは事前に調べておくこと（６０分）。ま
た、授業の後には参考図書、配布資料、ノートなどで内容を復
習すること（６０分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験（70％）、平常点（30％）で総合的に判断し評価し
ます。定期試験は講義で出てきた用語や理論の理解を問うもの
が主です（論述と選択）。平常点は受講態度と課題レポートで
評価します。課題レポートは与えられたテーマについて調べ、
Ａ４用紙一～二枚（1000～2000字程度）にまとめること（期間
中一回）。

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは指定せず適宜資料を配付するが、講義は参考書
①のスティーブン・Ｐ・ロビンス（著）『組織行動のマネ
ジメント』　（2800円＋税）を中心に進める。
ISBN 978-4-478-00459-3

◎－－－　参考書　－－－◎

参考書①　スティーブン・Ｐ・ロビンス（著）『組織行動
のマネジメント』　ISBN 978-4-478-00459-3
参考書②　伊波和恵、高石光一、竹内倫和（編）『マネジ
メントの心理学』ISBN 978-4-623-07056-5

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　授業では、ケーススタディやインタラクティブな質疑応
答、ディスカッションなどを行うため、経営学や心理学に
対して興味が旺盛であることが求められます。
「経営心理学Ａ」を受講していることが望ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

わからない用語については必ず調べておくこと。

　１．オリエンテーション
　２．個人の行動の基礎
　３．パーソナリティと感情①
　４．パーソナリティと感情②
　５．意思決定①
　６．意思決定②
　７．チームと信頼
　８．ブレインストーミング①
　９．ブレインストーミング②
１０．ブレインストーミング③
１１．ブレインストーミング④
１２．最新の課題①
　　（自律的キャリア）
１３．最新の課題②
　　（Diversity Management）
１４．最新の課題③
　　（Life Shift）
１５．総括

※「ブレインストーミング」および「最新の課題」は主に
グループ・ワークを行います。
※講義はその時々のトピックなどに鑑みて順番や内容が変
更することがあります。



2019-4020000408-02経営心理学Ｂ「（二部）」

門田　良明

◎経営

1.・本講義に出てくる用語・理論を説明できる。　(A-1)

2.・本講義に出てくる理論を事象に適用し分析ができる。　(A-2)

3.・質疑応答やディスカッションで適切な主張ができる。　(B-3)

◎　経営学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　経営学および会計学をはじめとする商学の専門的知識ならびに人文
科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の現状を説明することができる。
A-3　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の課題を説明することができる。
A-4　経営学および会計学の知識を用いて企業の財務活動を説明すること
ができる。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題を
発見することができる。
B-2　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題に
対する解決策を提案することができる。
B-3　組織において、協働して問題解決に当たるために必要なコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　問題解決への取り組みの成果を発信するために必要なプレゼンテー
ション能力を活用することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題解決の成果を発信することにより、社会や組織の発展に貢献す
る姿勢をもっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　組織の内外において、協働して問題解決に当たる姿勢をもってい
る。



2019-4020000399-02経営戦略論「（二部）」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・二部１時限　　試験時間割：2020/01/22　夜１限　　

合力　知工

◎－－－　概要　－－－◎

　経営戦略の策定にとって最も重要なのは、その方法論よりもむしろ
方法を生み出す土台となる「モノの見方」です。しかし、経営戦略を
含む多くの経営学に関する研究が、この「土台」を飛ばして、その
「上物」ばかりに焦点が当てられています。そこで、本講義では、ま
ずこの「土台」に相当する「モノの見方」について、できる限り平易
な表現をし、分かり易く説明していきます。
　また、元来、経営戦略とは、「ヒト・モノ・カネ・情報」という観
点から、企業経営を円滑に促すような計画的・長期的方策を意味しま
す。具体的に挙げれば「人事戦略」「ＣＳ（顧客満足）戦略」「物流
戦略」「財務戦略」「広告戦略」など枚挙に暇がありませんが、本講
義ではできるだけ多面的な角度から、「不確実な経営環境を背景に、
企業はどのような戦略を打ち立て、業績を維持・成長させていくか」
ということについて、事例を紹介しながら実践的に考察していきま
す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

経営戦略の定義や経営の要素（ヒト・モノ・カネ・情報など）につい
て説明できる。(知識・理解)

環境の変化とともに重視すべき経営の要素も変化していくということ
を説明できる。(知識・理解)

経営において、利益ではなく、ヒトを重視する戦略が最も重要である
ということを説明できる。(知識・理解)

企業はオープンシステムであり、社会との共生を目指していく存在で
あるということを説明できる。(知識・理解)

柔軟な「モノの見方」で、企業や社会の課題発見できる。(技能)

企業や社会の課題を解決するための提案を考えることができる。(技
能)

講義だけでなく、研究に関係する課外活動にも積極的に参加できる。
(態度・志向性)

研究に関する課外活動において、学生だけでなく社会人とのネット
ワークを広げることにも関心がある。(態度・志向性)

研究に関する課外活動を通じて、派生する新たな課題を追究すること
ができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

講義は、テキストにしたがって進められますので、テキストの次回講
義の部分を事前学習として読み込んでいく必要があります。
　また、講義が終わった後に、必要に応じてリアクション・ペーパー
を提出してもらい、それで講義の「振り返り」を行います。

＊事前学習：60分程度
　事後学習：60分程度

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

①評価方法：定期試験とリアクション・ペーパーにより評価します。
②割合：定期試験（80％）、リアクション・ペーパー（20％）
③評価基準：定期試験（設問に適切に解答できているかどうか）、リ
ア
　クション・ペーパー（課題に対して適切に答えられているかどう
か）

　なお、部活の公式大会出場、病気による欠席は考慮します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

合力知工著『「逆転の発想」の経営学－理念と連携が生み
出す力－』2010、同友館、2,000円（税抜）
ISBN:9784496046353 を使用します。
　テキストは毎回使用するので、必ず購入するようにして
ください。
　また、適宜VTRなど視聴覚教材を使用しますが、教室の
都合により、使用できない場合もあります。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　部活の大会出場や病気による欠席を認めるのは、本人の
意思とは無関係に授業を受けられない（すなわち選択の余
地がない）からです。就職活動の場合は、大学か会社かの
選択は本人が決められるので、大学の授業を選択しなかっ
た場合、原則的に、欠席扱いとなります。但し、個別に
色々な事情があると思いますので、不明な場合は相談して
確認するようにしてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　「モノの見方」について（「ｌｅａｒｎ」と「ｓｔｕ
ｄｙ」
　　　の活用 ）
２　「常識」の落とし穴
３　「逆転の発想」の実例①（マーケティングにおける
「逆転の発想」）
４　「逆転の発想」の実例②（中小企業活性化
における「逆転の発想」）
５　経営戦略の策定プロセスと組織の３要素
６　ポーターの経営戦略論
７　競争戦略と協調戦略①（「競争」と「協調」の考え
方）
８　競争戦略と協調戦略②（ケース・スタディ）
９　ＳＷＯＴ分析
１０　リーダーシップ論①（リーダーシップの種類）
１１　リーダーシップ論②（ケース・スタディ）
１２　ＣＲＭ戦略①（顧客ロイヤルティとは何か）
１３　ＣＲＭ戦略②（パレートの法則）
１４　ＣＲＭ戦略③（ケース・スタディ）
１５　総括（持続的に成長していく経営）



2019-4020000399-02経営戦略論「（二部）」

合力　知工

◎商学:A-1,A-2,A-3,B-1,B-2,C-1,C-2

1.経営戦略の定義や経営の要素（ヒト・モノ・カネ・情報など）について説明
できる。　(A-1)

2.環境の変化とともに重視すべき経営の要素も変化していくということを説明
できる。　(A-2)

3.経営において、利益ではなく、ヒトを重視する戦略が最も重要であるという
ことを説明できる。　(A-3)

4.企業はオープンシステムであり、社会との共生を目指していく存在であると
いうことを説明できる。　(A-3)

5.柔軟な「モノの見方」で、企業や社会の課題発見できる。　(B-1)

6.企業や社会の課題を解決するための提案を考えることができる。　(B-2)

7.講義だけでなく、研究に関係する課外活動にも積極的に参加できる。　(C-1)

8.研究に関する課外活動において、学生だけでなく社会人とのネットワークを
広げることにも関心がある。　(C-2)

9.研究に関する課外活動を通じて、派生する新たな課題を追究することができ
る。　(C-2)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-4020000397-02経営組織論「（二部）」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・二部１時限　　試験時間割：2019/07/30　夜１限　　

森田　泰暢

◎－－－　概要　－－－◎

本講義では、企業における組織現象についての基本的な理論に
ついて学びます。企業組織は自らが置かれる環境にどのように
対応し、また様々なタイプの成員が存在する中でどのように組
織を構成・管理をし、目標やビジョンの達成に向けた行動を
とっていくのでしょうか。主に企業組織を対象に講義は行いま
すが、皆さんがこれまで所属してきた組織（部活動や生徒会、
クラスなど）の運営とも関連するものになります。用語や理論
について知り、組織で起こる事象を分析的に捉える視点を養っ
てください。本講義では、特徴的な組織施策を行う企業の経営
者や人事担当者に登壇を依頼しており、企業における具体的な
経営手法や活動について理解する場も設ける予定です。

◎－－－　到達目標　－－－◎

本講義に出てくる用語や理論を用いて、企業が現在とっている
組織的な戦略や施策について説明できる(知識・理解)

本講義に出てくる用語や理論を用いて、企業がうまく対応でき
なかった組織的な戦略や施策について説明できる(知識・理解)

本講義に出てくる用語や理論を用いて、簡単な企業のケースス
タディから課題を発見できる(技能)

本講義に出てくる用語や理論を用いて、簡単な企業のケースス
タディを分析し、その対応策について自身の考えを述べること
ができる(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

講義に関連した資料を配布するので、目を通して復習に用いる
こと（25分）。
企業の組織的な活動に関する情報に触れる機会を作り、ニュー
スや関連する記事を読むこと（35分）
関連するニュース等にも目を向け、学習した理論の適用ができ
ないか試行してみること（30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

小テスト（20％）×2回と定期試験（60％）で評価を行いま
す。
小テストでは用語理解、理論の理解、簡単なケーススタディを
用いた分析について、定期試験ではケーススタディについて理
論を用いた分析をし、課題解決策について問う予定です。

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは指定しません。 講義はレジュメをもとに進め
ます。参考文献も各回提示します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

時間の調整が可能であれば、昼間部に開講されている「企
業行動論」（2単位）と併せて受講することが望ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1．組織論とは（組織とは）
2．組織の管理と理論
3．組織の構造
4．組織のデザイン
5．組織の環境適応
6．組織の不確実性への対応
7．組織における人間関係
8．モチベーション
9．リーダーシップ
10．組織文化のマネジメント
11．学習する組織
12．組織における意思決定
13．コンフリクト・マネジメント
14．最近の組織論研究の紹介
15．まとめ



2019-4020000397-02経営組織論「（二部）」

森田　泰暢

◎商学:A-2,A-3,B-1,B-2

1.本講義に出てくる用語や理論を用いて、企業が現在とっている組織的な戦略
や施策について説明できる　(A-2)

2.本講義に出てくる用語や理論を用いて、企業がうまく対応できなかった組織
的な戦略や施策について説明できる　(A-3)

3.本講義に出てくる用語や理論を用いて、簡単な企業のケーススタディから課
題を発見できる　(B-1)

4.本講義に出てくる用語や理論を用いて、簡単な企業のケーススタディを分析
し、その対応策について自身の考えを述べることができる　(B-2)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-4020000617-02経営分析論「（二部）」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・二部２時限　　試験時間割：2019/07/30　夜２限　　

飛田　努

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義は，企業の1年間の経営成績を表す財務諸表を中心とし
た会計情報を読み解くことを通じて，企業経営の良し悪しを判断
するための基礎的な方法を学習することを目的とします。具体的
には（1）経営戦略論を中心とした「企業経営の仕組み」と（2）
企業経営を貨幣的価値として表現した「会計情報を読み解く」と
いう2点を学びます。
　そのため，講義は2回あるいは3回で1つのテーマを取り上げま
す。初めの1回で会計情報を用いて経営分析するための計算式へ
の理解，次の1回ないしは2回でケーススタディやVTRを通じて計
算式から企業経営の仕組みをどう読み取ることができるのかにつ
いて講義します。これにより，企業経営の良し悪しを判断するた
めの基本的な方法を学びます。
　なお，経営分析論は会計学と経営学の学際的領域で，「財務諸
表をどう読むか」に重点を置いた講義を行うので，会計学を学ん
だことがない学生でも積極的に受講してください。

◎－－－　到達目標　－－－◎

経営分析を行うための経営学や会計学の知識を用いて，企業の戦
略の実行や管理がどのようにして行われているのかを説明するこ
とができる。(知識・理解)

経営分析を行うための経営学や会計学の知識を用いて，企業行動
を財務数値の裏付けを取りながら説明することができる。(知
識・理解)

経営分析を行うための経営学や会計学の知識を用いて，企業の経
営状態を理解することができる。(知識・理解)

経営分析を行うための経営学や会計学の知識を用いて，企業の経
営状態を説明することができる。(知識・理解)

経営分析を行うための経営学や会計学の知識や理論に基づいて，
企業行動を説明することができるとともに，そこから明らかにな
る課題を抽出し，解決策を理論と財務数値に基づいて提案するこ
とができる。(技能)

企業行動の多様性を学ぶとともに，財務数値にどのように表現さ
れているのかを理解するために，さまざまな企業の事例を分析す
ることができるようになる。(技能)

経営分析の技法を通じて企業経営の状態を明らかにし，そこで示
された問題点から課題を抽出し，情報に基づいて客観的な視点か
ら他者と協同として問題解決にあたる姿勢を持っている。(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　毎回講義の予習・復習の範囲を提示するので，必ず予習・復習
をすること。予習は事前に指定する範囲を30分程度，復習は講義
内容の理解のみならず，計算問題演習等を踏まえて60分程度行う
こと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　原則として期末試験で評価を行う。試験では講義が目標とする
「企業経営の仕組み」と「会計情報を読み解く」をベースにし，
経営戦略論の基本的なフレームワークと財務諸表分析の基本的な
計算式・計算結果（指標）を用いて企業分析を行い，論理的な解
答を導けるか否かを成績評価の基準とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

松村勝弘・松本敏史・篠田朝也・西山俊一『新訂版財務諸
表分析入門 Excelでわかる企業力』Bkc（ISBN
978-4939051562）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　本講義は会計学，とりわけ「原価計算論」や「管理会計
論」とあわせて履修することが望ましい。
　積極的な発言が評価点につながることもあるので，発言
を求められた際には積極的に発言してください。
　なお，講義内で計算を行うことがあるので電卓を持参し
てください。定期試験において携帯電話や電子辞書の電卓
機能を使用することは認めません。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回　講義ガイダンス
第2回　経営戦略論のフレームワーク
第3回　財務諸表の意味と役割
第4回　戦略思考と財務諸表分析（1）
第5回　戦略思考と財務諸表分析（2）
第6回　貸借対照表による支払能力・財務安定性の分析
（1）
第7回　貸借対照表による支払能力・財務安定性の分析
（2）
第8回　損益計算書による収益力の分析（1）
第9回　損益計算書による収益力の分析（2）
第10回 貸借対照表と損益計算書による資本運用効率の分
析（1）
第11回 貸借対照表と損益計算書による資本運用効率の分
析（2）
第12回 投下資本利益率とデュポンシステム（1）
第13回 投下資本利益率とデュポンシステム（2）
第14回 投下資本利益率とデュポンシステム（3）
第15回 講義のまとめ



2019-4020000617-02経営分析論「（二部）」

飛田　努

◎商学:A-1,A-2,A-3,B-1,B-2,C-2

1.経営分析を行うための経営学や会計学の知識を用いて，企業の戦略の実行や
管理がどのようにして行われているのかを説明することができる。　(A-1)

2.経営分析を行うための経営学や会計学の知識を用いて，企業行動を財務数値
の裏付けを取りながら説明することができる。　(A-1)

3.経営分析を行うための経営学や会計学の知識を用いて，企業の経営状態を理
解することができる。　(A-2)

4.経営分析を行うための経営学や会計学の知識を用いて，企業の経営状態を説
明することができる。　(A-3)

5.経営分析を行うための経営学や会計学の知識や理論に基づいて，企業行動を
説明することができるとともに，そこから明らかになる課題を抽出し，解決策
を理論と財務数値に基づいて提案することができる。　(B-1)

6.企業行動の多様性を学ぶとともに，財務数値にどのように表現されているの
かを理解するために，さまざまな企業の事例を分析することができるようにな
る。　(B-2)

7.経営分析の技法を通じて企業経営の状態を明らかにし，そこで示された問題
点から課題を抽出し，情報に基づいて客観的な視点から他者と協同として問題
解決にあたる姿勢を持っている。　(C-2)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-4020000417-02経営分析論Ⅰ「（二部）」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・二部２時限　　試験時間割：2019/07/30　夜２限　　

飛田　努

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義は，企業の1年間の経営成績を表す財務諸表を中心とし
た会計情報を読み解くことを通じて，企業経営の良し悪しを判断
するための基礎的な方法を学習することを目的とします。具体的
には（1）経営戦略論を中心とした「企業経営の仕組み」と（2）
企業経営を貨幣的価値として表現した「会計情報を読み解く」と
いう2点を学びます。
　そのため，講義は2回あるいは3回で1つのテーマを取り上げま
す。初めの1回で会計情報を用いて経営分析するための計算式へ
の理解，次の1回ないしは2回でケーススタディやVTRを通じて計
算式から企業経営の仕組みをどう読み取ることができるのかにつ
いて講義します。これにより，企業経営の良し悪しを判断するた
めの基本的な方法を学びます。
　なお，経営分析論は会計学と経営学の学際的領域で，「財務諸
表をどう読むか」に重点を置いた講義を行うので，会計学を学ん
だことがない学生でも積極的に受講してください。

◎－－－　到達目標　－－－◎

経営分析を行うための経営学や会計学の知識を用いて，企業の戦
略の実行や管理がどのようにして行われているのかを説明するこ
とができる。(知識・理解)

経営分析を行うための経営学や会計学の知識を用いて，企業行動
を財務数値の裏付けを取りながら説明することができる。(知
識・理解)

経営分析を行うための経営学や会計学の知識を用いて，企業の経
営状態を理解することができる。(知識・理解)

経営分析を行うための経営学や会計学の知識を用いて，企業の経
営状態を説明することができる。(知識・理解)

経営分析を行うための経営学や会計学の知識や理論に基づいて，
企業行動を説明することができるとともに，そこから明らかにな
る課題を抽出し，解決策を理論と財務数値に基づいて提案するこ
とができる。(技能)

企業行動の多様性を学ぶとともに，財務数値にどのように表現さ
れているのかを理解するために，さまざまな企業の事例を分析す
ることができるようになる。(技能)

経営分析の技法を通じて企業経営の状態を明らかにし，そこで示
された問題点から課題を抽出し，情報に基づいて客観的な視点か
ら他者と協同として問題解決にあたる姿勢を持っている。(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　毎回講義の予習・復習の範囲を提示するので，必ず予習・復習
をすること。予習は事前に指定する範囲を30分程度，復習は講義
内容の理解のみならず，計算問題演習等を踏まえて60分程度行う
こと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　原則として期末試験で評価を行う。試験では講義が目標とする
「企業経営の仕組み」と「会計情報を読み解く」をベースにし，
経営戦略論の基本的なフレームワークと財務諸表分析の基本的な
計算式・計算結果（指標）を用いて企業分析を行い，論理的な解
答を導けるか否かを成績評価の基準とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

松村勝弘・松本敏史・篠田朝也・西山俊一『新訂版財務諸
表分析入門 Excelでわかる企業力』Bkc（ISBN
978-4939051562）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　本講義は「経営分析論Ⅱ」とあわせて履修することが望
ましい。「経営分析論Ⅱ」を履修することで経営分析論全
体を学習することになります。
　積極的な発言が評価点につながることもあるので，発言
を求められた際には積極的に発言してください。
　なお，講義内で計算を行うことがあるので電卓を持参し
てください。定期試験において携帯電話や電子辞書の電卓
機能を使用することは認めません。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回　講義ガイダンス
第2回　経営戦略論のフレームワーク
第3回　財務諸表の意味と役割
第4回　戦略思考と財務諸表分析（1）
第5回　戦略思考と財務諸表分析（2）
第6回　貸借対照表による支払能力・財務安定性の分析
（1）
第7回　貸借対照表による支払能力・財務安定性の分析
（2）
第8回　損益計算書による収益力の分析（1）
第9回　損益計算書による収益力の分析（2）
第10回 貸借対照表と損益計算書による資本運用効率の分
析（1）
第11回 貸借対照表と損益計算書による資本運用効率の分
析（2）
第12回 投下資本利益率とデュポンシステム（1）
第13回 投下資本利益率とデュポンシステム（2）
第14回 投下資本利益率とデュポンシステム（3）
第15回 講義のまとめ



2019-4020000417-02経営分析論Ⅰ「（二部）」

飛田　努

◎経営

1.経営分析を行うための経営学や会計学の知識を用いて，企業の戦略の実行や
管理がどのようにして行われているのかを説明することができる。　(A-1)

2.経営分析を行うための経営学や会計学の知識を用いて，企業行動を財務数値
の裏付けを取りながら説明することができる。　(A-1)

3.経営分析を行うための経営学や会計学の知識を用いて，企業の経営状態を理
解することができる。　(A-2)

4.経営分析を行うための経営学や会計学の知識を用いて，企業の経営状態を説
明することができる。　(A-3)

5.経営分析を行うための経営学や会計学の知識や理論に基づいて，企業行動を
説明することができるとともに，そこから明らかになる課題を抽出し，解決策
を理論と財務数値に基づいて提案することができる。　(B-1)

6.企業行動の多様性を学ぶとともに，財務数値にどのように表現されているの
かを理解するために，さまざまな企業の事例を分析することができるようにな
る。　(B-2)

7.経営分析の技法を通じて企業経営の状態を明らかにし，そこで示された問題
点から課題を抽出し，情報に基づいて客観的な視点から他者と協同として問題
解決にあたる姿勢を持っている。　(C-2)

◎　経営学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　経営学および会計学をはじめとする商学の専門的知識ならびに人文
科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の現状を説明することができる。
A-3　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の課題を説明することができる。
A-4　経営学および会計学の知識を用いて企業の財務活動を説明すること
ができる。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題を
発見することができる。
B-2　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題に
対する解決策を提案することができる。
B-3　組織において、協働して問題解決に当たるために必要なコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　問題解決への取り組みの成果を発信するために必要なプレゼンテー
ション能力を活用することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題解決の成果を発信することにより、社会や組織の発展に貢献す
る姿勢をもっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　組織の内外において、協働して問題解決に当たる姿勢をもってい
る。



2019-4020000418-02経営分析論Ⅱ「（二部）」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・二部２時限　　試験時間割：2020/01/21　夜２限　　

飛田　努

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義は「経営分析論Ⅰ」で学んだ知識を基礎として，企業の意思
決定において会計情報（特に管理会計情報）がいかに活用されている
のかについて学習します。具体的には（1）企業経営の仕組みへの理
解，（2）会計情報を読み解くという「経営分析論Ⅰ」の学習内容に
加えて，（3）企業経営者や管理者が意思決定を行う際に必要となる
会計情報を「事業や事業部の存続・廃止」，「設備投資」，「資金繰
り（キャッシュ・フロー分析）」という3つの側面を中心に講義しま
す。また，これらの考え方は企業価値評価を行う際にも用いられるの
で，基礎的な企業価値評価に関する理論についても講義します。
　そのため，講義は2回あるいは3回で1つのテーマを取り上げます。
初めの1回で理論の解説，次の1回ないしは2回でケーススタディや
VTR，例題を解くことを通じて会計情報が企業経営者や管理者の意思
決定にとって有用であるのかについて講義します。若干応用的な論点
が含まれますが，実際に企業や金融機関などで会計情報がどのように
用いられているのかを意識しながら，講義を進めていきます。
　なお，経営分析論Ⅱは，経営分析論や管理会計論と同様に会計学と
経営学の学際的領域ではありますが，財務諸表の作成や会計制度への
理解よりも，企業経営の現場で用いられる「会計情報をどう読むか」
に重点を置いた講義を行うので，会計学を学んだことがない学生でも
積極的に受講してください。

◎－－－　到達目標　－－－◎

特に管理会計論を中心とした企業経営者や管理者が意思決定する際に
用いる会計情報がいかに作成され，利用されるのかについて基本的な
知識を身につけている。(知識・理解)

企業の日常的（業務的）あるいは構造的意思決定で用いられる技法を
用いて，企業活動がどのように行われているのかを説明することがで
きる。(知識・理解)

企業の日常的（業務的）あるいは構造的意思決定で用いられる技法を
用いて，いかに経営管理がおこなわれているのかを説明することがで
きる。(知識・理解)

特に設備投資意思決定計算やキャッシュ・フロー計算で用いられる技
法を用いて，企業の財務活動を説明することができる。(知識・理解)

講義で学習する理論を用いて，経営者や管理者が行う意思決定がどの
ように行われるのかを学習することを通じて，組織の問題点を発見す
ることができる。(技能)

講義で学習する理論を用いて，経営者や管理者が行う意思決定がどの
ように行われるのかを学習することを通じて，組織の問題点や解決策
を提示することができる。(技能)

理論への理解や計算問題演習を主体的に学ぶことができる。(態度・
志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　毎回講義の予習・復習の範囲を提示するので，必ず予習・復習をす
ること。予習は事前に指定する範囲を30分程度，復習は講義内容の理
解のみならず，計算問題演習等を踏まえて60分程度行うこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　原則として期末試験で評価を行う。試験では「事業や事業部の存
続・廃止」，「設備投資」，「資金繰り」という講義内で取り上げる
3つの視点について出題し，それぞれについて基礎的な理論への理解
がなされているのかについて出題する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

松村勝弘・松本敏史・篠田朝也・西山俊一『新訂版財務諸
表分析入門 Excelでわかる企業力』Bkc（ISBN
978-4939051562）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　本講義は「経営分析論Ⅰ」とあわせて履修することが望
ましい。それにより，「経営分析論」の全体像を把握する
ことができるようになります。
　積極的な発言が評価点につながることもあるので，発言
を求められた際には積極的に発言してください。
　なお，講義内で計算を行うことがあるので電卓を持参し
てください。定期試験において携帯電話や電子辞書の電卓
機能を使用することは認めません。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回　講義ガイダンス
第2回　損益分岐点分析・直接原価計算（1）
第3回　損益分岐点分析・直接原価計算（2）
第4回　業務的意思決定（1）
第5回　業務的意思決定（2）
第6回　業務的意思決定（3）
第7回　付加価値分析
第8回　設備投資意思決定計算（1）
第9回　設備投資意思決定計算（2）
第10回 キャッシュ・フロー分析（1）
第11回 キャッシュ・フロー分析（2）
第12回 キャッシュ・フロー分析（3）
第13回 企業価値の測定（1）
第14回 企業価値の測定（2）
第15回 講義のまとめ



2019-4020000418-02経営分析論Ⅱ「（二部）」

飛田　努

◎経営

1.特に管理会計論を中心とした企業経営者や管理者が意思決定する際に用いる
会計情報がいかに作成され，利用されるのかについて基本的な知識を身につけ
ている。　(A-1)

2.企業の日常的（業務的）あるいは構造的意思決定で用いられる技法を用い
て，企業活動がどのように行われているのかを説明することができる。　(A-2)

3.企業の日常的（業務的）あるいは構造的意思決定で用いられる技法を用い
て，いかに経営管理がおこなわれているのかを説明することができる。　(A-3)

4.特に設備投資意思決定計算やキャッシュ・フロー計算で用いられる技法を用
いて，企業の財務活動を説明することができる。　(A-3)

5.講義で学習する理論を用いて，経営者や管理者が行う意思決定がどのように
行われるのかを学習することを通じて，組織の問題点を発見することができ
る。　(B-1)

6.講義で学習する理論を用いて，経営者や管理者が行う意思決定がどのように
行われるのかを学習することを通じて，組織の問題点や解決策を提示すること
ができる。　(B-2)

7.理論への理解や計算問題演習を主体的に学ぶことができる。　(C-2)

◎　経営学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　経営学および会計学をはじめとする商学の専門的知識ならびに人文
科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の現状を説明することができる。
A-3　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の課題を説明することができる。
A-4　経営学および会計学の知識を用いて企業の財務活動を説明すること
ができる。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題を
発見することができる。
B-2　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題に
対する解決策を提案することができる。
B-3　組織において、協働して問題解決に当たるために必要なコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　問題解決への取り組みの成果を発信するために必要なプレゼンテー
ション能力を活用することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題解決の成果を発信することにより、社会や組織の発展に貢献す
る姿勢をもっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　組織の内外において、協働して問題解決に当たる姿勢をもってい
る。



2019-4020000393-02経営労務論「（二部）」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・二部２時限　　試験時間割：2019/07/25　夜２限　　

于　暁爽

◎－－－　概要　－－－◎

　欧米企業であれ、日本企業であれ、企業はヒト（労働力）と
いう経営資源を獲得しなければ企業活動を実現することはでき
ず、そのためにヒトの獲得、活用、定着、モチベーション、あ
るいはヒトの使用権の所有者である労働者（従業員）と企業と
の間のコンフリクトの解決に関わる諸活動が企業の中で必要と
ならざるを得ない。もっと具体的に言えば、募集、選考、採
用、配置、人事評価、教育訓練、昇進・昇格、報酬、昇給、労
働時間管理、安全衛生、福利厚生、コミュニケーション、モ
ラール・サーベイ、カウンセリング、職場懇談会、団体交渉、
苦情処理等の活動が必要とならざるを得ない。
　本講義では、従来は人事・労務管理と呼ばれてきた、そして
最近は人的資源管理あるいはヒューマン・リソース・マネジメ
ントと呼ばれるようになったこれらの活動の概要と経営的意義
について説明したい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

人事・労務管理（人的資源管理）の基本的な理論的内容を説明
することができる。(知識・理解)

日本企業における人事・労務管理実践の歴史的な変遷、現状あ
るいは変化の方向性について説明することができる。(知識・
理解)

日本企業における人事・労務管理の実践の新傾向について説明
することができる。((知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　受講者は、シラバスに従って受講日の講義内容に関係するテ
キストの章や節を、事前に読んでおくこと。さらに、受講後時
間をおかずにプリント、ノート、テキスト、参考書等を読み返
して復習しておくこと。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　労務管理が存在する理論的根拠、労務管理の基礎的学説の概
要、日本企業における労務管理の特徴について、論理的に説明
できているかどうかが、評価基準となる。
　原則として、定期試験の結果50％、期末レポート15％、平常
点35%の割合で採点し、総合的に判断した上で評価を行う。
　平常点については、毎回の演習問題において講義内容に関す
る基本的な用語や概念を使用しつつ的確に解答することができ
ているか、が評価基準となる。
　期末レポートについては、人事・労務管理の制度・手法の具
体的内容の要点を的確に説明できているかどうかに照らして採
点し、評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

中川誠士編著『テイラー』文真堂、2012、（経営学史叢書
①）、ISBN 9784830947315
　テキストは金修堂書店で販売する。
　授業内容を理解できるようにプリントも毎回配布する予
定である。

◎－－－　参考書　－－－◎

伊藤健市・中川誠士・堀龍二共著『アメリカの経営・日本
の経営』ミネルヴァ書房、2010 　ISBN 9784623057580
ユージン・マッケナ, ニック・ビーチ共著、今村寛治［ほ
か訳］『ヒューマン・リソース・マネジメント』税務計理
協会、2000　ISBN 4419035579
Ｔ・Ａ・コーキャン他『ワーキング・イン・アメリカ』ミ
ネルヴァ書房、2004　ISBN 4623040224
中川誠士著『テイラー主義生成史論』森山書店、1992.6、
ISBN 4839417555
井上昭一編著『現代アメリカ企業経営史』ミネルヴァ書
房、2004、ISBN 4623038793
田代義範編著『現代日本企業の経営学』ミネルヴァ書房、
2004、ISBN 4623040240
伊藤健市・田中和雄・中川誠士編著『現代アメリカ企業の
人的資源管理』税務経理協会、2007、ISBN 4419047151

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　労務管理の理論、制度、手法についての細々とした内容
にとらわれずに、話の大きな流れをまずつかみ、しかる後
に細々とした内容がその大きな流れの中の何処に位置づけ
られるかについての学習・理解に移るように心掛けよう。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．人事管理、労務管理、人事・労務管理、ヒュー
　　マン・リソース・マネジメント（１）
２．人事管理、労務管理、人事・労務管理、ヒュー
　　マン・リソース・マネジメント（２）
３．経営労務論の対象と方法（１）
４．経営労務論の対象と方法（２）
５．労務管理の体系（１）
６．労務管理の体系（２）
７．人事戦略と雇用管理（１）
８．人事戦略と雇用管理（２）
９．目標管理と人事考課（１）
１０．目標管理と人事考課（２）
１１．昇進・昇格（１）
１２．昇進・昇格（２）
１３．賃金管理（１）
１４．賃金管理（２）
１５．まとめ



2019-4020000393-02経営労務論「（二部）」

于　暁爽

◎商学:A-1,A-2,A-3

1.人事・労務管理（人的資源管理）の基本的な理論的内容を説明することがで
きる。　(A-1)

2.日本企業における人事・労務管理実践の歴史的な変遷、現状あるいは変化の
方向性について説明することができる。　(A-2)

3.日本企業における人事・労務管理の実践の新傾向について説明することがで
きる。(　(A-3)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-4020000380-02原価計算論「（二部）」（原価意識と会計学の融合）

 期別：通年　　単位数：4　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：木・二部１時限　　試験時間割：2019/07/25　夜１限,　2020/01/23　夜１限　　

田坂　公

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義では，会計学のうち初歩的な原価計算（工業簿記）に
ついて学習します。みなさんが学ぶべき簿記は大別すると2タ
イプあり，それは(1)商業簿記（商業経営の簿記＝本学の「簿記
原理」および「会社簿記」）と(2)工業簿記（工業経営の簿記＝
本学の「原価計算論」）です。
　商業経営とは，八百屋や百貨店，商社などの形態がそれにあ
たります。たとえば八百屋はリンゴを仕入れたらそれをそのま
ま売ります。このように外部から仕入れた商品をそのまま販売
するのが商業経営です。
　これに対して，飲料メーカーでは同じように仕入れたリンゴ
でも，それをリンゴジュースに加工して販売するでしょう。こ
のように工業経営では，自社で製造（加工）した製品を販売し
利益を得るという特徴があります。加工する以上，「1個あた
りの原価を計算」しておかないと利益が算定できませんね。こ
れが原価計算です。
　本講義では工業経営で行われる簿記と初歩的な原価計算につ
いて合わせて学習していきます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに社会科学につい
ての基本的な知識を身につけている。(知識・理解)

会計学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済
的状況(内外の環境与件) を理解できる。(知識・理解)

会計学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社
会的課題を説明することができる。(知識・理解)

会計学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題
を自ら発見できる。(技能)

会計学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題
の解決策を自ら考え提案することができる。(技能)

常に会計学の知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢を
もっている。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　テキストの該当箇所を予習・復習しておくこと（1コマごと
に1.5時間は復習することが目安）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　原則として定期試験70％，授業中に実施する確認テスト30％
（1回を予定）の割合で評点を算出します。ただし，平常点を
加味することがあります。前記の到達目標を満たしているかを
評価の基準とします。

◎－－－　テキスト　－－－◎

・TAC簿記検定講座『合格テキスト　日商簿記2級工業簿
記』TAC出版/ISBN9784813261582
・TAC簿記検定講座『合格トレーニング　日商簿記2級工
業簿記』TAC出版/ISBN9784813261605
いずれも最新のものを利用してください。

◎－－－　参考書　－－－◎

櫻井通晴『原価計算』同文舘出版　ISBN 9784495199418

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

(1)テキストと電卓を必ず持参してください。
(2)講義で配布した資料は必ずファイリングして保存・整理
してください。
(3)自宅学習を必ず行うこと（練習問題を解く）。

◎－－－　授業計画　－－－◎

(前期）
1　工業簿記の勘定連絡図
2　原価の分類(1)
3　原価の分類(2)
4　工業簿記の勘定連絡図
5　材料費(1)
6　材料費(2)
7　材料費(3),演習問題
8　労務費(1)
9　労務費(2)
10　経費
11 単純個別原価計算(1)
12 単純個別原価計算(2)
13 製造間接費(1)
14 製造間接費(2)
15 総合問題演習
（後期）
16 前期の復習
17 部門別個別原価計算(1)
18 部門別個別原価計算(2)
19 総合原価計算(1)
20 総合原価計算(2)
21 総合原価計算(3)
22 総合原価計算(4)
23 総合原価計算(5)
24 標準原価計算(1)
25 標準原価計算(2)
26 標準原価計算(3)
27 標準原価計算(4)
28 直接原価計算(1)
29 直接原価計算(2)
30 本社工場会計，全体のまとめ
　なお，受講者のレベルに応じて授業計画を若干変更する
ことがある。



2019-4020000380-02原価計算論「（二部）」（原価意識と会計学の融合）

田坂　公

◎商学:A-1,A-2,A-3,B-1,B-2,C-2

1.経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに社会科学についての基本的な
知識を身につけている。　(A-1)

2.会計学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況(内外の
環境与件) を理解できる。　(A-2)

3.会計学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課題を説
明することができる。　(A-3)

4.会計学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら発見でき
る。　(B-1)

5.会計学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決策を自ら
考え提案することができる。　(B-2)

6.常に会計学の知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。　
(C-2)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-4020000117-02原価計算論Ⅰ「（二部）」（原価意識と会計学の融合）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・二部１時限　　試験時間割：2019/07/25　夜１限　　

田坂　公

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義では，会計学のうち初歩的な原価計算（工業簿記）に
ついて学習します。みなさんが学ぶべき簿記は大別すると2タ
イプあり，それは(1)商業簿記（商業経営の簿記＝本学の「簿記
入門Ⅰ・Ⅱ」および「会社簿記Ⅰ・Ⅱ」）と(2)工業簿記（工業
経営の簿記＝本学の「原価計算論Ⅰ・Ⅱ」）です。
　商業経営とは，八百屋や百貨店，商社などの形態がそれにあ
たります。たとえば八百屋はリンゴを仕入れたらそれをそのま
ま売ります。このように外部から仕入れた商品をそのまま販売
するのが商業経営です。
　これに対して，飲料メーカーでは同じように仕入れたリンゴ
でも，それをリンゴジュースに加工して販売するでしょう。こ
のように工業経営では，自社で製造（加工）した製品を販売し
利益を得るという特徴があります。加工する以上，「1個あた
りの原価を計算」しておかないと利益が算定できませんね。こ
れが原価計算です。
　本講義では工業経営で行われる簿記と初歩的な原価計算につ
いて合わせて学習していきます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに社会科学につい
ての基本的な知識を身につけている。(知識・理解)

会計学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済
的状況（内外の環境与件）を理解できる。(知識・理解)

会計学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社
会的課題を説明することができる。(知識・理解)

会計学の知識・理解を用いて企業および地域社会における課題
を自ら発見できる。(技能)

会計学の知識・理解を用いて企業および地域社会における課題
の解決策を自ら考え提案することができる。(技能)

常に会計学の知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢を
もっている。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　テキストの該当箇所を予習・復習しておくこと（1コマごと
に1.5時間は復習することが目安）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　原則として定期試験70％，授業中に実施する確認テスト30％
の割合で評点を算出します。ただし，平常点を加味することが
あります。前記の到達目標を満たしているかを評価の基準とし
ます。

◎－－－　テキスト　－－－◎

・TAC簿記検定講座『合格テキスト　日商簿記2級工業簿
記』TAC出版/ISBN9784813261582
・TAC簿記検定講座『合格トレーニング　日商簿記2級工
業簿記』TAC出版/ISBN9784813261605
いずれも最新のものを利用してください。

◎－－－　参考書　－－－◎

櫻井通晴『原価計算』同文舘出版　ISBN 9784495199418

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

(1)テキストと電卓を必ず持参してください。
(2)講義で配布した資料は必ずファイリングして保存・整理
してください。
(3)自宅学習を必ず行うこと（練習問題を解く）。

◎－－－　授業計画　－－－◎

（前期）
1　工業簿記の勘定連絡図
2　原価の分類(1)
3　原価の分類(2)
4　工業簿記の勘定連絡図
5　材料費(1)
6　材料費(2)
7　材料費(3)，演習問題
8　労務費(1)
9　労務費(2)
10 経費
11 単純個別原価計算(1)
12 単純個別原価計算(2)
13 製造間接費(1)
14 製造間接費(2)
15 総合問題演習
　なお，受講者のレベルに応じて授業計画を若干変更する
ことがある。



2019-4020000117-02原価計算論Ⅰ「（二部）」（原価意識と会計学の融合）

田坂　公

◎経営

1.経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに社会科学についての基本的な
知識を身につけている。　(A-1)

2.会計学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況（内外
の環境与件）を理解できる。　(A-2)

3.会計学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課題を説
明することができる。　(A-3)

4.会計学の知識・理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら発見で
きる。　(B-1)

5.会計学の知識・理解を用いて企業および地域社会における課題の解決策を自
ら考え提案することができる。　(B-2)

6.常に会計学の知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。　
(C-2)

◎　経営学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　経営学および会計学をはじめとする商学の専門的知識ならびに人文
科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の現状を説明することができる。
A-3　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の課題を説明することができる。
A-4　経営学および会計学の知識を用いて企業の財務活動を説明すること
ができる。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題を
発見することができる。
B-2　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題に
対する解決策を提案することができる。
B-3　組織において、協働して問題解決に当たるために必要なコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　問題解決への取り組みの成果を発信するために必要なプレゼンテー
ション能力を活用することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題解決の成果を発信することにより、社会や組織の発展に貢献す
る姿勢をもっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　組織の内外において、協働して問題解決に当たる姿勢をもってい
る。



2019-4020000118-02原価計算論Ⅱ「（二部）」（原価意識と会計学の融合）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・二部１時限　　試験時間割：2020/01/23　夜１限　　

田坂　公

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義では，会計学のうち初歩的な原価計算（工業簿記）に
ついて学習します。みなさんが学ぶべき簿記は大別すると2タ
イプあり，それは(1)商業簿記（商業経営の簿記＝本学の「簿記
入門Ⅰ・Ⅱ」および「会社簿記Ⅰ・Ⅱ」）と(2)工業簿記（工業
経営の簿記＝本学の「原価計算論Ⅰ・Ⅱ」）です。
　商業経営とは，八百屋や百貨店，商社などの形態がそれにあ
たります。たとえば八百屋はリンゴを仕入れたらそれをそのま
ま売ります。このように外部から仕入れた商品をそのまま販売
するのが商業経営です。
　これに対して，飲料メーカーでは同じように仕入れたリンゴ
でも，それをリンゴジュースに加工して販売するでしょう。こ
のように工業経営では，自社で製造（加工）した製品を販売し
利益を得るという特徴があります。加工する以上，「1個あた
りの原価を計算」しておかないと利益が算定できませんね。こ
れが原価計算です。
　本講義では工業経営で行われる簿記と初歩的な原価計算につ
いて合わせて学習していきます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに社会科学につい
ての基本的な知識を身につけている。(知識・理解)

会計学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済
的状況（内外の環境与件）を理解できる。(知識・理解)

会計学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社
会的課題を説明することができる。(知識・理解)

会計学の知識・理解を用いて企業および地域社会における課題
を自ら発見できる。(技能)

会計学の知識・理解を用いて企業および地域社会における課題
の解決策を自ら考え提案することができる。(技能)

常に会計学の知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢を
もっている。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

テキストの該当箇所を予習・復習しておくこと（1コマごとに
1.5時間は復習することが目安）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　原則として定期試験70％，授業中に実施する確認テスト30％
（1回を予定）の割合で評点を算出します。ただし，平常点を
加味することがあります。前記の到達目標を満たしているかを
評価の基準とします。

◎－－－　テキスト　－－－◎

・TAC簿記検定講座『合格テキスト　日商簿記2級工業簿
記』TAC出版/ISBN9784813261582
・TAC簿記検定講座『合格トレーニング　日商簿記2級工
業簿記』TAC出版/ISBN9784813261605
いずれも最新のものを利用してください。

◎－－－　参考書　－－－◎

櫻井通晴『原価計算』同文舘出版　ISBN 9784495199418

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

(1)テキストと電卓を必ず持参してください。
(2)講義で配布した資料は必ずファイリングして保存・整理
してください。
(3)自宅学習を必ず行うこと（練習問題を解く）。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 前期の復習
2 部門別個別原価計算(1)
3 部門別個別原価計算(2)
4 総合原価計算(1)
5 総合原価計算(2)
6 総合原価計算(3)
7 総合原価計算(4)
8 総合原価計算(5)
9 標準原価計算(1)
10 標準原価計算(2)
11 標準原価計算(3)
12 標準原価計算(4)
13 直接原価計算(1)
14 直接原価計算(2)
15 本社工場会計，全体のまとめ
　なお，受講者のレベルに応じて授業計画を若干変更する
ことがある。



2019-4020000118-02原価計算論Ⅱ「（二部）」（原価意識と会計学の融合）

田坂　公

◎経営

1.経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに社会科学についての基本的な
知識を身につけている。　(A-1)

2.会計学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況（内外
の環境与件）を理解できる。　(A-2)

3.会計学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課題を説
明することができる。　(A-3)

4.会計学の知識・理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら発見で
きる。　(B-1)

5.会計学の知識・理解を用いて企業および地域社会における課題の解決策を自
ら考え提案することができる。　(B-2)

6.常に会計学の知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。　
(C-2)

◎　経営学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　経営学および会計学をはじめとする商学の専門的知識ならびに人文
科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の現状を説明することができる。
A-3　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の課題を説明することができる。
A-4　経営学および会計学の知識を用いて企業の財務活動を説明すること
ができる。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題を
発見することができる。
B-2　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題に
対する解決策を提案することができる。
B-3　組織において、協働して問題解決に当たるために必要なコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　問題解決への取り組みの成果を発信するために必要なプレゼンテー
ション能力を活用することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題解決の成果を発信することにより、社会や組織の発展に貢献す
る姿勢をもっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　組織の内外において、協働して問題解決に当たる姿勢をもってい
る。



2019-4020000608-02工業経営論「（二部）」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・二部１時限　　試験時間割：2019/07/25　夜１限　　

森　正紀

◎－－－　概要　－－－◎

　この講義は、ホンダ技研やパナソニックなどのような製造メーカー
とよばれる会社について、その経営管理の基礎的な知識を学ぶための
ものです。経営管理というのは、簡単にいえば、しっかりと計画をた
てて、それを確実に実行していくという仕事です。経営管理は社長さ
んの仕事だと思う人が多いのですが、決してそれだけではなく、部長
さんや課長さんはもちろんのこと、一般社員や新入社員にとっても大
切な仕事です。工業経営論は、製造業で働く様々な立場の人々が、自
分の仕事をきちんとやるにはどうしたらよいのかを学ぶためのもので
す。
　20世紀のはじめ、工業化社会のために、経済学や商学から独立して
できたのが経営学という学問です。だから経営学は工業経営学ともよ
ばれています。工業経営「論」という場合は、学術的にではなく、わ
かりやすくお話ししますという意味です。
　会社の仕事には、大きな流れとしては、第１に、資本（カネ）を調
達する仕事（財務部）があり、第２に、それを元手に製品（モノ）を
つくる仕事（製造部）があり、第３に、それを売って利益をかせぐ仕
事（営業部）があります。商業と工業の違いは、第２のモノをつくる
仕事です。商業にはこの仕事はありません。だから工業経営論の講義
では、この仕事を中心に話が進められます。
　前期の工業経営論では、まず、テキストの第１章で、工業の経営の
仕組み、経営に必要なもの、経営とは何をするのかなどの基本的な知
識を学びます。具体例をたくさん挙げて、学生にもよく分かるように
説明していきます。
　第２章では、よい経営をするための、あるいはうまく経営できたか
どうかの目安、つまり数字で表わされるデータを紹介します。学生の
勉強と同じで、経営者にも成績表が必要です。どのようなものがある
か具体的に分かりやすく説明していきます。
　第３章は、商業と異なる、工業の特徴であるモノ作りについて説明
する箇所です。もっとも、工場の中で実際にモノを作るのは、技術者
や工員の人達の仕事で、皆さんがこれに携わることはほとんどありま
せん。しかし、何を作ったらよいかの企画を作るのは文科系出身者の
仕事です。しかもこれが工業の会社では一番大切なことなのです。
いったいどのようにしてヒット商品は生まれているのでしょうか、こ
れも豊富な実例を挙げながら説明していきます。
　

◎－－－　到達目標　－－－◎

工業経営の知識を用いて、企業が置かれている状況を理解できる。
(知識・理解)

工業経営の知識を用いて、企業の課題を説明できる。(知識・理解)

工業経営の知識を用いて、自ら企業の課題を発見できる。(技能)

工業経営の知識を用いて、自ら課題の解決策を提案できる。(技能)

常に新しい知識を求める姿勢がある。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　講義はテキストにしたがって進めていきます。あらかじめ、テキス
トを読んでおくことが必要です。さらに、講義では明確にポイントを
指摘しますので、そこを復習することで理解が深まるはずです。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　工業経営についての基礎知識の習熟度と学習態度、すなわち、定期
テストの点数と平常点（テスト±20）によって評価します。テストの
問題は、テキストないしノートから出題します。テストの内容は図
示、語群選択、箇条書きなどの客観テストであり、論文形式ではあり
ません。平常点が悪いと減点しますが、テストの点数がよければ、合
格最低点は与えます。平常点良好の者には点数を加算します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

森　正紀著:工業経営入門、中央経済社、
ISBN978-4-502-68510-1

◎－－－　参考書　－－－◎

　特に指定せず。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

講義はテキストに沿って進めていきますが、実務的な講義
なので、テキストには載せていない多くの事例を挙げま
す。したがって、きちんと出席して、話を聞くことが大切
です。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１　講義の目的、学ぶ理由
　２　第１章　企業経営のしくみ
　３　　　　　経営に必要なもの
　４　　　　　経営とは何をするのか
　５　第２章　合理性を求めて
　６　　　　　生産性について
　７　　　　　経済性について
　８　第３章　新製品の企画と開発
　９　　　　　製品の企画
１０　　　　　製品の開発
１１　　　　　アイデアの収集
１２　　　　　製品にしていく方法
１３　　　　　魅力をつけていく方法
１４　　　　　お金の問題の検討
１５　　　　　製造生産の意思決定



2019-4020000608-02工業経営論「（二部）」

森　正紀

◎商学:A-2,A-3,B-1,B-2,C-2

1.工業経営の知識を用いて、企業が置かれている状況を理解できる。　(A-2)

2.工業経営の知識を用いて、企業の課題を説明できる。　(A-3)

3.工業経営の知識を用いて、自ら企業の課題を発見できる。　(B-1)

4.工業経営の知識を用いて、自ら課題の解決策を提案できる。　(B-2)

5.常に新しい知識を求める姿勢がある。　(C-2)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-4020000401-03工業経営論Ａ「（二部）」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・二部１時限　　試験時間割：2019/07/25　夜１限　　

森　正紀

◎－－－　概要　－－－◎

　この講義は、ホンダ技研やパナソニックなどのような製造メーカー
とよばれる会社について、その経営管理の基礎的な知識を学ぶための
ものです。経営管理というのは、簡単にいえば、しっかりと計画をた
てて、それを確実に実行していくという仕事です。経営管理は社長さ
んの仕事だと思う人が多いのですが、決してそれだけではなく、部長
さんや課長さんはもちろんのこと、一般社員や新入社員にとっても大
切な仕事です。工業経営論は、製造業で働く様々な立場の人々が、自
分の仕事をきちんとやるにはどうしたらよいのかを学ぶためのもので
す。
　20世紀のはじめ、工業化社会のために、経済学や商学から独立して
できたのが経営学という学問です。だから経営学は工業経営学ともよ
ばれています。工業経営「論」という場合は、学術的にではなく、わ
かりやすくお話ししますという意味です。
　会社の仕事には、大きな流れとしては、第１に、資本（カネ）を調
達する仕事（財務部）があり、第２に、それを元手に製品（モノ）を
つくる仕事（製造部）があり、第３に、それを売って利益をかせぐ仕
事（営業部）があります。商業と工業の違いは、第２のモノをつくる
仕事です。商業にはこの仕事はありません。だから工業経営論の講義
では、この仕事を中心に話が進められます。
　前期の工業経営論Aでは、まず、テキストの第１章で、工業の経営
の仕組み、経営に必要なもの、経営とは何をするのかなどの基本的な
知識を学びます。具体例をたくさん挙げて、学生にもよく分かるよう
に説明していきます。
　第２章では、よい経営をするための、あるいはうまく経営できたか
どうかの目安、つまり数字で表わされるデータを紹介します。学生の
勉強と同じで、経営者にも成績表が必要です。どのようなものがある
か具体的に分かりやすく説明していきます。
　第３章は、商業と異なる、工業の特徴であるモノ作りについて説明
する箇所です。もっとも、工場の中で実際にモノを作るのは、技術者
や工員の人達の仕事で、皆さんがこれに携わることはほとんどありま
せん。しかし、何を作ったらよいかの企画を作るのは文科系出身者の
仕事です。しかもこれが工業の会社では一番大切なことなのです。
いったいどのようにしてヒット商品は生まれているのでしょうか、こ
れも豊富な実例を挙げながら説明していきます。
　

◎－－－　到達目標　－－－◎

工業経営の知識を用いて、企業が置かれている状況を理解できる(知
識・理解)

工業経営の知識を用いて、企業の課題を説明できる。(知識・理解)

工業経営の知識を用いて、自ら企業の課題を発見できる。(技能)

工業経営の知識を用いて、自ら課題の解決策を提案できる。(技能)

常に新しい知識を求める姿勢がある。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　講義はテキストにしたがって進めていきます。あらかじめ、テキス
トを読んでおくことが必要です。さらに、講義では明確にポイントを
指摘しますので、そこを復習することで理解が深まるはずです。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　工業経営についての基礎知識の習熟度と学習態度、すなわち、定期
テストの点数と平常点（テスト±20）によって評価します。テストの
問題は、テキストないしノートから出題します。テストの内容は図
示、語群選択、箇条書きなどの客観テストであり、論文形式ではあり
ません。平常点が悪いと減点しますが、テストの点数がよければ、合
格最低点は与えます。平常点良好の者には点数を加算します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

森　正紀著:工業経営入門、中央経済社、
ISBN978-4-502-68510-1

◎－－－　参考書　－－－◎

　特に指定せず。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

講義はテキストに沿って進めますが、実務的講義なので、
多くの事例を挙げます。したがって、きちんと出席して話
を聞くことが大切です。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１　講義の目的、学ぶ理由
　２　第１章　企業経営のしくみ
　３　　　　　経営に必要なもの
　４　　　　　経営とは何をするのか
　５　第２章　合理性を求めて
　６　　　　　生産性について
　７　　　　　経済性について
　８　第３章　新製品の企画と開発
　９　　　　　製品の企画
１０　　　　　製品の開発
１１　　　　　アイデアの収集
１２　　　　　製品にしていく方法
１３　　　　　魅力をつけていく方法
１４　　　　　お金の問題の検討
１５　　　　　製造生産の意思決定



2019-4020000401-03工業経営論Ａ「（二部）」

森　正紀

◎経営

1.工業経営の知識を用いて、企業が置かれている状況を理解できる　(A-2)

2.工業経営の知識を用いて、企業の課題を説明できる。　(A-3)

3.工業経営の知識を用いて、自ら企業の課題を発見できる。　(B-1)

4.工業経営の知識を用いて、自ら課題の解決策を提案できる。　(B-2)

5.常に新しい知識を求める姿勢がある。　(C-2)

◎　経営学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　経営学および会計学をはじめとする商学の専門的知識ならびに人文
科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の現状を説明することができる。
A-3　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の課題を説明することができる。
A-4　経営学および会計学の知識を用いて企業の財務活動を説明すること
ができる。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題を
発見することができる。
B-2　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題に
対する解決策を提案することができる。
B-3　組織において、協働して問題解決に当たるために必要なコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　問題解決への取り組みの成果を発信するために必要なプレゼンテー
ション能力を活用することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題解決の成果を発信することにより、社会や組織の発展に貢献す
る姿勢をもっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　組織の内外において、協働して問題解決に当たる姿勢をもってい
る。



2019-4020000402-03工業経営論Ｂ「（二部）」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・二部１時限　　試験時間割：2020/01/23　夜１限　　

森　正紀

◎－－－　概要　－－－◎

　この講義は、ホンダ技研やパナソニックなどのような製造メーカー
とよばれる会社について、その経営管理の基礎的な知識を学ぶための
ものです。経営管理というのは、簡単にいえば、しっかりと計画をた
てて、それを確実に実行していくという仕事です。経営管理は社長さ
んの仕事だと思う人が多いのですが、決してそれだけではなく、部長
さんや課長さんはもちろんのこと、一般社員や新入社員にとっても大
切な仕事です。工業経営論は、製造業で働く様々な立場の人々が、自
分の仕事をきちんとやるにはどうしたらよいのかを学ぶためのもので
す。
　20世紀のはじめ、工業化社会のために、経済学や商学から独立して
できたのが経営学という学問です。だから経営学は工業経営学ともよ
ばれています。工業経営「論」という場合は、学術的にではなく、わ
かりやすくお話しますという意味です。
　会社の仕事には、大きな流れとしては、第１に、資本（カネ）を調
達する仕事（財務部）があり、第２に、それを元手に製品（モノ）を
つくる仕事（製造部）があり、第３に、それを売って利益をかせぐ仕
事（営業部）があります。商業と工業の違いは、第２のモノをつくる
仕事です。商業にはこの仕事はありません。だから講義では、この仕
事を中心に話が進められます。
　後期の「工業経営論Ｂ」では、前期の「工業経営論Ａ」を基礎にし
て会社内の３つの仕事について学びます。テキストでは第４、５、６
章になります。第４章は、生産計画の立て方を学ぶところです。たと
え営業の仕事に就くとしても、自分の会社でどのようにしてモノが作
られているか知っておかないといい仕事はできません。またここで学
んだ計画の立て方は、何の計画にも応用できます。いい人材とは、計
画を立てることのできる人のことであると言っても過言ではありませ
ん。
　第５章では、モノづくりに必要な部品や材料などの資材の購買方法
を学びます。ここで学んだ知識は、たとえば商業の場合には仕入の仕
事と同じで、スーパーやデパートなどに就職する人々にも役に立ちま
す。
　第６章は会社で働くヒトの話です。ヒトにヤル気がなければ、何ご
ともうまくいきませんし、会社にとっても本人にとってもいいことは
何もありません。どうしたら、ヤル気が高まり、生き生きと働くこと
ができるでしょうか。ここでは学生諸君のために一生役立つ話をしま
す。
　

◎－－－　到達目標　－－－◎

工業経営の知識を用いて、企業が置かれている状況を理解できる。(知
識・理解)

工業経営の知識を用いて、企業の課題を説明できる。(知識・理解)

工業経営の知識を用いて、自ら企業の課題を発見できる。(技能)

工業経営の知識を用いて、自ら課題の解決策を提案できる。(技能)

常に新しい知識を求める姿勢がある。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　講義はテキストにしたがって進めていきます。あらかじめテキスト
を読んでおくことが必要です。さらに、講義ではポイントを明確に指
摘しますので、そこを復習することで理解が深まるはずです。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　生産管理、資材管理、労務管理などの工業経営の基礎知識について
の習熟度と学習態度、すなわち、定期テストの点数と平常点（テスト
±20点）によって評価します。テストの問題は、テキストないしノー
トから出題します。テストの内容は、図示、語群選択、箇条書きなど
の客観テストであり、論文形式ではありません。平常点が悪いと減点
しますが、テストの点数がよければ、合格最低点は与えます。熱心に
受講した者には点数を加算します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

森　正紀著『工業経営入門』中央経済社、2011、
ISBN978-4-502-68510-1

◎－－－　参考書　－－－◎

特に指定せず

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

講義はすべてテキストどおりに進めますが、実務的講義で
あり、テキストに載せていない多くの実例をあげますの
で、話をよく聞くことが大切です。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１　第４章　生産計画の立て方
　２　　　　　　長期生産計画の立て方
　３　　　　　　中期生産計画の立て方
　４　第５章　購買管理の方法
　５　　　　　　資材購買の役割
　６　　　　　　購買の計画
　７　　　　　　購買の手順
　８　　　　　　購買の取引
　９　　　　　　購買と倫理
１０　第６章　人間性を求めて
１１　　　　　　働きがいが生ずるしくみ
１２　　　　　　仕事への欲求とその管理
１３　　　　　　人間関係の管理
１４　　　　　　自主性の管理
１５　　　　　　生産性と人間性の相剋



2019-4020000402-03工業経営論Ｂ「（二部）」

森　正紀

◎経営

1.工業経営の知識を用いて、企業が置かれている状況を理解できる。　(A-2)

2.工業経営の知識を用いて、企業の課題を説明できる。　(A-3)

3.工業経営の知識を用いて、自ら企業の課題を発見できる。　(B-1)

4.工業経営の知識を用いて、自ら課題の解決策を提案できる。　(B-2)

5.常に新しい知識を求める姿勢がある。　(C-2)

◎　経営学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　経営学および会計学をはじめとする商学の専門的知識ならびに人文
科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の現状を説明することができる。
A-3　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の課題を説明することができる。
A-4　経営学および会計学の知識を用いて企業の財務活動を説明すること
ができる。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題を
発見することができる。
B-2　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題に
対する解決策を提案することができる。
B-3　組織において、協働して問題解決に当たるために必要なコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　問題解決への取り組みの成果を発信するために必要なプレゼンテー
ション能力を活用することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題解決の成果を発信することにより、社会や組織の発展に貢献す
る姿勢をもっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　組織の内外において、協働して問題解決に当たる姿勢をもってい
る。



2019-4020000612-02国際会計論「（二部）」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・二部２時限　　試験時間割：2019/07/26　夜２限　　

池田　健一

◎－－－　概要　－－－◎

　近年、日本企業の財務報告の透明性を高め、国内的にも国際
的にも信頼できるようにするため、日本の会計ルールに国際財
務報告基準（ＩＦＲＳ）を採り入れる動きが顕著になってきて
います。
　また、2010年3月期から認められている任意適用により、
2019年１月時点で、ＩＦＲＳ任意適用会社は199社となり、こ
のうち上場会社の時価総額は全上場会社の時価総額の約３0％
程度にのぼっているとされます。
　そこで本講義では、国際財務報告基準や日本の会計ルールに
関心を持つ受講生に、連結会計、税効果会計、外貨換算会計、
キャッシュ・フロー計算書を含む、さまざまなテーマについて
理解を深めてもらうことを目標とします。
　なお、講義では、国際財務報告基準についての学習が中心と
なりますが、一部の論点については日本の会計ルールも学習し
ます。
　授業は、テキストの重要論点について基礎的な内容から説明
していき、各テーマの概要を理解してもらおうと考えていま
す。また、授業中に短いレポートを作成してもらったり各テー
マに関する練習問題を解いてもらうことも検討しています。
　講義で重要な論点に関する概要を理解した上で、復習として
テキストや参考文献を使って学習を深めていってもらえればと
思います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

講義で学んだ内容をもとに講義で取り上げたいくつかの企業の
企業活動を説明できる。(知識・理解)

IFRSが企業の経営管理に及ぼす影響を理解し説明できる。(知
識・理解)

講義で学んだ内容をもとに講義で取り上げたいくつかの企業の
財務活動を説明できる。(知識・理解)

講義で学んだ内容をもとにIFRSが企業に及ぼす影響を理解し会
計処理の特徴を説明することができる。(知識・理解)

IFRSの最新動向について主体的に学ぼうとしている。(態度・
志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　シラバスに示された学習項目について事前に教科書に目を通
しておく
ようにしてください（めやす30分）。また、授業終了時に教科
書の各章末の練習問題を解答するようにしてください（めやす
15分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　講義で学習した各テーマの内容が十分に理解できているかを
評価の基準とします。　
　定期試験の成績を９割、平常点１割（提出された課題に基づ
いて評価を行う）を目安として総合的に評価します。ただし、
講義期間中に提出課題がなかった場合は、定期試験の成績に基
づいて評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

池田健一著『はじめて学ぶ国際会計論』同文館 ISBN
978-4-495-20761-8

◎－－－　参考書　－－－◎

広瀬義州著『ＩＦＲＳ財務会計入門』中央経済社　ISBN
978-4-502-22460-7
桜井久勝編著『テキスト国際会計基準』白桃書房 ISBN
978-4‐561‐35218‐1

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　「簿記原理（または簿記入門Ⅰ・Ⅱ）」の単位を修得し
てから受講してください。「財務会計論」や「会社簿記
（または会社簿記Ⅰ・Ⅱ）」等も履修済み（または受講中
であること）が望ましい。きちんと出席して学習していく
ことができる人を希望します。
　講義中は学生としてのマナーを守り静かに受講してくだ
さい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１　オリエンテーション
　２　国際会計基準委員会の概要
　３　概念フレームワーク[1]
　４　概念フレームワーク[2]
　５　財務諸表の表示
　６　棚卸資産
　７　キャッシュ・フロー計算書[1]
　８　キャッシュ・フロー計算書[2]
　９　法人所得税[1]
１０　法人所得税[2]
１１　有形固定資産[1]
１２　有形固定資産[2]　
１３　収益認識
１４　問題演習
１５　後期のまとめ

　なお、講義日程や諸事情により授業計画が変更になる場
合があります。あらかじめご了承ください。



2019-4020000612-02国際会計論「（二部）」

池田　健一

◎商学:A-1,A-2,A-3,C-2

1.講義で学んだ内容をもとに講義で取り上げたいくつかの企業の企業活動を説
明できる。　(A-1)

2.IFRSが企業の経営管理に及ぼす影響を理解し説明できる。　(A-2)

3.講義で学んだ内容をもとに講義で取り上げたいくつかの企業の財務活動を説
明できる。　(A-3)

4.講義で学んだ内容をもとにIFRSが企業に及ぼす影響を理解し会計処理の特徴
を説明することができる。　(A-1)

5.IFRSの最新動向について主体的に学ぼうとしている。　(C-2)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-4020000385-02国際会計論Ⅰ「（二部）」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・二部２時限　　試験時間割：2019/07/26　夜２限　　

池田　健一

◎－－－　概要　－－－◎

　近年、日本企業の財務報告の透明性を高め、国内的にも国際
的にも信頼できるようにするため、日本の会計ルールに国際財
務報告基準（ＩＦＲＳ）を採り入れる動きが顕著になってきて
います。
　また、2010年3月期から認められている任意適用により、
2019年１月時点で、ＩＦＲＳ任意適用会社は199社となり、こ
のうち上場会社の時価総額は全上場会社の時価総額の約30％程
度にのぼっているとされます。
　そこで本講義では、国際財務報告基準や日本の会計ルールに
関心を持つ受講生に、連結会計、税効果会計、外貨換算会計、
キャッシュ・フロー計算書を含む、さまざまなテーマについて
理解を深めてもらうことを目標とします。
　なお、講義では、国際財務報告基準についての学習が中心と
なりますが、一部の論点については日本の会計ルールも学習し
ます。
　授業は、テキストの重要論点について基礎的な内容から説明
していき、各テーマの概要を理解してもらおうと考えていま
す。また、授業中に短いレポートを作成してもらったり各テー
マに関する練習問題を解いてもらうことも検討しています。
　講義で重要な論点に関する概要を理解した上で、復習として
テキストや参考文献を使って学習を深めていってもらえればと
思います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

講義で学んだ内容をもとに講義で取り上げたいくつかの企業の
企業活動を説明できる。(知識・理解)

IFRSが企業の経営管理に及ぼす影響を理解し説明できる。(知
識・理解)

講義で学んだ内容をもとに講義で取り上げたいくつかの企業の
財務活動を説明できる。(知識・理解)

講義で学んだ内容をもとにIFRSが企業に及ぼす影響を理解し会
計処理の特徴を説明することができる。(知識・理解)

IFRSの最新動向について主体的に学ぼうとしている。(態度・
志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　シラバスに示された学習項目について事前に教科書に目を通
しておく
ようにしてください（めやす30分）。また、授業終了時に教科
書の各章末の練習問題を解答するようにしてください（めやす
15分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　講義で学習した各テーマの内容が十分に理解できているかを
評価の基準とします。　
　定期試験の成績を９割、平常点１割（提出された課題に基づ
いて評価を行う）を目安として総合的に評価します。ただし、
講義期間中に提出課題がなかった場合は、定期試験の成績に基
づいて評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

池田健一著『はじめて学ぶ国際会計論』同文館 ISBN
978-4-495-20761-8

◎－－－　参考書　－－－◎

広瀬義州著『ＩＦＲＳ財務会計入門』中央経済社　ISBN
978-4-502-22460-7
桜井久勝編著『テキスト国際会計基準』白桃書房 ISBN
978-4-561-35218-1

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　「簿記原理（または簿記入門Ⅰ・Ⅱ）」の単位を修得し
てから受講してください。「財務会計論」や「会社簿記
（または会社簿記Ⅰ・Ⅱ）」等も履修済み（または受講中
であること）が望ましい。きちんと出席して学習していく
ことができる人を希望します。
　講義中は学生としてのマナーを守り静かに受講してくだ
さい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１　オリエンテーション
　２　国際会計基準委員会の概要
　３　概念フレームワーク[1]
　４　概念フレームワーク[2]
　５　財務諸表の表示
　６　棚卸資産
　７　キャッシュ・フロー計算書[1]
　８　キャッシュ・フロー計算書[2]
　９　法人所得税[1]
１０　法人所得税[2]
１１　有形固定資産[1]
１２　有形固定資産[2]　
１３　収益認識
１４　問題演習
１５　後期のまとめ

　なお、講義日程や諸事情により授業計画が変更になる場
合があります。あらかじめご了承ください。



2019-4020000385-02国際会計論Ⅰ「（二部）」

池田　健一

◎経営

1.講義で学んだ内容をもとに講義で取り上げたいくつかの企業の企業活動を説
明できる。　(A-1)

2.IFRSが企業の経営管理に及ぼす影響を理解し説明できる。　(A-2)

3.講義で学んだ内容をもとに講義で取り上げたいくつかの企業の財務活動を説
明できる。　(A-3)

4.講義で学んだ内容をもとにIFRSが企業に及ぼす影響を理解し会計処理の特徴
を説明することができる。　(A-2)

5.IFRSの最新動向について主体的に学ぼうとしている。　(C-2)

◎　経営学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　経営学および会計学をはじめとする商学の専門的知識ならびに人文
科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の現状を説明することができる。
A-3　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の課題を説明することができる。
A-4　経営学および会計学の知識を用いて企業の財務活動を説明すること
ができる。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題を
発見することができる。
B-2　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題に
対する解決策を提案することができる。
B-3　組織において、協働して問題解決に当たるために必要なコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　問題解決への取り組みの成果を発信するために必要なプレゼンテー
ション能力を活用することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題解決の成果を発信することにより、社会や組織の発展に貢献す
る姿勢をもっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　組織の内外において、協働して問題解決に当たる姿勢をもってい
る。



2019-4020000386-02国際会計論Ⅱ「（二部）」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・二部２時限　　試験時間割：2020/01/24　夜２限　　

池田　健一

◎－－－　概要　－－－◎

　2010年3月期の年度の連結財務諸表から、所定の条件を満たす
日本の
上場企業に対して、国際財務報告基準（ＩＦＲＳ）の任意適用
が認められています。2019年1月時点で、日本電波工業、ＨＯＹ
Ａ、住友商事をはじめ199社が任意適用を選択しています。
　業種別にみると電気機器が最も多く、医薬品、情報、通信
業、卸売業、サービス業も多数の企業が任意適用を行っていま
す。
　また、日本企業の財務報告の透明性を高め、国際的に信頼で
きるようにするため、日本の会計ルールに国際財務報告基準
（ＩＦＲＳ）を採り入れる動きが継続しています。
　そこで本講義では、国際財務報告基準や日本の会計ルールに
関心を持つ受講生に、連結会計、税効果会計、外貨換算会計、
キャッシュ・フロー計算書を含む、さまざまなテーマについて
理解を深めてもらうことを目標とします。
　なお、講義では、国際財務報告基準についての学習が中心と
なりますが、一部の論点については日本の会計ルールも学習し
ます。
　授業は、テキストの重要論点について基礎的な内容から説明
していき、各テーマの概要を理解してもらおうと考えていま
す。また、授業中に短いレポートを作成してもらったり各テー
マに関する練習問題を解いてもらうことも検討しています。
　講義で重要な論点に関する概要を理解した上で、復習として
テキストや参考文献を使って学習を深めていってもらえればと
思います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

他の講義で学んだ会計学の知識を活用して講義の内容の理解を
深めることができる。(知識・理解)

講義で学んだ内容をもとに講義で取り上げたいくつかの企業の
企業活動を説明できる。(知識・理解)

IFRSが企業の経営管理に及ぼす影響を理解し説明できる。(知
識・理解)

講義で学んだ内容をもとに講義で取り上げたいくつかの企業の
財務活動を説明できる。(知識・理解)

講義で学んだ内容をもとにIFRSが企業に及ぼす影響を理解し会
計処理の特徴を説明することができる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　シラバスに示された学習項目について事前に教科書に目を通
しておく
ようにしてください（めやす30分）。また、授業終了時に教科
書の各章末の練習問題を解答するようにしてください（めやす
15分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　講義で学習した各テーマの内容が十分に理解できているかを
成績評価の基準とします。　
　成績評価の方法は定期試験の成績を９割、平常点１割（提出
された課題に基づいて評価を行う）を目安として総合的に評価
します。ただし、講義期間中に提出課題がなかった場合は、定
期試験の成績に基づいて評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

桜井久勝編著『テキスト国際会計基準　新訂版』白桃書房
　ISBN 978-4-561-35218-1

◎－－－　参考書　－－－◎

広瀬義州著『ＩＦＲＳ財務会計入門』中央経済社　ISBN
978-4-502-08580-2
古賀智敏監修『国際会計基準と日本の会計実務』同文舘　
ISBN 978-4495166441

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　「簿記原理（または簿記入門Ⅰ・Ⅱ）」の単位を修得し
てから受講してください。「財務会計論」や「会社簿記
（または会社簿記Ⅰ・Ⅱ）」等も履修済み（または受講中
であること）が望ましい。きちんと出席して学習していく
ことができる人を希望します。
　講義中は学生としてのマナーを守り静かに受講してくだ
さい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１　オリエンテーションおよびリース[1]
　２　リース[2]
　３　従業員給付［1］
　４　従業員給付［2］
　５　外貨換算会計[1]
　６　外貨換算会計[2]
　７　借入コスト
　８　資産の減損
　９　無形資産　
１０　投資不動産
１１　連結財務諸表[1]
１２　連結財務諸表[2]
１３　持分法など
１４　公正価値測定
１５　後期のまとめ

　なお、講義日程や諸事情により授業計画が変更になる場
合があります。あらかじめご了承ください。



2019-4020000386-02国際会計論Ⅱ「（二部）」

池田　健一

◎経営

1.他の講義で学んだ会計学の知識を活用して講義の内容の理解を深めることが
できる。　(A-1)

2.講義で学んだ内容をもとに講義で取り上げたいくつかの企業の企業活動を説
明できる。　(A-2)

3.IFRSが企業の経営管理に及ぼす影響を理解し説明できる。　(A-3)

4.講義で学んだ内容をもとに講義で取り上げたいくつかの企業の財務活動を説
明できる。　(A-2)

5.講義で学んだ内容をもとにIFRSが企業に及ぼす影響を理解し会計処理の特徴
を説明することができる。　(A-3)

◎　経営学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　経営学および会計学をはじめとする商学の専門的知識ならびに人文
科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の現状を説明することができる。
A-3　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の課題を説明することができる。
A-4　経営学および会計学の知識を用いて企業の財務活動を説明すること
ができる。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題を
発見することができる。
B-2　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題に
対する解決策を提案することができる。
B-3　組織において、協働して問題解決に当たるために必要なコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　問題解決への取り組みの成果を発信するために必要なプレゼンテー
ション能力を活用することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題解決の成果を発信することにより、社会や組織の発展に貢献す
る姿勢をもっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　組織の内外において、協働して問題解決に当たる姿勢をもってい
る。



2019-4020000384-02国際企業論「（二部）」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・二部１時限　　試験時間割：2020/01/20　夜１限　　

居城　克治

◎－－－　概要　－－－◎

　日本企業の多くが世界市場で活躍していますが、欧米企業や
急成長を遂げるアジア諸国の企業との競争が日増しに強まって
きています。国際企業論では、日本企業のみならず、国際的な
ビジネスリーダーである欧米諸国の巨大企業のグローバルな経
営展開を通じて国際企業論の基本を学び、国際ビジネスに対す
る理解を深めてもらいます。
　19世紀以降、欧米の巨大企業を中心に多国籍企業と呼ばれる
企業群が世界各国に進出し、世界経済をリードし始めました。
企業はなぜ直接投資、資本進出といった経営手段を用いて国境
線を飛び越えてビジネスを展開するのでしょうか。その本質部
分を理解してもらいます。また、多くの先生方がこの命題を解
き明かそうと理論的研究を進めてきました。Haymer、
Kindleberger、Vernon、Rugmanといった代表的な理論研究にア
プローチしていきます。
　現在、グローバル企業と呼ばれるGM、トヨタといった自動
車企業、GE、松下、キャノンといったエレクトロニクス企
業、ウォルマート、カルフールといった流通企業が世界各国で
活躍していますが、これら国際企業の活動を通じて国際戦略や
国際競争のパターンなどの基本について学び、国際ビジネスに
対する理解を深めてもらいます。併せて、国際競争に打ち勝つ
ための価格競争力の構築やブランドの強化といった差別化戦略
など、国際競争力の源泉にも言及していきます。
　授業の内容に関しては毎回レジュメを配布します。論点と内
容を理解するのに必要なキーワードが整理されていますので、
キーワードの内容が充分理解できるよう復習を行ってくださ
い。

◎－－－　到達目標　－－－◎

世界における直接投資の現状と直接投資のもたらす経済効果、
またグローバル企業の直接投資の目的について説明することが
できる。(知識・理解)

グローバル企業の直接投資を理論的に（ハイマー、バーノン、
ラグマン等の諸説）説明することができる。(知識・理解)

ポーターのグローバル企業の国際戦略について説明することが
できる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　授業内で配布されるレジュメに当日の授業内容の骨子がキー
ワードとして取りまとめてあります。キーワードの内容が充分
に理解できているか復習しておくこと。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　グローバル企業の国際戦略の背景や種々のグローバル戦略理
論等の理解度を定期試験の結果から100%の割合で評価しま
す。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　指定するテキストはありません。授業中に配布するレ
ジュメを中心に授業を進め、適宜VTRなどを使用して理解
を深めます。

◎－－－　参考書　－－－◎

　指定する参考書はありません。授業ごとに必要となる参
考書はレジュメを参考にしてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１　国際企業、グローバル企業とは
　２　グローバル企業の海外進出の目的
　３　グローバル企業の直接投資と
　　　投資受入国経済
　４　グローバル企業の発展過程
　５　グローバル企業と国際経営
　６　グローバル企業に対する
　　　理論的アプローチ１
　７　グローバル企業に対する
　　　理論的アプローチ２
　８　グローバル企業に対する
　　　理論的アプローチ３
　９　アンゾフ、ポーターの企業戦略
１０　ポーターの国際戦略１
１１　ポーターの国際戦略２
１２　ポーターの国際戦略３　（VTR参考）
１３　グローバル企業の開発・生産戦略
１４　グローバル企業のマーケティング戦略
１５　講義のまとめ



2019-4020000384-02国際企業論「（二部）」

居城　克治

◎商学:A-1,A-2,A-3

1.世界における直接投資の現状と直接投資のもたらす経済効果、またグローバ
ル企業の直接投資の目的について説明することができる。　(A-1)

2.グローバル企業の直接投資を理論的に（ハイマー、バーノン、ラグマン等の
諸説）説明することができる。　(A-2)

3.ポーターのグローバル企業の国際戦略について説明することができる。　
(A-3)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-4020000383-02国際経営論「（二部）」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・二部１時限　　試験時間割：2019/07/29　夜１限　　

居城　克治

◎－－－　概要　－－－◎

　国際ビジネスの社会では、欧米の巨大企業に伍してトヨタ、
ソニー、キャノンといった日本企業がリードしています。日本
企業は欧米諸国から多くのことを学びながら国際競争力を高
め、貿易や直接投資といった国際経営を通じて大きな成長を遂
げてきました。
　国際経営論では、日本企業の世界進出の過程を通じて国際経
営の基本を学んでいきます。
　まず、国際経営の基本形である貿易や直接投資の現状を把握
するとともに、日本企業の国際化、世界進出の過程を歴史的に
考察していきます。具体的には、自動車産業、エレクトロニク
ス産業といった日本経済のリーディングインダストリーを取り
上げ、時代ごとの経営環境変化とそれに対する国際戦略のあり
方を中心に授業を進めていきます。
　なぜ、日本企業は国際競争力が強いのでしょうか。日本企業
が世界市場で勝ち抜いていくための価格戦略や技術戦略といっ
た国際競争力のファクターに対する理解も併せて深めていきま
す。
　さらに、近年急速な発展を遂げるアジア地域、中でも中国、
アセアン地域における日本企業の戦略にも言及していきます。
国際経営は、世界各地の企業文化、風土、社会的価値観に適合
した企業行動が求められます。日本企業を中心に、国際経営の
現状と問題点、将来に向けての経営課題を整理し、国際経営と
は何かを理解してもらいます。
　授業の内容に関しては毎回レジュメを配布します。論点と内
容を理解するのに必要なキーワードが整理されていますので、
キーワードの内容が充分理解できるよう復習を行ってくださ
い。

◎－－－　到達目標　－－－◎

世界貿易の現状について説明することができる。(知識・理解)

日本企業の国際化の経緯について、時代ごとの経営課題と経営
戦略について説明することができる。(知識・理解)

日本の自動車産業の国際戦略の変遷について説明することがで
きる。(知識・理解)

日本の自動車産業の国際競争力の源泉について（開発戦略、生
産戦略、価格戦略等）説明することができる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　授業内で配布されるレジュメに、当日の授業内容がキーワー
ドとして取りまとめられています。キーワードの内容が充分に
理解できているか復習しておくこと。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　日本企業の国際戦略や輸出競争力の源泉についての理解度を
定期試験の結果から100%の割合で評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　指定するテキストはありません。授業中に配布するレ
ジュメを中心に授業を進め、適宜VTRなどを使用して理解
を深めていきます。

◎－－－　参考書　－－－◎

　指定する参考書はありません。授業ごとに必要となる参
考書はレジュメを参考にしてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１　企業の国際化とは
　２　国際経営の基本（商品・サービス貿易）
　３　国際経営の基本（資本投資・M＆A）
　４　日本企業と国際経営の歴史的経緯１
　５　日本企業と国際経営の歴史的経緯２
　６　日本企業と国際経営の歴史的経緯３
　７　自動車産業の国際戦略１
　８　自動車産業の国際戦略２
　９　自動車産業の国際戦略３
１０　自動車産業の国際戦略４
１１　国際競争と技術戦略
１２　国際競争と生産戦略１
１３　国際競争と生産戦略２（VTR参考）
１４　国際競争と価格戦略
１５　講義のまとめ



2019-4020000383-02国際経営論「（二部）」

居城　克治

◎商学:A-1,A-2,A-3

1.世界貿易の現状について説明することができる。　(A-1)

2.日本企業の国際化の経緯について、時代ごとの経営課題と経営戦略について
説明することができる。　(A-2)

3.日本の自動車産業の国際戦略の変遷について説明することができる。　(A-1)

4.日本の自動車産業の国際競争力の源泉について（開発戦略、生産戦略、価格
戦略等）説明することができる。　(A-3)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-4020000413-02制度会計論「（二部）」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・二部１時限　　試験時間割：2019/07/29　夜１限　　

渡辺　剛

◎－－－　概要　－－－◎

　制度会計とは、法令に従って行われる会計であり、具体的に
は、会社法、金融商品取引法、税法という法律の枠内で行われ
る会計です。
　本講義では、制度会計の全体像を把握した後、制度会計（税
務会計は除く）において資産、負債、資本、収益、費用の会計
処理がどのように行われているのかを概観します。ただし、そ
の全てを網羅的、体系的にみていくのではなく、とりわけ最近
制度変更が行われた部分を重点的に取り上げます。たとえば、
資産会計では、棚卸資産の評価、有価証券の時価評価、減損会
計、資本会計では株主資本等変動計算書の作成、損益会計で
は、収益の計上基準などを取り上げる予定です。
　現在、会計基準のコンバージェンス(統合)と呼ばれる動きが
進んでいます。その動向次第で制度会計は大きく変わることに
なります。本講義では、できるだけ最新の情報を取り入れて進
めていく予定です。
　

◎－－－　到達目標　－－－◎

(1)制度会計の概要を把握し、会計学の法律的側面を説明するこ
とができる。(知識・理解)

(2) 現行制度における財務会計の特徴を説明することができ
る。(知識・理解)

(3)財務会計の今後の検討課題およびその企業への影響を説明す
ることができる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　毎回、次回の講義テーマを告知しますので、事前にテキスト
を読んで予習してきて下さい(30分)。また、憶えることが多く
出ますので復習も必要です(60分)。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　制度会計に対する理解度を評価の基準とし、定期試験の結果
によって評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

桜井久勝『財務会計講義(第19版)』中央経済社(2018年)　
ISBN：978-4-502-26641-6。なお、第20版が出版された場合
は第20版を用います。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　本講義は、受講者に会計学および簿記の基礎知識がすで
にあることを前提として進めます。したがって、「簿記原
理」をはじめとして「会計学総論」および「財務会計
論」、ならびに「会社簿記Ⅰ・Ⅱ」または「会社簿記」を
履修した後に受講することが望ましいです（本講義は3年
次以上で受講することが望ましいです）。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１　ガイダンス―講義内容の概説
　２　制度会計の概要
　３　制度会計の計算構造の特徴
　４　資産会計(1)－棚卸資産
　５　資産会計(2)－有価証券
　６　資産会計(3)－固定資産
　７　負債会計(1)－負債の意義
　８　負債会計(2)－引当金
　９　資本会計(1)－資本の意義
１０　資本会計(2)－株主資本等変動計算書の意義
１１　資本会計(3)－株主資本等変動計算書の作成
１２　損益会計(1)－損益の計上基準
１３　損益会計(2)－収益の新計上基準の概要
１４　損益会計(3)－収益の新計上基準の特徴
１５　会計基準のコンバージェンス



2019-4020000413-02制度会計論「（二部）」

渡辺　剛

◎経営

1.(1)制度会計の概要を把握し、会計学の法律的側面を説明することができる。
　(A-1)

2.(2) 現行制度における財務会計の特徴を説明することができる。　(A-2)

3.(3)財務会計の今後の検討課題およびその企業への影響を説明することができ
る。　(A-3)

◎　経営学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　経営学および会計学をはじめとする商学の専門的知識ならびに人文
科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の現状を説明することができる。
A-3　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の課題を説明することができる。
A-4　経営学および会計学の知識を用いて企業の財務活動を説明すること
ができる。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題を
発見することができる。
B-2　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題に
対する解決策を提案することができる。
B-3　組織において、協働して問題解決に当たるために必要なコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　問題解決への取り組みの成果を発信するために必要なプレゼンテー
ション能力を活用することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題解決の成果を発信することにより、社会や組織の発展に貢献す
る姿勢をもっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　組織の内外において、協働して問題解決に当たる姿勢をもってい
る。



2019-4020000606-02税と生活「（二部）」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・二部１時限　　試験時間割：2020/01/22　夜１限　　

山内　進

◎－－－　概要　－－－◎

　われわれが生きている限り、税金問題も避けては通れないと
言えるでしょう。具体的に言うならば、皆さんのアルバイトは
いくらまでなら、税金がかからないのでしょうか。家を売りた
いが、いつどのようにすれば、節税ができるのでしょうか。医
療費がたくさんかかったが、サラリーマンが税金を戻してもら
うにはどのようにしたら良いのでしょうか。
　このように、われわれの生活に密着した税が所得税です。授
業の進め方は、われわれの馴染みが深い給与所得や退職所得か
ら入り、最終的には１０種類の所得を全て学習します。
　また相続税も学習します。ご両親が亡くなった場合やご主人
が亡くなった場合、相続人である皆さんには相続税がいくらか
かると思いますか。奥様はいくらまでなら相続税がかからない
のでしょうか。相続に関する税金を計算するのが相続税です。
このように「税と生活」では私達の生活に密着した所得税と相
続税について学習します。
　以前、税理士として会計事務所に勤務していた経験を活か
し、税金に関する興味深い事例を沢山皆さんに伝授します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

所得税及び相続税の知識を通じて、企業活動に携わる従業員、
経営者に対する租税の取り扱いが理解できるようになる。(知
識・理解)

従業員を指導、管理するときに役立つ租税の知識をえることが
できるようになる。(知識・理解)

企業の財務活動に影響を与える従業員等に支払う給与、其れに
かかわる源泉税等の支払い、交際費等の税務処理を理解できる
ようになる。(知識・理解)

所得税や相続税の知識は、組織の人々が最も関心があるもので
あり、その知識、考え方を通じてコミュニケーション能力を高
めることができるようになる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　予習として、テキストのポイント、内容等を読んでほしい。
ただ事後復習の方が重要で、テキストの計算問題を解いてくる
ことが望まれます。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　試験結果（70%）、積極的な授業への貢献度(質問及び発言
等)と宿題の提出（30%）を加味しながら総合的に判断します。
所得税と相続税計算の仕組みが理解できているかを評価基準と
します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　以下を使用して、授業を進行する。
山内ススム『所得税法要説』税務経理協会、6,200円、
ISBN978-4-419-06357-3
山内ススム『相続税法要説』税務経理協会、4，400円、
ISBN978-4-419-06454-9

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１　所得税計算の仕組みと税金一般
　２　サラリーマンと税金及びサラリーマンの
　　　税金対策（給与所得）
　３　所得控除の説明
　４　給与所得者の還付申告書作成
　　　（医療費控除ないしは住宅を取得した
　　　　ケース）
　５　各種所得金額の計算Ⅰ
　　　（利子所得、配当所得・配当金を得た
　　　　ケース、退職所得・退職金をもらった
　　　　ケース）
　６　各種所得金額の計算Ⅱ
　　　（不動産所得・家を人に貸した場合の
　　　　ケース、山林所得）
　７　各種所得金額の計算Ⅲ
　　　（事業所得・自分でビジネスを開業した
　　　　ケース）
　８　各種所得金額の計算Ⅳ
　　　（譲渡所得・土地や建物を売却したケース）
　９　各種所得金額の計算Ⅴ
　　　（雑所得・原稿収入を得た場合）
１０　税額計算の仕組み
１１　青色申告制度－所得税の申告
１２　相続税の仕組みと財産評価
１３　課税価格の計算
１４　相続税の総額と算出税額の計算
１５　相続税の計算



2019-4020000606-02税と生活「（二部）」

山内　進

◎商学:A-2,A-3,B-3

1.所得税及び相続税の知識を通じて、企業活動に携わる従業員、経営者に対す
る租税の取り扱いが理解できるようになる。　(A-2)

2.従業員を指導、管理するときに役立つ租税の知識をえることができるように
なる。　(A-3)

3.企業の財務活動に影響を与える従業員等に支払う給与、其れにかかわる源泉
税等の支払い、交際費等の税務処理を理解できるようになる。　(A-3)

4.所得税や相続税の知識は、組織の人々が最も関心があるものであり、その知
識、考え方を通じてコミュニケーション能力を高めることができるようにな
る。　(B-3)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-4020000415-02税務会計論Ⅰ「（二部）」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・二部１時限　　試験時間割：2020/01/22　夜１限　　

山内　進

◎－－－　概要　－－－◎

　われわれが生きている限り、税金問題も避けては通れないと
言えるでしょう。具体的に言うならば、皆さんのアルバイトは
いくらまでなら、税金がかからないのでしょうか。家を売りた
いが、いつどのようにすれば、節税ができるのでしょうか。医
療費がたくさんかかったが、サラリーマンが税金を戻してもら
うにはどのようにしたら良いのでしょうか。
　このように、われわれの生活に密着した税が所得税です。授
業の進め方は、われわれの馴染みが深い給与所得や退職所得か
ら入り、最終的には１０種類の所得を全て学習します。
　また相続税も学習します。ご両親が亡くなった場合やご主人
が亡くなった場合、相続人である皆さんには相続税がいくらか
かると思いますか。奥様はいくらまでなら相続税がかからない
のでしょうか。相続に関する税金を計算するのが相続税です。
このように「税務会計論Ⅰ」では私達の生活に密着した所得税
と相続税について学習します。
　以前、税理士として会計事務所に勤務していた経験を活か
し、税金に関する興味深い事例を沢山皆さんに伝授します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

所得税及び相続税の知識を通じて、企業活動に携わる従業員、
経営者に対する租税の取り扱いが理解できるようになる。(知
識・理解)

従業員を指導、管理するときに役立つ租税の知識をえることが
できるようになる。(知識・理解)

企業の財務活動に影響を与える従業員等に支払う給与、其れに
かかわる源泉税等の支払い、交際費等の税務処理を理解できる
ようになる。(知識・理解)

所得税や相続税の知識は、組織の人々が最も関心があるもので
あり、その知識、考え方を通じてコミュニケーション能力を高
めることができるようになる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　予習として、テキストのポイント、内容等を読んでほしい。
ただ事後復習の方が重要で、テキストの計算問題を解いてくる
ことが望まれます。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　試験結果（70%）、積極的な授業への貢献度(質問及び発言
等)と宿題の提出（30%）を加味しながら総合的に判断します。
所得税と相続税計算の仕組みが理解できているかを評価基準と
します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　以下を使用して、授業を進行する。
山内ススム『所得税法要説』税務経理協会、6,200円、
ISBN978-4-419-06357-3
山内ススム『相続税法要説』税務経理協会、4，400円、
ISBN978-4-419-06454-9

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１　所得税計算の仕組みと税金一般
　２　サラリーマンと税金及びサラリーマンの
　　　税金対策（給与所得）
　３　所得控除の説明
　４　給与所得者の還付申告書作成
　　　（医療費控除ないしは住宅を取得した
　　　　ケース）
　５　各種所得金額の計算Ⅰ
　　　（利子所得、配当所得・配当金を得た
　　　　ケース、退職所得・退職金をもらった
　　　　ケース）
　６　各種所得金額の計算Ⅱ
　　　（不動産所得・家を人に貸した場合の
　　　　ケース、山林所得）
　７　各種所得金額の計算Ⅲ
　　　（事業所得・自分でビジネスを開業した
　　　　ケース）
　８　各種所得金額の計算Ⅳ
　　　（譲渡所得・土地や建物を売却したケース）
　９　各種所得金額の計算Ⅴ
　　　（雑所得・原稿収入を得た場合）
１０　税額計算の仕組み
１１　青色申告制度－所得税の申告
１２　相続税の仕組みと財産評価
１３　課税価格の計算
１４　相続税の総額と算出税額の計算
１５　相続税の計算



2019-4020000415-02税務会計論Ⅰ「（二部）」

山内　進

◎経営

1.所得税及び相続税の知識を通じて、企業活動に携わる従業員、経営者に対す
る租税の取り扱いが理解できるようになる。　(A-2)

2.従業員を指導、管理するときに役立つ租税の知識をえることができるように
なる。　(A-3)

3.企業の財務活動に影響を与える従業員等に支払う給与、其れにかかわる源泉
税等の支払い、交際費等の税務処理を理解できるようになる。　(A-3)

4.所得税や相続税の知識は、組織の人々が最も関心があるものであり、その知
識、考え方を通じてコミュニケーション能力を高めることができるようにな
る。　(B-3)

◎　経営学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　経営学および会計学をはじめとする商学の専門的知識ならびに人文
科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の現状を説明することができる。
A-3　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の課題を説明することができる。
A-4　経営学および会計学の知識を用いて企業の財務活動を説明すること
ができる。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題を
発見することができる。
B-2　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題に
対する解決策を提案することができる。
B-3　組織において、協働して問題解決に当たるために必要なコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　問題解決への取り組みの成果を発信するために必要なプレゼンテー
ション能力を活用することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題解決の成果を発信することにより、社会や組織の発展に貢献す
る姿勢をもっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　組織の内外において、協働して問題解決に当たる姿勢をもってい
る。



2019-4020000110-03中小企業概論「（二部）」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・二部１時限　　試験時間割：2019/07/29　夜１限　　

川上　義明

◎－－－　概要　－－－◎

今日、経済・産業において支配的な地位を占めているのはまぎ
れもなく大企業であろう。中小企業は、大企業の補完的分野や
その他、経済の再生産過程において主要な部分から外れたとこ
ろで存立している。とはいえ、中小企業が重要ではないという
ことではない。その逆である。大企業がその機能を果たしてい
ないか、ないしは果たし得ない分野で重要な機能を果たしてい
るのが中小企業なのである。
中小企業はまぎれもなく社会の発展を支えている。しかしなが
ら絶えず変動する社会的・経済的状況のもとで、中小企業が抱
える問題も少なくはない。
この授業（講義）では、中小企業が生産・流通・サービスにお
いて果たす役割や、また人々にとって働く場（雇用）を提供す
る役割を理解し、最後に中小企業が抱える問題の背景や意味を
考える。
この授業（講義）は普通の講義形式をとるが、受講生諸君の理
解度をみながら進められていく。したがって、授業計画のとお
りには進んでいかないこともあり得るし、また補足する部分も
少なくないであろう。受講生は、授業（講義）にはよく出席す
ること。

◎－－－　到達目標　－－－◎

商学、経営学を応用して、国内外の経済社会状況（国内外の環
境与件）を把握し、中小企業の現状を理解できる。 (知識・理
解)

商学、経営学の知識･理解を用いて中小企業および地域社会に
おける課題を自ら発見できる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

テキストに沿って、予め次回の内容の予告をするので予習して
おくこと（60分）。
ポイントになるところは指摘するけれども、テキスト、ノー
ト、プリント等をよく見て復習も怠らないこと（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験によって評価する（80点）。定期試験では、基本的な
事項が正確に理解されているかどうかが評価の基準にする。
最も基本的な事項がどの程度理解されているか、授業中に数回
ミニテストを実施し、その結果を点数化し、平常点として評価
する（20点）。

◎－－－　テキスト　－－－◎

川上義明『ベイシック中小企業論』花書院 、
ISBN978-4-903554-07-5

◎－－－　参考書　－－－◎

川上義明『現代日本の中小企業―構造とビヘイビア―』税
務経理協会　ISBN 4-419-01935-2
渡辺幸男・小川正博他『21世紀中小企業論』（第3版）有
斐閣　ISBN 4-641-22009-6
額田春華・山本聡編著『中小企業の国際化戦略』同友館　
ISBN 4-496-0485
なお、その他の参考文献等については講義の都度、紹介す
る。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

この授業を受けるに当たって、とくに前提となる知識・能
力は必要としない。なお、授業中の私語は厳に慎むこと。
よほどの事由がない限り、遅刻や途中退室には厳正に対処
する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１ この授業（講義）のねらい
　２ 現代社会と企業：われわれと企業との関わり
　３ 現代社会と中小企業：われわれと中小企業
　　 との関わり
　４ 地域と中小企業
　５ 企業・中小企業のポジティブな側面、ネガティ
　　ブな側面
　６ 中小企業論の研究対象と研究方法
　７ 中小企業概念の成立と普及
　８ 日本における中小企業の規定
　９ 各国における中小企業の規定
１０ 中小企業論の研究分野と存立形態
１１ 企業の規模別規定
１２ 中堅企業
１３ 中小企業とニッチ市場
１４ 日本の中小企業政策
１５ この授業（講義）のまとめ



2019-4020000110-03中小企業概論「（二部）」

川上　義明

◎経営

1.商学、経営学を応用して、国内外の経済社会状況（国内外の環境与件）を把
握し、中小企業の現状を理解できる。 　(A-1)

2.商学、経営学の知識･理解を用いて中小企業および地域社会における課題を自
ら発見できる。　(B-1)

◎　経営学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　経営学および会計学をはじめとする商学の専門的知識ならびに人文
科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の現状を説明することができる。
A-3　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の課題を説明することができる。
A-4　経営学および会計学の知識を用いて企業の財務活動を説明すること
ができる。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題を
発見することができる。
B-2　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題に
対する解決策を提案することができる。
B-3　組織において、協働して問題解決に当たるために必要なコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　問題解決への取り組みの成果を発信するために必要なプレゼンテー
ション能力を活用することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題解決の成果を発信することにより、社会や組織の発展に貢献す
る姿勢をもっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　組織の内外において、協働して問題解決に当たる姿勢をもってい
る。



2019-4020000111-02中小企業経営論「（二部）」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・二部１時限　　試験時間割：2020/01/20　夜１限　　

川上　義明

◎－－－　概要　－－－◎

今日、経済・産業において支配的な地位を占めているのはまぎ
れもなく大企業であろう。中小企業は、大企業の補完的分野や
その他、経済の再生産過程において主要な部分から外れたとこ
ろで存立している。とはいえ、中小企業が重要ではないという
ことではない。その逆である。大企業がその機能を果たしてい
ないか、ないしは果たし得ない分野で重要な機能を果たしてい
るのが中小企業なのである。
この授業（講義）では、中小企業が生産・流通・サービスにお
いて果たす役割やまた人々にとっての働く場（雇用）を提供す
る役割を理解し、もう一面では中小企業が抱えるマネジメント
上の問題の背景や意味を考える。
この授業（講義）は普通の講義形式をとるが、受講生諸君の理
解度をみながら進められていく。したがって、授業計画のとお
りには進んでいかないこともあり得るし、また補足する部分も
少なくないであろう。受講生は、授業（講義）にはよく出席
し、こまめにノートをとること。

◎－－－　到達目標　－－－◎

経営学および会計学をはじめとする商学の専門的知識ならびに
人文科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を
身につけている。A-1(知識・理解)

商学、経営学を応用して、中小企業および地域が置かれている
社会経済的状況（内外の環境与件）を把握し、中小企業の経営
管理の現状を説明することができるようになる。（A-2）(知
識・理解)

商学、経営学の知識を用いて、中小企業および地域が解決すべ
き経済的・社会的課題を説明することができる。A-3(知識・理
解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

テキストに沿って、予め次回の内容の予告をするので予習して
おくこと（60分）。ポイントになるところは指摘するけれど
も、テキスト、ノート、プリント等をよく見て復習も怠らない
こと（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験によって評価する（80点）。定期試験では、基本的な
事項が正確に理解されているかどうかが評価の基準にする。
最も基本的な事項がどの程度理解されているか、授業中に数回
ミニテストを実施し、その結果を点数化し、平常点として評価
する（20点）。

◎－－－　テキスト　－－－◎

川上義明著『中小企業経営研究のフロンティア』梓書院、
ISBN978-4-87035-584-2

◎－－－　参考書　－－－◎

川上義明『現代日本の中小企業―構造とビヘイビア―』税
務経理協会　ISBN 4-419-01935-2
渡辺幸男・小川正博『21世紀中小企業論』（第3版）有斐
閣　ISBN 4-641-22009-6
額田春華・山本聡編著『中小企業の国際化』同友館　
ISBN 4-496-04857-9
なお、その他の参考文献等については講義の都度、紹介す
る。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　この授業（講義）を受けるに当たってとくに前提となる
知識・能力は必要としないが、経営学・マネジメントに関
連する知識があれば、より理解は深まるであろう。なお、
受講生は、授業中の私語は厳に慎むこと。また、よほどの
事由がない限り、遅刻や途中退室には厳正に対処する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１ 本授業（講義）のねらい
　２ 中小企業経営論――その対象と方法
　３ 特殊経営学としての中小企業経営論
　４ 企業活動
　５ 経営理念、経営ビジョン、経営計画
　６ 中小企業における研究開発
　７ 中小企業におけるコーポレート・ガバナンス
　８ 中小企業の存立条件
　９ 中小企業の存立形態
１０ 下請中小企業のマネジメント
１１ ベンチャー企業とそのマネジメント
１２ 中小企業の海外展開
１３ 中小企業の海外展開からの撤退
１４ 経済の内なる国際化・グローバル化と中小企業
１５ 本授業（講義）のまとめ



2019-4020000111-02中小企業経営論「（二部）」

川上　義明

◎商学:A-1,A-2,A-3

1.経営学および会計学をはじめとする商学の専門的知識ならびに人文科学、社
会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけている。A-1　(A-1)

2.商学、経営学を応用して、中小企業および地域が置かれている社会経済的状
況（内外の環境与件）を把握し、中小企業の経営管理の現状を説明することが
できるようになる。（A-2）　(A-2)

3.商学、経営学の知識を用いて、中小企業および地域が解決すべき経済的・社
会的課題を説明することができる。A-3　(A-3)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-4020000604-03中小企業論「（19台）」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・５時限　　試験時間割：2020/01/23　３時限　　

川上　義明

◎－－－　概要　－－－◎

今日、経済・産業において支配的な地位を占めているのはまぎれ
もなく大企業であろう。中小企業は、大企業の補完的分野やその
他、経済の再生産過程において主要な部分から外れたところで存
立している。とはいえ、中小企業が重要ではないということでは
ない。その逆である。大企業がその機能を果たしていないか、な
いしは果たし得ない分野で重要な機能を果たしているのが中小企
業なのである。
中小企業はまぎれもなく社会の発展を支えている。しかしながら
絶えず変動する社会的・経済的状況のもとで、中小企業が抱える
問題も少なくはない。
この授業（講義）では、中小企業が生産・流通・サービスにおい
て果たす役割や、また人々にとって働く場（雇用）を提供する役
割を理解し、最後に中小企業が抱える問題の背景や意味を考え
る。
この授業（講義）は普通の講義形式をとるが、受講生諸君の理解
度をみながら進められていく。したがって、授業計画のとおりに
は進んでいかないこともあり得るし、また補足する部分も少なく
ないであろう。受講生は、授業（講義）にはよく出席すること。

◎－－－　到達目標　－－－◎

商学・経営学・会計学を応用して、グローバル化が進んでいる中
での国内の経済社会状況および国際的な経済社会状況（国内外の
環境与件）を把握し、中小企業の経営管理の現状を説明すること
ができるようになる。A-2(知識・理解)

商学・経営学・会計学を応用して、グローバル化が進んでいる中
での国内の経済社会状況および国際的な経済社会状況を把握し、
中小企業の経営管理において、また地域との関連で、取り組むべ
き課題を理解し、説明することができる。A-3(知識・理解)

商学・経営学・会計学を応用して、先入観にとらわれず、グロー
バル化が進んでいる中での国内の経済社会状況および国際的経済
社会状況を把握し、中小企業が取り組むべき国内経済および国際
経済、地域に関する課題や組織上の問題を自ら発見することがで
きる。B－1(技能)

商学・経営学・会計学を応用して、グローバル化が進んでいる中
での、国内の経済社会状況および国際的な経済社会状況を把握
し、中小企業が取り組むべき地域や国際経済に関する課題や組織
上の課題を自ら提案しあるいは解決プロジェクトを自ら企画、立
案することができる。B-2(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

テキストに沿って、予め次回の内容の予告をするので予習してお
くこと（60分）。
ポイントになるところは指摘するけれども、テキスト、ノート、
プリント等をよく見て復習も怠らないこと（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験によって評価する（80点）。定期試験では、基本的な事
項が正確に理解されているかどうかが評価の基準にする。
最も基本的な事項がどの程度理解されているか、授業中に数回ミ
ニテストを実施し、その結果を点数化し、平常点として評価する
（20点）。

◎－－－　テキスト　－－－◎

川上義明『ベイシック中小企業論』花書院 、
ISBN978-4-903554-07-5

◎－－－　参考書　－－－◎

川上義明『現代日本の中小企業―構造とビヘイビア―』税
務経理協会　ISBN 4-419-01935-2
渡辺幸男・小川正博他『21世紀中小企業論』（第3版）有
斐閣　ISBN 4-641-22009-6
額田春華・山本聡編著『中小企業の国際化戦略』同友館　
ISBN 4-496-0485
なお、その他の参考文献等については講義の都度、紹介す
る。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

この授業を受けるに当たって、とくに前提となる知識・能
力は必要としない。なお、授業中の私語は厳に慎むこと。
よほどの事由がない限り、遅刻や途中退室には厳正に対処
する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１ この授業（講義）のねらい
　２ 現代社会と企業：われわれと企業との関わり
　３ 現代社会と中小企業：われわれと中小企業
　　 との関わり
　４ 地域と中小企業
　５ 企業・中小企業のポジティブな側面、ネガ ティブな
側面
　６ 中小企業論の研究対象と研究方法
　７ 中小企業概念の成立と普及
　８ 日本における中小企業の規定
　９ 各国における中小企業の規定
１０ 中小企業論の研究分野と存立形態
１１ 企業の規模別規定
１２ 中堅企業
１３ 中小企業とニッチ市場
１４ 日本の中小企業政策
１５ この授業（講義）のまとめ



2019-4020000604-03中小企業論「（19台）」

川上　義明

◎経営:A-2,A-3,B-1,B-2

1.商学・経営学・会計学を応用して、グローバル化が進んでいる中での国内の
経済社会状況および国際的な経済社会状況（国内外の環境与件）を把握し、中
小企業の経営管理の現状を説明することができるようになる。A-2　(A-2)

2.商学・経営学・会計学を応用して、グローバル化が進んでいる中での国内の
経済社会状況および国際的な経済社会状況を把握し、中小企業の経営管理にお
いて、また地域との関連で、取り組むべき課題を理解し、説明することができ
る。A-3　(A-3)

3.商学・経営学・会計学を応用して、先入観にとらわれず、グローバル化が進
んでいる中での国内の経済社会状況および国際的経済社会状況を把握し、中小
企業が取り組むべき国内経済および国際経済、地域に関する課題や組織上の問
題を自ら発見することができる。B－1　(B-1)

4.商学・経営学・会計学を応用して、グローバル化が進んでいる中での、国内
の経済社会状況および国際的な経済社会状況を把握し、中小企業が取り組むべ
き地域や国際経済に関する課題や組織上の課題を自ら提案しあるいは解決プロ
ジェクトを自ら企画、立案することができる。B-2　(B-2)

◎　経営学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　経営学および会計学をはじめとする商学の専門的知識ならびに人文
科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の現状を説明することができる。
A-3　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の課題を説明することができる。
A-4　経営学および会計学の知識を用いて企業の財務活動を説明すること
ができる。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題を
発見することができる。
B-2　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題に
対する解決策を提案することができる。
B-3　組織において、協働して問題解決に当たるために必要なコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　問題解決への取り組みの成果を発信するために必要なプレゼンテー
ション能力を活用することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題解決の成果を発信することにより、社会や組織の発展に貢献す
る姿勢をもっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　組織の内外において、協働して問題解決に当たる姿勢をもってい
る。

◎商学:A-2,A-3,B-1,B-2

1.商学・経営学・会計学を応用して、グローバル化が進んでいる中での国内の
経済社会状況および国際的な経済社会状況（国内外の環境与件）を把握し、中
小企業の経営管理の現状を説明することができるようになる。A-2　(A-2)

2.商学・経営学・会計学を応用して、グローバル化が進んでいる中での国内の
経済社会状況および国際的な経済社会状況を把握し、中小企業の経営管理にお
いて、また地域との関連で、取り組むべき課題を理解し、説明することができ
る。A-3　(A-3)

3.商学・経営学・会計学を応用して、先入観にとらわれず、グローバル化が進
んでいる中での国内の経済社会状況および国際的経済社会状況を把握し、中小
企業が取り組むべき国内経済および国際経済、地域に関する課題や組織上の問
題を自ら発見することができる。B－1　(B-1)

4.商学・経営学・会計学を応用して、グローバル化が進んでいる中での、国内
の経済社会状況および国際的な経済社会状況を把握し、中小企業が取り組むべ
き地域や国際経済に関する課題や組織上の課題を自ら提案しあるいは解決プロ
ジェクトを自ら企画、立案することができる。B-2　(B-2)

◎　商学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけている。
A-2　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が置かれている経済社会状況（内外の環境与件）を説明すること
ができる。
A-3　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が取り組むべき課題が何であるかについて説明することができ
る。
A-4　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が発展する方向について説明することができる。
A-5　商学は実学であり、多種多様な知識、見識とともに商学に関する理
論的・歴史的・実践的な知識が用いられるべきであることを理解してい
る。(2018年度)
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　先入観にとらわれずに、企業、産業、地域が取り組むべき課題を発
見することができる。
B-2　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、商学に関
する理論的・歴史的・実践的な知識を応用したプロジェクトを企画、立案
することができる。
B-3　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、他者と連
携したチーム活動においてリーダーシップを発揮することができる。
B-4　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、情報技術
等を用いて国内外の事例を収集し、課題解決に必要な知見を抽出すること
ができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　社会の一員として、地域や社会の発展に商学的な見地から貢献する
姿勢をもっている。
C-2　社会の一員として、地域や社会の発展に貢献するために、自ら成長
し、商学的な知識や多種多様な知識、見識を学び続けることができる。
C-3　地域や社会の発展に向けて、主体的、協調的に他者を巻き込む行動
をとることができる。



2019-4020000604-03中小企業論「（19台）」

川上　義明

◎貿易:A-2,A-3,B-1,B-2

1.商学・経営学・会計学を応用して、グローバル化が進んでいる中での国内の
経済社会状況および国際的な経済社会状況（国内外の環境与件）を把握し、中
小企業の経営管理の現状を説明することができるようになる。A-2　(A-2)

2.商学・経営学・会計学を応用して、グローバル化が進んでいる中での国内の
経済社会状況および国際的な経済社会状況を把握し、中小企業の経営管理にお
いて、また地域との関連で、取り組むべき課題を理解し、説明することができ
る。A-3　(A-3)

3.商学・経営学・会計学を応用して、先入観にとらわれず、グローバル化が進
んでいる中での国内の経済社会状況および国際的経済社会状況を把握し、中小
企業が取り組むべき国内経済および国際経済、地域に関する課題や組織上の問
題を自ら発見することができる。B－1　(B-1)

4.商学・経営学・会計学を応用して、グローバル化が進んでいる中での、国内
の経済社会状況および国際的な経済社会状況を把握し、中小企業が取り組むべ
き地域や国際経済に関する課題や組織上の課題を自ら提案しあるいは解決プロ
ジェクトを自ら企画、立案することができる。B-2　(B-2)

◎　国際貿易　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論なら
びに人文科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけ
ている。
A-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用
いて、国際貿易や国際経済の現状を理解し、説明することができる
A-3　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用
いて、国際貿易や国際経済の課題を理解し、説明することができる。
A-4　経済に関して世界的な影響を持つ現在および過去の主な出来事につい
ての知識をもっている。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用い
て、新しい国際貿易や国際経済の課題を自ら発見することができる。
B-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用い
て、新しい国際貿易や国際経済の課題の解決策を自ら提案することができ
る。
B-3　国際貿易や国際経済の課題を解決するための組織やグループ活動におい
て、必要な役割を発揮するためのコミュニケーション能力やリーダーシップ
を身につけている。
B-4　異なる文化的背景を持つ人々と商取引や課題解決のために協働できるコ
ミュニケーション能力を身につけている。
B-5　グループで目標の設定とその達成に必要な行動を行う際、意思決定に貢
献し、目標達成に必要な役割を果たすことができる。（2018年度）
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　国際貿易や国際経済の課題解決のために、積極的に貢献しようとする態
度を身につけている。
C-2　国際貿易や国際経済の課題解決のために、常に新しい知識や理論を学ぼ
うとする態度を身につけている。
C-3　国際貿易や国際経済の課題解決のために、立場の異なる意見を理解し協
調的に行動しようとする態度を身につけている。
C-4　国際貿易や国際経済の課題解決のために、異なる文化的背景を持つ人々
と積極的に協働しようとする態度を身につけている。



2019-4020000391-02比較経営史「（二部）」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・二部２時限　　試験時間割：2019/07/31　夜２限　　

今野　孝

◎－－－　概要　－－－◎

　この講義では、資本主義経営の生成･発展過程について学び
ます。
　まず、近代以前の社会における生産活動と、近代イギリスに
おける資本主義経営の成立過程、およびそこでの経営問題を学
びます。
　つぎに、アメリカ・ドイツに例をとった「後進」資本主義国
における経営の展開をそれぞれ特徴的な諸点を中心にみていき
ます。
　最後にそれらと比較しながら、わが国における近代企業経営
の生成・発展をみていきます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

経営史および経営学の基本的知識、ならびに人文科学、社会科
学および自然科学についての基本的な知識を説明することがで
きる。(知識・理解)

経営史の知識を用いて、近代社会における企業活動の生成・発
展の概要を説明することができる。(知識・理解)

近代社会と経営の発展における産業革命の意義について説明す
ることができる。(知識・理解)

西欧諸国および我が国の経営の発展の特徴について、それぞれ
説明することができる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　講義では事前に講義内容の概要を記したプリント、および関
連資料等を配付しますので、授業に出席する際には必ず事前に
それらの内容を確認し理解しておくように努めてください。
(30分)
　毎回授業開始時にレスポンス･アナライザを使用し、それま
での内容についての理解度を確認する小テストを実施しますの
で、毎回の復習を怠らないでください。(60分)
　また、講義の進行にあわせ、自学自習用に穴埋方式のプリン
トを数回配付します。解答例はFUポータルに掲載しますの
で、復習の意味で必ず自身でやっておいてください。(20分)
　さらに、授業の内容に関連した課題でレポートを課すことが
あります。これも必ず期限までに作成して提出してください。
(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験の成績(70％)と平常点(30％)によって評価します。
　定期試験は基本的な事項を正確に理解しているかどうかが評
価の基準です。論述によって解答する問題が全体の8割程度で
す。
　平常点は、授業中に実施するレスポンス・アナライザによる
小テストや課題レポート等の提出状況を数値化して算出しま
す。遅刻や欠席によって小テストを受けることができなけれ
ば、平常点が必然的に下がり成績評価に影響しますので、遅刻
や欠席をしないように注意してください。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　この講義は特定のテキストにそって進めるものではない
ので、特に指定はしていません。しかし、下に参考書とし
て例示的に掲載したものを含め、概説的な経営史のテキス
ト類は数多く出版されています。それらを利用すれば、講
義の理解を深めるために有効です。

◎－－－　参考書　－－－◎

中川敬一郎『比較経営史序説』（東京大学出版会、昭和56
年）。
経営史学会編『経営史学の50年』（日本経済評論社、平成
27年）。ISBN978-4-8188-2376-1
小林・米川他編『西洋経営史を学ぶ』上、下（有斐閣選
書、昭和57年）。
作道・三島他編『日本経済史』（ミネルヴァ書房、昭和55
年）。
土屋守章他編『経営史』－西洋と日本－（有斐閣、1994
年）。
安岡・宮本他編『日本経営史』全５巻（岩波書店、1995
年）。
湯沢威他『エレメンタル経営史』（英創社、2000年）。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　毎回の講義のはじめ、あるいは必要に応じて講義の途中
で、レスポンス・アナライザを使用した小テストを実施し
ます。また、講義内容に関するレポートの提出を求めるこ
とがあります。これらは遅刻や欠席をすると提出すること
ができません。したがって極力出席するように努めてくだ
さい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.はじめに
2.資本制経営 ―工場制度と経営管理―
3.資本制経営に先行する経営諸形態(1)
4.資本制経営に先行する経営諸形態(2)
5.資本制経営に先行する経営諸形態(3)
6.産業革命と市民革命
7.産業革命期における経営問題(1)
8.産業革命期における経営問題(2)
9.産業革命期における経営問題(3)
10.後進資本主義国における経営とその発展(1)
11.後進資本主義国における経営とその発展(2)
12.アメリカ的製造方式と近代経営
13.ドイツにおける工業化と企業経営
14.日本における工業化と企業経営
15.まとめ

◎－－－　URL　－－－◎

比較経営史のページ
(http://imano.comm.fukuoka-u.ac.jp/imano/bh_comp.html)



2019-4020000391-02比較経営史「（二部）」

今野　孝

◎商学:A-1,A-2,A-3

1.経営史および経営学の基本的知識、ならびに人文科学、社会科学および自然
科学についての基本的な知識を説明することができる。　(A-1)

2.経営史の知識を用いて、近代社会における企業活動の生成・発展の概要を説
明することができる。　(A-2)

3.近代社会と経営の発展における産業革命の意義について説明することができ
る。　(A-3)

4.西欧諸国および我が国の経営の発展の特徴について、それぞれ説明すること
ができる。　(A-3)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-4020000394-02ヒューマンリソースマネジメント「（二部）」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・二部２時限　　試験時間割：2020/01/23　夜２限　　

于　暁爽

◎－－－　概要　－－－◎

　欧米企業であれ、日本企業であれ、企業はヒト（労働力）と
いう経営資源を獲得しなければ企業活動を実現することはでき
ず、そのためにヒトの獲得、活用、定着、モチベーション、あ
るいはヒトの使用権の所有者である労働者（従業員）と企業と
の間のコンフリクトの解決に関わる諸活動が企業の中で必要と
ならざるを得ない。アメリカでは、上記のような諸活動は、
1970年代中ごろまではPersonnel ManagementあるいはPersonnel
Administrationと呼ばれ、1970年代後半以降はHuman Resource(s)
Management（人的資源管理）と呼ばれるようになった。しかし
ながら、上記のような諸活動を実施する上での目的と原理は、
呼称の変化に並行して、理論的には（少なくともタテマエとし
ては）、変わってきているといえる。つまり、人件費として分
類される「費用」によって獲得されたヒトをできるだけ合目的
的に消費することから、追加的投資によって企業に対する貢献
度を向上させることができる「資産」として取り扱うことへ
と、あるいはやむを得ず行われざるを得ない役割としての労働
者対策から、競争上の優位性の源泉を獲得することに直接結び
付く重要な任務へと、経営におけるその位置づけは変わってき
ているといえる。
　本講義では、従来は人事・労務管理と呼ばれてきた、そして
最近は人的資源管理あるいはヒューマン・リソース・マネジメ
ントと呼ばれるようになったこれらの活動の概要と経営的意義
について説明したい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ヒューマン・リソース・マネジメントの基本的な理論的内容を
説明することができる(知識・理解)

日米企業におけるヒューマン・リソース・マネジメントの歴史
的な変遷、現状あるいは変化の方向性について説明することが
できる(知識・理解)

日米企業におけるヒューマン・リソース・マネジメントの実践
の新傾向について説明することができる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　受講者は、シラバスに従って受講日の講義内容に関係するテ
キストの章や節を、事前に読んでおくこと。さらに、受講後時
間をおかずにプリント、ノート、テキスト、参考書等を読み返
して復習しておくこと。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　ヒューマン・リソース・マネジメントの形成の歴史、ヒュー
マン・リソース・マネジメントの制度と手法の概要について、
論理的に説明できているかどうかが、評価基準となる。
　原則として、定期試験の結果50％、期末レポート15％、平常
点35%の割合で採点し、総合的に判断した上で評価を行う。
　平常点については、毎回の演習問題において講義内容に関す
る基本的な用語や概念を使用しつつ的確に解答することができ
ているか、が評価基準となる。
　期末レポートについては、ヒューマン・リソース・マネジメ
ントの学説の基本的内容とその制度・手法の具体的内容の要点
を的確に説明できているかどうかに照らして採点し、評価す
る。

◎－－－　テキスト　－－－◎

伊藤健市・田中和雄・中川誠士編著『現代アメリカ企業の
人的資源管理』税務経理協会、2013、ISBN 9784419047153
　テキストは金修堂書店で販売する。授業内容をよりよく
理解できるように毎回プリントを配布する予定である。

◎－－－　参考書　－－－◎

伊藤健市・中川誠士・堀龍二編著『アメリカの経営・日本
の経営』ミネルヴァ書房、2010　ISBN 9784623057580
ユージン・マッケナ, ニック・ビーチ共著 、伊藤健市, 田
中和雄監訳、今村寛治［ほか訳］『ヒューマン・リソー
ス・マネジメント』税務計理協会、2000　ISBN
4419035579
ダニエル・A.レン著、佐々木恒男監訳『マネジメント思想
の進化』文眞堂、2003.9　ISBN 4830944463
中川誠士著『テイラー主義生成史論』森山書店、1992.6、
ISBN 4839417555
田代義範編著『現代日本企業の経営学』ミネルヴァ書房、
2004.6、ISBN 4623040240
 

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　ヒューマン・リソース・マネジメントの理論、制度、手
法についての細々とした内容にとらわれずに、話の大きな
流れをまずつかみ、しかる後に細々とした内容がその大き
な流れの中の何処に位置づけられるかについての学習・理
解に移るように心掛けよう。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．労働時間管理（１）
２．労働時間管理（２）
３．人材育成とキャリア開発（１）
４．人材育成とキャリア開発（２）
５．福利厚生制度（１）
６．福利厚生制度（２）
７．退職管理（１）
８．退職管理（２）
９．労使関係管理（１）
１０．労使関係管理（２）
１１．非正規労働者（１）
１２．非正規労働者（２）
１３．女性労働者（１）
１４．女性労働者（２）
１５．まとめ



2019-4020000394-02ヒューマンリソースマネジメント「（二部）」

于　暁爽

◎商学:A-1,A-2,A-3

1.ヒューマン・リソース・マネジメントの基本的な理論的内容を説明すること
ができる　(A-1)

2.日米企業におけるヒューマン・リソース・マネジメントの歴史的な変遷、現
状あるいは変化の方向性について説明することができる　(A-2)

3.日米企業におけるヒューマン・リソース・マネジメントの実践の新傾向につ
いて説明することができる。　(A-3)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-4020000002-04簿記原理「（二部）」

 期別：前期　　単位数：4　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・二部１時限, 二部２時限　　試験時間割：2019/07/26　夜１限　　

日野　修造

◎－－－　概要　－－－◎

　簿記とは、ある経済主体が経済取引によりもたらされる資
産・負債・純資産の増減を管理し、併せて一定期間内の収益及
び費用を記録するための記帳方式を言います。みなさんが、こ
れから学ぶ簿記は、企業の経営活動を資産・負債・純資産・収
益・費用の貨幣金額により把握する能力を身につけることを目
標としています。すなわち、企業の仕入れ・販売などの経営活
動を貨幣金額によって、正確・明瞭に記録・分類し、こうして
得られた会計情報に基づいて、企業経営上の諸問題を適切に判
断できるようになることです。
　前半においては、まず簿記一連の取引と記帳を中心に学習し
ます。そして、商品売買取引について、分記法から3分法へと発
展させます。
　後半は、前期に学習した内容が理解できていることを前提と
します。そしてさらに踏み込んで、企業のあらゆる取引事象
と、それぞれの事象に対応する簿記処理を学ぶとともに、企業
の経営成績や財政状態を明らかにする手法について学びます。
また、日本商工会議所主催簿記検定３級が取得できるレベルま
で到達する事を意識して講義を進めます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

複式簿記と単式簿記の違いが説明できる。(知識・理解)

基本的な貸借対照表と損益計算書の作成ができる。(知識・理解)

簿記一巡の取引記帳ができる。(知識・理解)

日常の取引を簿記的思考により判断・解釈する行動がとれるよ
うになる。(知識・理解)

複式簿記の計算構造を理解し、説明できる。(知識・理解)

期末修正事項を加味した貸借対照表と損益計算書の作成ができ
る。(知識・理解)

身近な企業の財務諸表に興味・感心を持ち、当該企業の経営状
態を自分なりに考察してみようという姿勢が持てるようにな
る。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　簿記は、内容の系統性が極めて高い積み上げ科目である。し
たがって、前時の講義内容が理解できていないと、その日の講
義内容がわからないことになる。このような特質から、予習と
復習が大切になる。しかし、予習には時間がかかるため、特に
復習に力を入れて取り組むこと。また、問題集などを積極的に
解き、反復練習を心がけること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　原則として定期試験及び小テスト（含：学習意欲）により評
価する。定期試験70％、小テスト30％の割合で評点を算出す
る。成績の評価は、試験等によるものとし、前半は①基本的な
仕訳ができるかどうか、②複式簿記の仕組みが理解できている
かどうか、③基本的な財務諸表の作成ができるかどうか、を評
価の基準とする。後半は①前期よりさらに踏み込んだ記帳処理
ができるかどうか、②決算手続きについて理解できているかど
うか、③簿記の基本構造を総合的に理解できているかどうか、
を評価の基準とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

日野修造編著『簿記会計入門』五絃舎
ISBN:978-4-86434-026-7

◎－－－　参考書　－－－◎

岸川公紀編著『演習 簿記会計入門』五絃舎(事前に購入す
ること)、ISBN:978-4-86434-034-2、価格:1,200円
　また、必要に応じて他の問題集を講義中に指示する
（300円～400円）。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１.簿記の意義
　２.簿記の基礎概念
　　　①資産･負債･資本と貸借対照表
　　　②収益・費用と損益計算書
　３.取引記録
　４.勘定の記入及び取引の8要素と結合関係
　５.仕訳と転記①
　６.仕訳と転記②
　７.試算表の作成①
　８.試算表の作成②
　９.決算手続
１０.精算表(6桁)
１１.勘定の振替(損益勘定)
１２.帳簿の締め切り、財務諸表の作成
１３.現金･預金①
１４.現金･預金②
１５.商品売買・まとめ

　１．商品売買
　２．売掛金と買掛金
　３．その他の債権債務
　４．手形
　５．有価証券
　６．固定資産
　７．資本金と引出金
　８．収益と費用
　９．税金
１０．帳簿と伝票
１１．決算と財務諸表①
１２．決算と財務諸表②
１３．総合演習①
１４．総合演習②
１５．まとめ



2019-4020000002-04簿記原理「（二部）」

日野　修造

◎商学:A-1

1.複式簿記と単式簿記の違いが説明できる。　(A-1)

2.基本的な貸借対照表と損益計算書の作成ができる。　(A-1)

3.簿記一巡の取引記帳ができる。　(A-1)

4.日常の取引を簿記的思考により判断・解釈する行動がとれるようになる。　
(A-1)

5.複式簿記の計算構造を理解し、説明できる。　(A-1)

6.期末修正事項を加味した貸借対照表と損益計算書の作成ができる。　(A-1)

7.身近な企業の財務諸表に興味・感心を持ち、当該企業の経営状態を自分なり
に考察してみようという姿勢が持てるようになる。　(A-1)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-4020000392-02マーケティング論「（二部）」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・二部１時限　　試験時間割：2019/07/29　夜１限　　

村上　剛人

◎－－－　概要　－－－◎

　この科目はマーケティング戦略論の科目との合併で行われます。留意してくだ
さい。この科目では、まずマーケティングの問題についてどのような視点から考
察することができるのか、まず自分がマーケティングや流通の現象を見るときの
メガネを作ることの重要性を確認します。そして、これまでのマーケティングの
見方であったSTPをベースとしたマーケティングの見方を確認したうえで、現在
新たな見方として位置付けられているアメリカのマーケティング研究者のコト
ラーのマーケティング3.0̃4.0の議論、デザイン思考の見方、Pine&Gilmoreによる
経験価値の見方、そして 近年Vargo and Lusch によって、新しいマーケティング
としての視点として登場してきたService Dominant Logicの考え方を紹介していき
ます。今まさに、マーケティングの考え方のパラダイム・シフトが行われつつあ
る状況にあります。このように、この講義では、企業のマーケティング戦略の考
え方がどのように変化し、発展してきたのか、ビジネスケースを交えながら、現
在求められているマーケティングの考え方とは何かについて考えていきます。
　そして、身につけたメガネを使って、マーケティング現象を考察していきま
す。ポイントは、「誰」に「何」を提供するのかを明確にしていく点です。それ
についてケースを使って考えていきます。また、川上昌直氏のビジネスモデル思
考法を紹介しながら、マーケティング戦略を考察していくときのポイントを確認
していきます。
　さらにサービスの視点からマーケティング戦略を考えてみると、どのようなこ
とが必要なのかについても考察を進めていきます。
　全体を通して、企業のマーケティング戦略を考察する上で必要とする見方の学
習とそれをビジネスケースを使って議論することでその見方の習得を図っていき
たいと思います。
　なお、講義の進捗によって、また新しいケースが発生した場合は、講義の構成
を一部変更して行うことがあります。

 　

◎－－－　到達目標　－－－◎

マーケティングの視点から消費者や企業が行っている活動を観察し、どのような
状況にあるのか理解することができる。(知識・理解)

日頃の買い物行動を通して「誰に」「何を」提供しようと企業はしているのか、
絶えず考え、その背後で働いているビジネスの仕組みをイメージできるようにな
る。(知識・理解)

マーケティングの考え方としてどのようなものがあるのか理解し、企業の状況に
当てはめ考えることができるようになる。(知識・理解)

マーケティング戦略を構築するプロセスを理解し、どのような取り組みが必要な
のか考えることができるようになる。(知識・理解)

チームでのケースの議論などを通して、そのケースから発展的に考えることがで
きるようになる。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　講義の進め方は単元ごとにレジュメおよびビジネスケースを配布し、そのレ
ジュメの中で提示している質問内容やビジネスケースについて事前に学習し、わ
からないところも調べ、そのうえで自分なりの解答を用意してください。(90
分）また、講義の内容について、資料および講義での教員の説明、グループワー
クがあった時はグループの議論について必ず振り返りを行い、自分が理解できた
ところや理解できていないところを確認し、理解できていない点についてはさら
に調べて理解できるようにする。(60分)
　２回ほどレポートを作成してもらう予定ですが、しっかり資料を読み、論理構
造を明確にした上で、作成するようにしてください。（レポートの資料読み、レ
ポート構成、レポート作成3̃4時間）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　成績評価について、第一に各回最後に実施するミニッツペーパーに基づき、毎
時間自分がどの程度理解できたか、振り返りを確認、評価します。第二に、グ
ループワークを実施した時は、まずチームのメンバーがどの程度予習をしてきて
いるのかを確認し、チームでどのような議論ができたのか書記が作成したシート
の内容から確認し、評価を行います。またプレゼンがあった時はその成果につい
て評価を行います。第三に必要に応じて実施するレポートの課題に対してどの程
度目標に到達できているのかを評価します。レポートはできるだけコメントをつ
けて返却したいと思います。第四に全体の講義の内容についてどの程度理解で
き、考えることができているか、定期試験で確認し、評価します。
　なお、評価の割合は、定期試験を65%、レポートならびにミニッツペーパー等
の提出物を35%で実施します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは使いません。

◎－－－　参考書　－－－◎

ジョブ理論　ISBN 4596551227
『 コ・イノベーション経営』　ISBN 4492522085
『[新訳]経験経済 』　ISBN 4478502579
　上記の文献以外に、授業のなかで、読んで欲しい文献を
紹介します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・この科目は16台以前の学生が履修できる科目です。17台
の学生は「マーケティング戦略論」の科目で履修してくだ
さい。昼間部の科目で履修する場合は16台以前の学生は、
経営学科に開講されている「マーケティング論」を、17台
の学生は「マーケティング戦略論」の科目を履修してくだ
さい。
・基本的に講義の時間に、グループ〔3～4名程度）の討議
の時間を設定したいと考えています。率先して議論できる
人の参加を望みます。また遅刻、欠席などしないように心
掛けてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 イントロダクション:講義の進め方と マーケティング見
るメガネについて
2マーケティング戦略の基本的枠組みの理解(1)：4Pのフ
レーム
3 マーケティング戦略の基本枠組みの理解 (2)：消費者に
ニーズとウォンツ
4マーケティング戦略の基本枠組みの理解 (3)： マーケティ
ングの発展過程
5 利益の出し方について
6経験価値マーケティングについて
7 ケースから考察した経験価値戦略
8マーケティングの基本確認(誰に何を提供するのか）
9ビジネスモデル思考法の紹介
10デザイン思考とマーケティング
11SDLの考え方について
12 サービスから見たマーケティング戦略
13 サービス・インテンシティ・マトリックスの考え方
14 サービス・インテンシティ・マトリックのケース研究
15 総括
なお、進捗状況によっては構成を一部変更して行うことが
あります。



2019-4020000392-02マーケティング論「（二部）」

村上　剛人

◎経営

1.マーケティングの視点から消費者や企業が行っている活動を観察し、どのよ
うな状況にあるのか理解することができる。　(A-2)

2.日頃の買い物行動を通して「誰に」「何を」提供しようと企業はしているの
か、絶えず考え、その背後で働いているビジネスの仕組みをイメージできるよ
うになる。　(A-2)

3.マーケティングの考え方としてどのようなものがあるのか理解し、企業の状
況に当てはめ考えることができるようになる。　(A-3)

4.マーケティング戦略を構築するプロセスを理解し、どのような取り組みが必
要なのか考えることができるようになる。　(A-4)

5.チームでのケースの議論などを通して、そのケースから発展的に考えること
ができるようになる。

◎　経営学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　経営学および会計学をはじめとする商学の専門的知識ならびに人文
科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の現状を説明することができる。
A-3　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の課題を説明することができる。
A-4　経営学および会計学の知識を用いて企業の財務活動を説明すること
ができる。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題を
発見することができる。
B-2　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題に
対する解決策を提案することができる。
B-3　組織において、協働して問題解決に当たるために必要なコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　問題解決への取り組みの成果を発信するために必要なプレゼンテー
ション能力を活用することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題解決の成果を発信することにより、社会や組織の発展に貢献す
る姿勢をもっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　組織の内外において、協働して問題解決に当たる姿勢をもってい
る。



2019-4020000414-02連結会計論「（二部）」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・二部１時限　　試験時間割：2020/01/20　夜１限　　

渡辺　剛

◎－－－　概要　－－－◎

　金融商品取引法会計におけるディスクロージャーが連結財務
諸表中心となったことに加えて、会社法においても連結財務諸
表の開示が求められることから、今や連結会計が制度会計の中
心であるといわれています。連結財務諸表の作成は、個別財務
諸表の作成にはない連結会計固有の手続を必要とするため、わ
かりづらいものとなっています。また、包括利益概念が連結財
務諸表に導入されるなど、連結会計が大きく変動しつつありま
す。
　本講義では、できるだけ平易に連結会計を説明し、その概要
が理解できるようにすることを目的としています。また、近
年、会計基準のコンバージェンス（統合）の動きが加速してい
ることから、会計基準の改定が頻繁に行われています。本講義
では、連結財務諸表の作成のみならず、随時それらの動向も取
り上げる予定です。
　毎回、次回の講義テーマを告知しますので、事前にテキスト
を読んで予習してきて下さい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

(1)連結会計の必要性を説明することができる。(知識・理解)

(2)企業グループの財政状態および経営成績を説明することがで
きる。(知識・理解)

(3)会計基準のコンバージェンスをはじめとする国際的な会計の
動向を理解することによって、今後の財務会計の課題を説明す
ることができる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　後半は計算問題が中心になりますので、必ず復習してくださ
い(60分)。また、毎回、次回の講義テーマを告知しますので、
事前にテキストを読んで予習してきて下さい(30分)。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　連結会計の概要に関する理解度ならびに基礎的な連結貸借対
照表および連結損益計算書が作成できることを評価の基準と
し、その達成度を定期試験の結果によって評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

桜井久勝『財務会計講義(第19版)』中央経済社(2018年)　
ISBN：978-4-502-26641-6。なお、第20版が出版された場合
は第20版を用います。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　本講義は、受講者に会計学および簿記の基礎知識がすで
にあることを前提として進めます。したがって、「簿記原
理」を履修後に受講して下さい。また、「会計学総論」お
よび「財務会計論」、ならびに「会社簿記Ⅰ・Ⅱ」または
「会社簿記」を履修した後に受講することが望ましいです
（本講義は3年次以上で受講することが望ましいです）。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１　ガイダンス―講義内容の概説
　２　連結財務諸表の意義
　３　連結財務諸表作成の一般基準
　４　連結貸借対照表の作成基準
　５　連結貸借対照表の作成(1)完全子会社
　６　連結貸借対照表の作成(2)非完全子会社
　７　連結損益計算書の作成基準
　８　連結損益計算書の作成(1)完全子会社
　９　連結損益計算書の作成(2)非完全子会社
１０　連結損益計算書の作成(3)ダウンストリー
　　　ム
１１　連結損益計算書の作成(4)アップストリー
　　　ム①
１２　連結損益計算書の作成(5)アップストリー
　　　ム②
１３　連結株主持分等変動計算書の意義
１４　連結株主持分等変動計算書の作成
１５　セグメント情報の意義



2019-4020000414-02連結会計論「（二部）」

渡辺　剛

◎経営

1.(1)連結会計の必要性を説明することができる。　(A-1)

2.(2)企業グループの財政状態および経営成績を説明することができる。　(A-2)

3.(3)会計基準のコンバージェンスをはじめとする国際的な会計の動向を理解す
ることによって、今後の財務会計の課題を説明することができる。　(A-3)

◎　経営学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　経営学および会計学をはじめとする商学の専門的知識ならびに人文
科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の現状を説明することができる。
A-3　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の課題を説明することができる。
A-4　経営学および会計学の知識を用いて企業の財務活動を説明すること
ができる。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題を
発見することができる。
B-2　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題に
対する解決策を提案することができる。
B-3　組織において、協働して問題解決に当たるために必要なコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　問題解決への取り組みの成果を発信するために必要なプレゼンテー
ション能力を活用することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題解決の成果を発信することにより、社会や組織の発展に貢献す
る姿勢をもっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　組織の内外において、協働して問題解決に当たる姿勢をもってい
る。



2019-4010000342-02海運と航空「（二部）」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・二部２時限　　試験時間割：2019/07/29　夜２限　　

陶　怡敏

◎－－－　概要　－－－◎

　「物・人」などが国境を越えて移動するには、基本的に、海運と航空の
機能を媒介としなければなりません。そのような海運・航空の発達が、歴
史的にも国内経済活動はもちろん、国際貿易・国際交流においても、重大
な影響力をもたらしたことは事実であります。
　近年、経済のグローバル化・ボーダレス化に伴い、企業の最適立地は国
際的視野で見直されているので、ハブ空港・港湾および情報インフラなど
の社会資本整備状況は一国の経済力を含めた総合国際競争力を左右する重
要な要素となってきています。さらに、グローバル・ネットワーク競争の
時代を迎えて、戦略的提携・ロジスティクス戦略はいや応なく、競争優位
を目指す企業に迫られています。
　海運と航空業界では、主に次のような２種類の戦略的提携が多く見られ
ます。１つは海運会社間あるいは航空会社間のグローバル・アライアン
ス、もう一つはロジスティクス・サービスのアウトソーシングやサード
パーティ・ロジスティクス等の垂直型提携です。グローバル・アライアン
スと垂直型提携の主たる目的は、費用削減と需要創出です。戦略的提携に
よって、企業がトレード・オフ関係にあるこれらの目標を同時に実現でき
る戦略が実行可能になっています。
　本講義は、以上のことを踏まえて、最近の急激な環境変化のなかでの海
運と航空産業の変貌の過程、現状や問題点、役割などについて考える力を
養ってもらうことを学習目標にしたい。
　授業の進め方としては、まず海運と航空に関する商学の基礎知識を修得
し、海運と航空について実践的な観点から講義とケーススタディにより学
習します。　　

◎－－－　到達目標　－－－◎

海運と航空の専門用語や考え方を身につけ、経済社会において大きな役割
を果たす海運と航空に対する関心を深めることができる。(態度・志向性)

海運と航空に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、海運産業お
よび航空経済が置かれている経済社会状況を説明することができる。(知
識・理解)

海運と航空に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、海運産業お
よび航空経済が取り組むべき課題が何であるかについて説明することがで
きる。(知識・理解)

海運と航空に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、海運産業お
よび航空経済が発展する方向について説明することができる。(知識・理
解)

企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、海運と航空に関
する理論的・歴史的・実践的な知識を応用した国際交通政策を提案するこ
とができる。(技能)

企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、海運と航空の考
え方を用いて国内外の事例・データを収集し、課題解決に必要な知見を抽
出することができる。(技能)

社会の一員として、地域や社会の発展に貢献するために、自ら成長し、海
運と航空のあり方や多種多様な知識、見識を学び続けることができる。(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　本講義の慣例に従って、予習と復習を確実に行ってもらうために毎回の
授業に関連する予習・復習課題(所要時間：約2時間)の提出をお願いしま
す。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

①評価基準
海運市場・航空経済の現状と課題を的確に把握し自分の言葉で説明できて
いるかを評価基準とする。
②評価方法
最終成績は定期試験(期末評価)、中間試験(中間評価)および提出課題(平常
評価)などにより評価する。
③割合
定期試験(60%)、中間試験・提出課題(40%)を目安として総合的に評価す
る。

◎－－－　テキスト　－－－◎

各講義を始める前に講義資料を配付します。なお、講義資
料を作成するにあたっての参考文献は、下記の参考書項目
に記載されている文献になります。

◎－－－　参考書　－－－◎

村上英樹・加藤一誠・高橋　望・榊原胖夫編著『航空の経
済学』ミネルヴァ書房。ISBN-13: 978-4623045587
ＡＮＡ総合研究所『航空産業入門』東洋経済新報社。
ISBN-13: 978-4492761755。
赤井邦彦『格安航空会社が日本の空を変える』日本経済新
聞出版社。ISBN-13:978-4532316693。
野村宗訓・切通堅太郎『航空グローバル化と空港ビジネス
―LCC時代の政策と戦略』同文舘。ISBN-13:
978-4495439910。
宮下国生『日本物流業のグローバル競争』千倉書房。
ISBN-13: 978-4805108055。
山岸　寛『海上コンテナ物流論』成山堂書店。ISBN-13:
978-4425331314。
Ｒ．ドガニス『２１世紀の航空ビジネス』中央経済社。
ISBN-13: 978-4502368301。
塩見英治『米国航空政策の研究』文眞堂。ISBN-13:
978-4830945373。
野村宗訓『新しい空港経営の可能性―LCCの求める空港と
は』関西学院大学産業研究所。ISBN-13: 978-4862831064。
加藤一誠・引頭雄一・山内芳樹『空港経営と地域―航空・
空港政策のフロンティア』成山堂書店。ISBN-13:
978-4425862412。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　毎時間の講義内容は、連続性をもっているので、欠席し
たり遅刻したりしないことが理解のためには重要である。
板書内容だけでなく、口頭で伝えることもノートして理解
に努めてもらいたい。講義資料は必ず持参して講義を受け
ること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　航空輸送サービスの生産と費用
２　航空サービスの需要とその決定要因
３　海運・航空会社の戦略的提携
４　航空会社のプライシング戦略
５　価格差別とラムゼイ・プライシング
６　アメリカの航空規制緩和政策
７　コンテスタビリティ理論と規制緩和
８　日本の航空政策と日本航空の再建
９　低コスト航空会社の競争優位戦略
１０　航空会社の新たなビジネスモデル
１１　定期船同盟秩序の形成と独占的競争
１２　海運会社の国際ロジスティクス戦略
１３　国際航空貨物とグローバル・ロジスティクス
１４　グローバル・サプライチェーンマネジメント
１５　日本のハブ空港・ハブ港湾整備問題



2019-4010000342-02海運と航空「（二部）」

陶　怡敏

◎商学:A-2,A-3,B-3,C-1,C-2

1.海運と航空の専門用語や考え方を身につけ、経済社会において大きな役割を
果たす海運と航空に対する関心を深めることができる。　(C-1)

2.海運と航空に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、海運産業およ
び航空経済が置かれている経済社会状況を説明することができる。　(A-2)

3.海運と航空に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、海運産業およ
び航空経済が取り組むべき課題が何であるかについて説明することができる。
　(A-3)

4.海運と航空に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、海運産業およ
び航空経済が発展する方向について説明することができる。　(A-3)

5.企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、海運と航空に関す
る理論的・歴史的・実践的な知識を応用した国際交通政策を提案することがで
きる。　(B-3)

6.企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、海運と航空の考え
方を用いて国内外の事例・データを収集し、課題解決に必要な知見を抽出する
ことができる。　(B-3)

7.社会の一員として、地域や社会の発展に貢献するために、自ら成長し、海運
と航空のあり方や多種多様な知識、見識を学び続けることができる。　(C-2)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-4010002113-04会計学総論「（二部）」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・二部１時限　　試験時間割：2019/07/30　夜１限　　

中村　信博

◎－－－　概要　－－－◎

　会計情報は、ビジネスの世界における「共通言語」に相当す
ると言われていますが、その具体的内容は、著しく多岐にわ
たっています。私たちが広義の会計学の基礎を体系的に理解し
ようとする場合には、簿記論、制度会計論、原価計算論、管理
会計論、会計監査論、経営分析論、税務会計論、国際会計論な
どの科目を順次学んでいく必要があります。
　本講義では、ビジネス界における「共通言語」と位置づけら
れる会計情報がどのように作成され、どのように伝達される
か、その基本原理をマスターすることを主たる目標とします。
　具体的には、会計の役割、会計学の領域およびその基本前提
などの説明からスタートし、次に、会計（とくに財務会計）に
はなぜルールが必要かを理解します。さらに、基本財務諸表の
構成要素である、資産、負債、資本（純資産）、収益、費用と
いう５つの要素の特性を理解した上で、基本的な会計情報の読
み方を修得します。
　本講義で適宜行われる新しい会計領域に関する説明を通じ
て、伝統的会計の抱える問題点を洗い出し、会計の全体像を大
掴みすることで、次のステップである財務会計論へ繋げます。
　

◎－－－　到達目標　－－－◎

会計学の基礎知識を修得する。(知識・理解)

財務諸表の基本的作成ルールを修得し、会計情報の特徴を説明
できる。(知識・理解)

会計情報に対する重要性の変化について説明でき、わが国会計
制度に関する諸問題を指摘できる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　専門用語が比較的多い科目であることを予め認識し、次回の
授業内容を毎回予習することにより、専門用語の意味を理解し
ておくこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　会計制度および会計情報作成ルールに関する基礎能力を評価
基準として、定期試験80%、レポート20%を目安として総合的
に評価します。なお、レポートの評価基準として『福大生のた
めの学習ナビ』を用いるので、必ず「レポートの作成」を読ん
だ上で書くこと。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　テキストは使用せず、必要に応じて資料を配布します。

◎－－－　参考書　－－－◎

　最新の『会計法規集』、『会計諸則集』
上記以外の参考書は講義の中で紹介します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　「簿記入門Ⅰ・Ⅱ」または「簿記原理」の単位を修得済
みの者が望ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１ 会計学の役割と研究対象
　２ 財務会計と管理会計
　３ 会計理論の基本前提
　４ 財務諸表の構成要素
　５ 財務報告制度
　６ 会計基準総論
　７ 財務会計基準
　８ 貸借対照表の役割
　９ 損益計算書の役割
１０ 資産会計
１１ 負債会計
１２ 資本（純資産）会計
１３ 損益会計
１４ 貸借対照表の読み方
１５ 損益計算書の読み方、まとめ



2019-4010002113-04会計学総論「（二部）」

中村　信博

◎商学:A-1,A-2,A-3

1.会計学の基礎知識を修得する。　(A-1)

2.財務諸表の基本的作成ルールを修得し、会計情報の特徴を説明できる。　
(A-2)

3.会計情報に対する重要性の変化について説明でき、わが国会計制度に関する
諸問題を指摘できる。　(A-3)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-4010000360-02会社簿記「（二部）」

 期別：前期　　単位数：4　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：土・二部１時限, 二部２時限　　試験時間割：2019/07/27　夜１限　　

井上　修

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義では、「簿記原理」を履修済みの者を対象として、会
社、特に株式会社における簿記を学習する。
　株式会社における簿記は、会社法・金融商品取引法などの諸
法令に準拠して行われるために、個人商店における簿記よりも
やや難易度が高い処理や、個人商店には存在しない株式会社特
有の取引の処理を学習する必要がある。これを言い換えれば、
株式会社における簿記を学ぶことは、会社法・金融商品取引法
などの諸法令に規制される株式会社の仕組みを理解することで
あるともいえよう。
　本講義を担当する教員は会計監査を独占業務とする公認会計
士であり，会計監査実務に従事してきた者である。そのため，
本講義はその会計監査実務の経験を活かして，会計実務におい
て具体的にどのような課題が存在しているのかについても解説
していく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

会社、特に株式会社における簿記を修得する（具体的には、日
本商工会議所簿記検定試験２級レベルの商業簿記を修得す
る。）(知識・理解)

簿記検定試験に積極的にチャレンジしようと思えるようにな
る。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　毎回，該当する箇所の読みこんで予習をしてくること。復習
については問題演習を中心にして，最低でも２回は解くように
すること。また，講義中に指示したトレーニングの該当問題に
ついて必ず解いてくること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　原則として定期試験および授業中に２回実施される中間テス
トの結果により評価する。定期試験50％、中間テスト50％の割
合で評点を算出する。ただし、課題の提出状況が良好な者につ
いては若干の加点を行うことがある。株式会社における簿記に
関する総合問題を、早くかつ正確に解くことができるかどうか
を単位認定の判断基準とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

TAC簿記検定講座『合格テキスト　日商簿記２級商業簿
記』TAC出版／ISBN未定
TAC簿記検定講座『合格トレーニング　日商簿記２級商業
簿記』TAC出版／ISBN未定
　いずれも最新のものを利用してください。

◎－－－　参考書　－－－◎

広瀬義州『財務会計』第13版　中央経済社　ISBN
978-4502163418

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　すでに「簿記原理」を履修済みの者が望ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　ガイダンス／「簿記原理」の復習
２　財務諸表（損益計算書と貸借対照表）
３　商品売買
４　現金預金
５　債権・債務（手形取引を含む）
６　有形固定資産（1）購入・売却・減価償却
７　有形固定資産（2）その他の処理
８　有価証券（1）購入・売却
９　有価証券（2）期末評価
10　リース取引
11　無形固定資産等と研究開発費／引当金／税金
12　株式の発行／事業譲渡と合併
13　剰余金の配当と処分
14　中間テスト（1）
15　決算手続（1）決算振替
16　決算手続（2）財務諸表の作成（損益計算書と貸借対
照表）
17　決算手続（3）株主資本等変動計算書／収益・費用の
計上
18　本支店会計（1）本支店間取引
19　本支店会計（2）決算手続／本支店合併財務諸表の作
成①
20　本支店会計（3）決算手続／本支店合併財務諸表の作
成②
21　中間テスト（2）
22　税効果会計（1）課税所得の算定
23　税効果会計（2）税効果
24　外貨建取引
25　為替予約
26　連結会計（1）資本連結
27　連結会計（2）成果連結
28　連結会計（3）成果連結
29　連結会計（4）連結財務諸表の作成
30　連結会計（5）連結財務諸表の作成

　なお、会計基準の改訂などの影響により、授業計画も若
干の変更の可能性がある。最終的な授業計画表を、第1回
目の講義にて配布する予定である。



2019-4010000360-02会社簿記「（二部）」

井上　修

◎商学:A-1,A-2

1.会社、特に株式会社における簿記を修得する（具体的には、日本商工会議所
簿記検定試験２級レベルの商業簿記を修得する。）　(A-1)

2.簿記検定試験に積極的にチャレンジしようと思えるようになる。　(A-2)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-4010000339-02観光産業論「（二部）」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・二部１時限　　試験時間割：2019/07/26　夜１限　　

田村　馨

◎－－－　概要　－－－◎

　サービスマーケティングでは、サービスビジネスやサービス
産業に必要なマーケティングについて解説していきます。具体
的には、事例を素材にしたケーススタディと理論的な説明を織
り交ぜながら進めます。事例として取り上げるのは、大学生に
とって馴染みがある観光産業や集客産業ですが、ネット関係の
サービスビジネスも事例として紹介していくつもりです。
　モノのマーケティングとサービスのマーケティングは根本的
に異なります。モノのマーケティングに慣れた方にはゼロベー
スで講義に臨むことを期待します。また、サービス関係の研究
や講義では一般的なモノとサービスを対比的にとらえる認識も
講義では乗り越えるべき「固定観念」と位置付けられます。時
代が大きく変わる中、マーケティングそのものも変わらざるを
得ません。
　講義では、サービスマーケティングをめぐる現実のダイナ
ミックな動き、複雑な要因が絡む現場の実態やそこで要請され
るノウハウ、センスなどの情報が提供されるでしょう。
　次の講義の予告を毎回するので関連するサイトや文献を事前
に学習し、講義中にお知らせするサイトや文献による事後学習
をおすすめします。

【担当者が実務経験者の授業科目】
・中央官庁、民間のコンサルティングファームでの勤務経験を
活かし、理論と実践の橋渡しがどのように行われるか、あるい
はどのように行うべきかに関して解説します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

サービスビジネスにマーケティングが求められている理由を経
済社会状況の観点から説明できる。(知識・理解)

サービスビジネスが取り組むべき課題についてマーケティング
の観点から説明できる。(知識・理解)

サービスビジネスの進むべき方向についてマーケティングの観
点から説明できる。(知識・理解)

サービスビジネスに必要なマーケティングの実践例を事例を素
材に説明できる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・次回の講義に向けて紹介するネット上の情報、記事、文献に
目を通すことを前提に講義は進めます（予習180分）。
・講義中に素材にしたケースや理論に関する記事、文献、動画
等の復習し講義を振り返ることが必要です（復習180分）。
・マーケティングに関する概念、理論、フレームワークを文献
や記事で継続的に学ぶことが求められます（通常学習180
分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験の結果で評定します。割合は１００％です。評価基
準は「サービスビジネスの特徴をその現状と課題から理解し、
モノのマーケティングとは違う新しいマーケティングがサービ
スビジネスに必要であることを解説できると同時に、サービス
マーケティングがどういうものであるかを先入観、固定観念に
縛られず説明できる」です。

◎－－－　テキスト　－－－◎

使用しません。

◎－－－　参考書　－－－◎

　参考文献は講義の中で紹介します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

講義は、通して受講することで理解が促されるように設計
されているので、毎回受講されることを望みます。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　サービスビジネスとは何か
２　サービスとは何か―サービスの特性１
３　サービスとは何か－サービスの特性２
４　サービスマーケティングとは何か－理論編１
５　サービスマーケティングとは何か－理論編２
６　ケーススタディ：スポーツ観戦ビジネス
７　ケーススタディ：ニセコ
８　ケーススタディ：黒川温泉
９　ケーススタディ：旅館再生
10　ケーススタディ：日本型ホスピタリティ
11　ケーススタディ：日本型インバウンド戦略
12　ケーススタディ：スタジアムビジネス
13　サービスマーケティングと価値共創
14　サービスマーケティングの進化
15　講義の振り返り
（講義の順番や中身は受講生の関心やその時々のトピック
ス、ニュースなどによって変わる場合があります。）



2019-4010000339-02観光産業論「（二部）」

田村　馨

◎商学

1.サービスビジネスにマーケティングが求められている理由を経済社会状況の
観点から説明できる。　(A-2)

2.サービスビジネスが取り組むべき課題についてマーケティングの観点から説
明できる。　(A-3)

3.サービスビジネスの進むべき方向についてマーケティングの観点から説明で
きる。　(A-4)

4.サービスビジネスに必要なマーケティングの実践例を事例を素材に説明でき
る。　(A-5)

◎　商学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が置かれている経済社会状況（内外の環境与件）を説明するこ
とができる。
A-3　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が取り組むべき課題が何であるかについて説明することができ
る。
A-4　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が発展する方向について説明することができる。
A-5　商学は実学であり、多種多様な知識、見識とともに商学に関する理
論的・歴史的・実践的な知識が用いられるべきであることを理解してい
る。(2018年度)
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　先入観にとらわれずに、企業、産業、地域が取り組むべき課題を発
見することができる。
B-2　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、商学に関
する理論的・歴史的・実践的な知識を応用したプロジェクトを企画、立
案することができる。
B-3　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、他者と連
携したチーム活動においてリーダーシップを発揮することができる。
B-4　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、情報技術
等を用いて国内外の事例を収集し、課題解決に必要な知見を抽出するこ
とができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　社会の一員として、地域や社会の発展に商学的な見地から貢献する
姿勢をもっている。
C-2　社会の一員として、地域や社会の発展に貢献するために、自ら成長
し、商学的な知識や多種多様な知識、見識を学び続けることができる。
C-3　地域や社会の発展に向けて、主体的、協調的に他者を巻き込む行動
をとることができる。



2019-4010000611-02近代西洋商業史「（二部）」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・二部２時限　　試験時間割：2020/01/24　夜２限　　

藤田　裕邦

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義では、近世以降の西洋における商業・経済の流れにつ
いて取り扱う。
　現代の多くの国で機能している経済のしくみは、資本主義と
呼ばれる。このしくみが本格的に展開するのは，おおむね18世
紀以降の近代と呼ばれる時代からであるが、その萌芽は16世紀
に始まる近世に遡る。近世に入ると、中世において機能してい
た「領主制」と「共同体」が解体して個人の自由裁量の余地が
広がり、経済的合理主義を前面に打ち出した経済活動が広汎に
行われるようになった。また、この頃からヨーロッパ人の活動
が非ヨーロッパにまで拡大したため、資源利用と経済交流が全
地球規模で展開することとなった。こうしたことから、近世以
降は、中世までとは異なった形で経済が急速に展開していくの
である。本講義では、資本主義を準備・展開させた近世・近代
という時代を対象とする。 また、取り扱う事象は狭く商業に限
定することなく、農業・工業などを含む経済活動全体、さらに
は社会状況にまで眼を向けていく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

西洋近世・近代の商業・経済状況について、基本的な知識を習
得している。(知識・理解)

近世・近代においての、ヨーロッパ諸国相互間や、ヨーロッパ
世界と非ヨーロッパ世界との間の経済関係について説明でき
る。(知識・理解)

現代西洋社会の習慣や制度の背景に隠れている歴史的事情を見
出すことができる。(知識・理解)

日常生活や社会で見られる様々な事柄に対応するために、西洋
商業史学習での経験を活用することができる。(態度・志向性)

日常生活や社会で見聞したことを、西洋商業史学習の成果と関
連付けて考えることができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　毎回の授業終了後、内容確認のための学習課題をFUポータ
ル（「授業関連」→「授業支援」→「授業管理」）に掲出する
ので、それをもとに各自で復習すること（60分）。
　また、授業に関する連絡事項も、同様にFUポータルに掲出
するので、毎回の授業前後に確認すること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準：
　授業において取り扱った事項と、その背景事情について、基
本的な知識を習得しているかどうかを、評価基準とする。
評価方法：
　定期試験のみによって評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

使用しない。

◎－－－　参考書　－－－◎

（１）奥西孝至ほか『西洋経済史』（有斐閣アルマ）有斐
閣，2010年　ISBN 978-4-641-12404-2
（２）神武庸四郎・萩原伸次郎『西洋経済史』（有斐閣S
シリーズ）有斐閣，1989年　ISBN 4-641-05926-8
（３）「世界の歴史」編集委員会（編）『新 もういちど
読む山川世界史』　山川出版社，2017年　ISBN
978-4-634-64090-0
　（１）（２）は、教科書的体裁の大学生向け概説書であ
る。商業史・経済史のすべての事象を授業において完全に
網羅することは不可能であるから、授業では立ち入らな
かった事象について興味を持った時には、これらも利用し
て欲しい。
　（３）は、高等学校「世界史B」の教科書をもとに一般
読者向けに取りまとめられた、世界史の概説書である。下
記【履修上の留意点】について不安を抱いている人が利用
するのに適している。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　限られた授業時間の中で、西洋史に関する基礎的な知識
の全てを取り扱う余裕はない。幸い、中学校「社会」の歴
史的分野では常識と目される程度の世界史の学習は行なわ
れており、また、高等学校学習指導要領では「世界史A」
または「世界史B」の履修が必修とされている。そこで本
講義は、受講者が、中学校「社会」程度の世界史の知識を
持ち合せていること、高等学校「世界史A」「世界史B」
程度の事項は百科事典・歴史事典などによって自力で調べ
ることを前提に、授業を行う。　

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　中世社会と近世社会
２　イングランドの工業化
３　商業革命
４　オランダ商業の展開（１）オランダの興隆
５　オランダ商業の展開（２）オランダの貿易関係
６　イギリスの海外進出（１）イギリスの貿易関係
７　イギリスの海外進出（２）イギリスの経済政策
８　フランス・ドイツの動向
９　ヨーロッパ諸国の植民地争奪
10　産業革命（１）農業革命と産業革命
11　産業革命（２）イギリス産業革命の特徴
12　世界市場の形成（１）「世界の工場」イギリス
13　世界市場の形成（２）イギリス経済の弱点
14　アメリカ経済の展開（１）独立前後のアメリカ経済
15　アメリカ経済の展開（２）独立後の経済発展



2019-4010000611-02近代西洋商業史「（二部）」

藤田　裕邦

◎商学:A-1,A-2,A-3,C-1,C-2

1.西洋近世・近代の商業・経済状況について、基本的な知識を習得している。
　(A-1)

2.近世・近代においての、ヨーロッパ諸国相互間や、ヨーロッパ世界と非ヨー
ロッパ世界との間の経済関係について説明できる。　(A-2)

3.現代西洋社会の習慣や制度の背景に隠れている歴史的事情を見出すことがで
きる。　(A-3)

4.日常生活や社会で見られる様々な事柄に対応するために、西洋商業史学習で
の経験を活用することができる。　(C-1)

5.日常生活や社会で見聞したことを、西洋商業史学習の成果と関連付けて考え
ることができる。　(C-2)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-4010000609-02近代日本商業史「（二部）」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・二部２時限　　試験時間割：2020/01/22　夜２限　　

草野　真樹

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義は、科目名に「史」がつくとおり、日本の商業・流通
の歴史を対象とします。学習する時代は、主に明治・大正・昭
和戦前期および戦後復興期です。具体的には、近代日本におけ
る商業・流通業が発展していく時代背景を学び、その発展を支
えた担い手たちの特徴や活動内容を中心に取り上げていきま
す。学習内容は、商業と流通業に限定せず、広く近代日本の企
業、産業、地域を取り上げていきます。
　また、地域経済や商業の歴史を少しでも身近に感じ、具体的
にイメージできるようになることを目指して、九州や福岡の事
例も取り上げます。とくに、自治体史編さん室や資料館での勤
務経験を活かし、地元の歴史資料を紹介しながら解説します。
　歴史を学ぶ一つの意義は、歴史上起こったさまざまな出来事
が決して偶然の産物でなく、何らかの蓄積の結果生じたもので
あると考え、その因果関係を解き明かし、私たちがこれから生
きていくうえでの糧とすることにあります。歴史を通じて、私
たちの生活を支える商業・流通の役割と重要性について理解を
深めることを目的とします。

◎－－－　到達目標　－－－◎

商学に関する歴史的な知識を用いて、近代日本の企業、産業、
地域が置かれてきた経済社会状況を説明することができる。
(知識・理解)

商学に関する歴史的な知識を用いて、近代日本の企業、産業、
地域が取り組んできた課題が何であったかについて説明するこ
とができる。(知識・理解)

商学に関する歴史的な知識を用いて、近代日本の企業、産業、
地域が発展してきた基本的な道筋（方向）について説明するこ
とができる。(知識・理解)

上記の到達目標をふまえ、これからの日本企業、産業、地域の
発展に上記の歴史的な知識が用いられるべきであることを理解
できる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　講義では、毎回、講義内容の概要を記したプリントを配布し
ます。講義後には再度プリントに目を通して内容を確認し、講
義内容の流れを整理することに努めてください。難しい専門用
語などがあれば、自分自身で調べておくこと（目安60分）。そ
れら一連の作業が講義の予習・復習となります。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験の成績80％、平常点20％を目安として総合的に評価
します。定期試験は授業で取り上げた事項を理解し、それを文
章にして説明できるかどうかが評価の基準です。したがって、
論述により解答する問題が全体の7～8割程度を占めます。平常
点は講義中に実施する「ミニッツ・ペーパー」の記述内容を評
価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

使用しない（毎回、講義プリントを配布します）。

◎－－－　参考書　－－－◎

石井寛治編『近代日本流通史』東京堂出版、2005年。　
ISBN 978-4-490-20550-3
桜井英治・中西聡編『流通経済史』山川出版社、2002年。
　ISBN 4-634-53120-8
廣田誠・山田雄久・木山実・長廣利崇・藤岡里圭『日本商
業史』有斐閣、2017年。　ISBN 978-4-641-16506-9
比較的入手しやすい参考書を挙げています。その他の参考
書については、適宜、講義中に紹介します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　一般的な注意事項として、講義中は私語を慎み、マナー
を守るように努めてください。たとえば、講義中に携帯電
話やスマートフォンを使用しない、帽子を脱ぐことなどは
一般的なマナーです。また、正当な理由なく無断で教室を
出て行く学生には厳しく対処します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1．イントロダクション：講義の概要と進め方、受講上の
約束事項、歴史を学ぶ意義、評価の方法などについて
2．幕末開港による外国資本の圧力と日本の対応
3．産業革命と商業の発展(1)：産業革命の全体像と商業の
関係性について
4．産業革命と商業の発展(2)：日本における経済発展の担
い手の特徴について
5．産業革命の進展と地方経済の発展(1)：北部九州を主た
る事例として
6．産業革命の進展と地方経済の発展(2)：映像から学ぶ近
代日本
7．近代小売業の形成と発展(1)：博覧会と産業発展の関係
8．近代小売業の形成と発展(2)：座売りの社会的背景と陳
列販売への変化
9．近代小売業の形成と発展(3)：百貨店の形成と発展
10．近代小売業の形成と発展(４)：小林一三の経営戦略と
その影響
11．戦時体制下における流通と消費
12．戦後復興期における流通と消費
13．第2次大戦後における地方の商業・流通発展(1)：福
岡・博多を中心として
14．第2次大戦後における地方の商業・流通発展(2)：福
岡・博多を中心として
15．まとめ：全15回のまとめと復習など

　なお、上記の内容は進捗状況に応じて順序を変更するこ
ともあります。



2019-4010000609-02近代日本商業史「（二部）」

草野　真樹

◎商学:A-2,A-3

1.商学に関する歴史的な知識を用いて、近代日本の企業、産業、地域が置かれ
てきた経済社会状況を説明することができる。　(A-2)

2.商学に関する歴史的な知識を用いて、近代日本の企業、産業、地域が取り組
んできた課題が何であったかについて説明することができる。　(A-3)

3.商学に関する歴史的な知識を用いて、近代日本の企業、産業、地域が発展し
てきた基本的な道筋（方向）について説明することができる。　(A-3)

4.上記の到達目標をふまえ、これからの日本企業、産業、地域の発展に上記の
歴史的な知識が用いられるべきであることを理解できる。　(A-2)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-4010000193-03金融入門「（二部）」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・二部２時限　　試験時間割：2020/01/23　夜２限　　

永田　裕司

◎－－－　概要　－－－◎

　われわれが生活している市場経済の基本は、生産、流通、消
費などの実物取引ですが、そこでは必ず貨幣の交換が行われて
おり、貨幣や金融取引がなければ経済システムはこれほど高度
に発展することはできなかったでしょう。市場経済を人間の体
にたとえると、貨幣はいわば血液にあたりますが、銀行をはじ
めとする金融機関は血液を絶えず送り出す心臓の役割を果たし
ているといえます。従って、金融は経済の他のすべての要素と
関係しており、とりわけ景気、物価、為替相場などのマクロ的
な経済現象は、金融の知識がなければ理解できないといっても
過言ではありません。
　経済の成熟化や人口の高齢化が進んでいるわが国では、実物
経済よりも金融経済の方が急速に拡大しており、新しい金融取
引や金融商品が次々と生まれています。さらに、たとえばゼロ
金利政策やサブプライム金融危機などのように、金融に関する
情報が日々メディアにあふれ、しかも経済への影響はますます
高まっています。従って、将来専門的な金融の仕事につかない
人にとっても、金融に関する基礎知識やリスク感覚を身につけ
ることがますます重要になっています。
　この講義では、経済全体の中で金融はどのような役割を果た
しているのか、金融はマクロ的な経済現象にどのような影響を
与えるのか、金融投資を行う場合のリスクとリターンの関係な
どについて勉強します。また、銀行をはじめとする金融機関が
具体的にどのような機能を果たしているのか、あるいは金融機
関と企業や家計との関係や金融政策の仕組みと役割などについ
ても学習していく予定です。

◎－－－　到達目標　－－－◎

金融に関する基礎的な知識を習得できる。(知識・理解)

地域経済の衰退に対して銀行が取り組むべき課題を把握でき
る。(知識・理解)

地域発展のために銀行に可能なアイデアや企画を具体的に立案
できる。(知識・理解)

経営や経済全般の理解のために金融に関する知識を実践的に応
用するようになる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　テキストに従って予習しておくと同時に、講義の中で重要な
用語や概念について指摘するので、それについて事後的な学習
をすること。 事前の予習と事後学習ともに１時間程度は必要で
ある。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　原則として、定期試験で評価する。また評価基準としては、
金融の基本的な概念や仕組み、経済全体の中で果たす機能、企
業や家計との関係などについての理解度および時事的な関心度
を重視する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

平田潤　『プレステップ金融学』 弘文堂　
ISBN978-4-335-00073-7

◎－－－　参考書　－－－◎

(1)草間俊介ほか『東大で教えたマネー学』文春文庫 　
ISBN 4167746025
(2)池尾和人『現代の金融入門』ちくま新書
ISBN 4480065292
　その他参考文献は講義の中で随時紹介していく。講義を
単に聴くだけでなく、日本経済新聞をはじめとする新聞や
雑誌なども積極的に読むようにしてほしい。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　理解ができなくなるので、私語や大幅な遅刻は慎むこ
と。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１　激動する金融の世界
　２　経済システムと金融の役割
　３　金融の基本的な働き
　４　金融仲介と金融システム
　５　重要なリスクマネジメント
　６　銀行の機能と役割
　７　証券市場とノンバンク
　８　預貯金と債券
　９　株式と外貨資産
１０　ファンド型金融商品
１１　資金調達と資本コスト
１２　企業金融と銀行の役割
１３　金融政策の仕組みと役割
１４　世界金融危機の行方
１５　まとめ



2019-4010000193-03金融入門「（二部）」

永田　裕司

◎商学:A-1

1.金融に関する基礎的な知識を習得できる。　(A-1)

2.地域経済の衰退に対して銀行が取り組むべき課題を把握できる。　(A-1)

3.地域発展のために銀行に可能なアイデアや企画を具体的に立案できる。　
(A-1)

4.経営や経済全般の理解のために金融に関する知識を実践的に応用するように
なる。　(A-1)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-4010000605-02金融論「（二部）」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・二部２時限　　試験時間割：2020/01/23　夜２限　　

中塚　晴雄

◎－－－　概要　－－－◎

　2019年度はマネー（お金）をめぐるわが国の経済は、非常に大きな変化が予想
されています。それは、消費税10％の引上げ実施が予定されているからです。
日々の銀行や証券や市場や企業の活動は、世界唯一の超大国であるアメリカの経
済政策と無縁ではありえません。この予測される大津波といってもよいわが国の
景気に与える影響が、どのような経路をとって波及するのか、いままで以上によ
りはっきりとマネー（お金）に関する全般的な制度、個々のシステム、夫々の枠
組み（スキーム）、市場（マーケット）、理論（セオリー）への理解が一人ひと
りにとって切実に必要な課題となるでしょう。
　金融論では、最初にわが国の景気について学んだ後に、企業の「設備投資」を
軸に銀行と証券を二つの柱にして講義を進めます。基礎的な事項を中心に講義し
ますが、本講義では大学の授業ですので専門用語の理解だけでなく、専門用語の
示す制度と理論がどのような背景でうまれ、どのような役割（機能）を果たし、
どのような効果を上げているのか（あるいは上げていないのか）、金融入門で学
んだ事柄がいまの日本の現実にどのように適合するのか（あるいはしないのか）
を丁寧に講義する予定です。本講義を受講することで、金融論の基本的考え方と
わが国を取り巻く新しいダイナミクス（大きな変化）を学ぶことができます。
　講義は、テキストの解説だけではありません。テキストの背景や考え方、さら
にわが国の経済情勢は消費税10％引上げ実施で大きな変化が予想されます。その
経済情勢の変化を踏まえて、「なぜ？」わが国の経済がこのようになるのか、原
因と結果という論理力（これを因果律といいます）を学ぶことが大切です。ま
た、ケーススタディ（事例研究）として、金融論で学んだ現実には目に見えない
経済理論や金融制度がどのように現実の社会と経済の背後に隠れているのか、視
聴覚教材を通して明らかにします。講義では、「なぜ？」を提示しながら、冷静
かつ豊富な論理力のバックボーンがあって、わが国のマネー（お金）を基礎とす
る日々日常の経済景気が、はじめて理解できることを皆さんが実感できるよう
に、授業を進めたいと思います。担当教員は、政府系金融機関で実務経験があり
ます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

日本の経済（景気）がおかれている現状について説明することができる。(知
識・理解)

銀行の業務と機能について説明することができる(知識・理解)

銀行と企業の関係について資金の使い道から説明できる。(知識・理解)

不良債権処理について説明することができる(知識・理解)

株式の性格（性質）について説明することができる。(知識・理解)

株式の性格について派生する権利とともに説明することができる。(知識・理解)

株式会社を設立することについて説明することができる。(知識・理解)

証券会社の業務と機能について説明することができる。(知識・理解)

株式の売買と株価について説明することができる。(知識・理解)

企業の合併買収について説明することができる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　指定したテキストを授業計画に示してある各回の当該章を事前に読んでおくこ
と、およびわかったところとわからないことを確認すること（90分）
　毎回授業の冒頭に前回の授業について再度理解を深めるために確認するので、
教員が授業で記した板書（黒板）のノートと必要に基づいて講師が授業で説明を
授業中メモも加えて、教員が授業で示したテキスト本文箇所を照らし合わせ（受
講生が各々理解した内容を板書（黒板）ノートに文章で補充することを通じて、
よく復習すること。（90分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験（90％）：金融の理論と制度に関する専門用語の定着についての到達
度と専門的な内容の理解の程度の到達度および専門的知識と内容を踏まえて授業
で触れた範囲での経済の動きへの応用力の到達度を主にチェックします。ミニッ
ツペーパーや受講姿勢に基づく平常点（10％）

※　参考までに昨年の定期試験は,主に,空欄補充（各５点×10＝50点）と記述式
（50点）で実施しています。ただし、これは参考例に過ぎず、当該年度の試験形
式を保証するものではないことはご留意ください。

◎－－－　テキスト　－－－◎

中塚晴雄　『金融論－初心者にもわかるやさしい金融論－
改訂版』税務経理協会、2011年改訂第三版、
ISBN4-419-04738-0

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　静粛な授業環境の維持に協力してください。私語や遅刻
は注意されます。度重なる私語や極端な遅刻や居眠りは、
他の受講生の受講を妨げる行為です。また度重なる私語や
極端な遅刻や居眠りをしていては該当受講生の学習成果は
あがりません。金融論は毎回の授業を前提にした学問です
から、他の受講生の学習到達度の妨げになるだけでなく、
私語や遅刻の受講生自身の学習到達度が非常に困難になる
ので決して度重なる私語や極端な遅刻でください。
　本講義は撮影禁止です。撮影に伴うシャッタ―音や撮影
姿勢は周囲の受講生の学習を妨げる行為になります。板書
をノート可能な範囲で急がず授業をしているので決して撮
影をしないでください。
　金融論受講ののちは応用科目の金融政策論の受講を勧め
ます。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回　ガイダンス　
第2回　わが国の景気とグローバリゼーション（テキスト
第1章①②）
第3回　銀行の二大業務（テキスト第2章①②）
第4回　銀行の収益（テキスト第2章③
第5回　運転資金と設備資金（テキスト第3章）
第6回　不動産担保融資（テキスト第4章）
第7回　映像資料「中小企業の新規開発と銀行融資」
第8回　信用創造（テキスト第6章）
第9回　債権譲渡とバルクセール（テキスト第４章①と補
充）
第10回　株式入門（テキスト第8章）
第11回　起業とアンダーライティング業務（テキスト第9
章）
第12回　株式投資とブローカー業務（テキスト第10章）
第13回　債券入門とDCF法（テキスト第８章）
第14回　株式市場の価格決定理論（テキスト第11章と第12
章）
第15回　企業の合併・買収と企業価値（テキスト第8章と
第22章と補充）

※　2019年度の経済情勢に応じて講義の内容と順番に、経
済現象を対象とする金融論Aの性質上、若干の変更の可能
性があることを、予めご了承下さい。



2019-4010000605-02金融論「（二部）」

中塚　晴雄

◎商学:A-2,A-3

1.日本の経済（景気）がおかれている現状について説明することができる。　
(A-3)

2.銀行の業務と機能について説明することができる　(A-2)

3.銀行と企業の関係について資金の使い道から説明できる。　(A-2)

4.不良債権処理について説明することができる　(A-3)

5.株式の性格（性質）について説明することができる。　(A-2)

6.株式の性格について派生する権利とともに説明することができる。　(A-2)

7.株式会社を設立することについて説明することができる。　(A-2)

8.証券会社の業務と機能について説明することができる。　(A-2)

9.株式の売買と株価について説明することができる。　(A-2)

10.企業の合併買収について説明することができる。　(A-2)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-4010000397-02金融論Ａ「（二部）」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・二部２時限　　試験時間割：2020/01/23　夜２限　　

中塚　晴雄

◎－－－　概要　－－－◎

　2019年度はマネー（お金）をめぐるわが国の経済は、非常に大きな変化が予想され
ています。それは、消費税10％の引上げ実施が予定されているからです。日々の銀行
や証券や市場や企業の活動は、世界唯一の超大国であるアメリカの経済政策と無縁で
はありえません。この予測される大津波といってもよいわが国の景気に与える影響
が、どのような経路をとって波及するのか、いままで以上によりはっきりとマ
ネー（お金）に関する全般的な制度、個々のシステム、夫々の枠組み（スキーム）、
市場（マーケット）、理論（セオリー）への理解が一人ひとりにとって切実に必要な
課題となるでしょう。
　金融論では、最初にわが国の景気について学んだ後に、企業の「設備投資」を軸に
銀行と証券を二つの柱にして講義を進めます。基礎的な事項を中心に講義しますが、
本講義では大学の授業ですので専門用語の理解だけでなく、専門用語の示す制度と理
論がどのような背景でうまれ、どのような役割（機能）を果たし、どのような効果を
上げているのか（あるいは上げていないのか）、金融入門で学んだ事柄がいまの日本
の現実にどのように適合するのか（あるいはしないのか）を丁寧に講義する予定で
す。本講義を受講することで、金融論の基本的考え方とわが国を取り巻く新しいダイ
ナミクス（大きな変化）を学ぶことができます。
　講義は、テキストの解説だけではありません。テキストの背景や考え方、さらにわ
が国の経済情勢は消費税10％引上げ実施で大きな変化が予想されます。その経済情勢
の変化を踏まえて、「なぜ？」わが国の経済がこのようになるのか、原因と結果とい
う論理力（これを因果律といいます）を学ぶことが大切です。また、ケーススタ
ディ（事例研究）として、金融論で学んだ現実には目に見えない経済理論や金融制度
がどのように現実の社会と経済の背後に隠れているのか、視聴覚教材を通して明らか
にします。講義では、「なぜ？」を提示しながら、冷静かつ豊富な論理力のバック
ボーンがあって、わが国のマネー（お金）を基礎とする日々日常の経済景気が、はじ
めて理解できることを皆さんが実感できるように、授業を進めたいと思います。担当
教員は、政府系金融機関で実務経験があります。

◎－－－　到達目標　－－－◎

日本の経済（景気）がおかれている現状について説明することができる。(知識・理解)

銀行の業務と機能について説明することができる。(知識・理解)

銀行と企業の関係について資金の使い道から説明できる。(知識・理解)

不良債権処理について説明することができる。(知識・理解)

株式の性格（性質）について説明することができる。(知識・理解)

株式の性格について派生する権利とともに説明することができる。(知識・理解)

株式の性格について派生する権利とともに説明することができる。(知識・理解)

証券会社の業務と機能について説明することができる。(知識・理解)

株式の売買と株価について説明することができる。(知識・理解)

株式の売買と株価について説明することができる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　指定したテキストを授業計画に示してある各回の当該章を事前に読んでおくこと、
およびわかったところとわからないことを確認すること。（90分）
　毎回授業の冒頭に前回の授業について再度理解を深めるために確認するので、教員
が授業で記した板書（黒板）のノートと必要に基づいて講師が授業で説明を授業中メ
モも加えて、教員が授業で示したテキスト本文箇所を照らし合わせ（受講生が各々理
解した内容を板書（黒板）ノートに文章で補充することを通じて、よく復習するこ
と。（90分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験（90％）
　日本の経済（景気）がおかれている現状について説明することができるかを基準と
します。銀行の業務と機能について説明することができるかを基準とします。銀行と
企業の関係について資金の使い道から説明できるかを基準とします。不良債権の処理
について説明できるかを基準とします。株式の性格（性質）について説明することが
できるかを基準とします。株式の性格について派生する権利とともに説明することが
できるかを基準とします。株式会社の設立について説明できるかを基準とします。証
券会社の業務と機能について説明できるかを基準とします。株式の売買について説明
できるかを基準とします。 株価がどのような要因で変動するのかを理論を用いて説明
できるかを基準とします。会社の合併買収について説明できるかを基準とします。
平常点（10％）
　ミニッツペーパーや受講姿勢に基づく平常点（２回：10％）
※　参考までに過去10年間の定期試験は、主に、空欄補充（問１と問２：各５点×10
＝50点）と記述式（50点）で実施しています。ただし、これは参考例に過ぎず、当該
年度の試験形式を保証するものではないことはご留意ください。

◎－－－　テキスト　－－－◎

中塚晴雄　『金融論－初心者にもわかるやさしい金融論－
改訂版』（税務経理協会）2011年改訂第三版、
ISBN4-419-04738-0

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　静粛な授業環境の維持に協力してください。私語や遅刻
は注意されます。度重なる私語や極端な遅刻や居眠りは、
他の受講生の受講を妨げる行為です。また度重なる私語や
極端な遅刻や居眠りをしていては該当受講生の学習成果は
あがりません。金融論Ａは毎回の授業を前提にした学問で
すから、他の受講生の学習到達度の妨げになるだけでな
く、私語や遅刻の受講生自身の学習到達度が非常に困難に
なるので決して度重なる私語や極端な遅刻でください。
　本講義は撮影禁止です。撮影に伴うシャッタ―音や撮影
姿勢は周囲の受講生の学習を妨げる行為になります。板書
をノート可能な範囲で急がず授業をしているので決して撮
影をしないでください。
　金融論Ａ受講ののちは応用科目金融論Ｂの受講を勧めま
す。
　

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回　ガイダンス　
第2回　わが国の景気とグローバリゼーション（テキスト
第1章①②）
第3回　銀行の二大業務（テキスト第2章①②）
第4回　銀行の収益（テキスト第2章③
第5回　運転資金と設備資金（テキスト第3章）
第6回　不動産担保融資（テキスト第4章）
第7回　映像資料「中小企業の新規開発と銀行融資」
第8回　信用創造（テキスト第6章）
第9回　債権譲渡とバルクセール（テキスト第４章①と補
充）
第10回　株式入門（テキスト第8章）
第11回　起業とアンダーライティング業務（テキスト第9
章）
第12回　株式投資とブローカー業務（テキスト第10章）
第13回　債券入門とDCF法（テキスト第８章）
第14回　株式市場の価格決定理論（テキスト第11章と第12
章）
第15回　企業の合併・買収と企業価値（テキスト第8章と
第22章と補充）

※　2019年度の経済情勢に応じて講義の内容と順番に、経
済現象を対象とする金融論Aの性質上、若干の変更の可能
性があることを、予めご了承下さい。



2019-4010000397-02金融論Ａ「（二部）」

中塚　晴雄

◎商学

1.日本の経済（景気）がおかれている現状について説明することができる。　
(A-2)

2.銀行の業務と機能について説明することができる。　(A-1)

3.銀行と企業の関係について資金の使い道から説明できる。　(A-1)

4.不良債権処理について説明することができる。　(A-4)

5.株式の性格（性質）について説明することができる。　(A-1)

6.株式の性格について派生する権利とともに説明することができる。　(A-1)

7.株式の性格について派生する権利とともに説明することができる。　(A-1)

8.証券会社の業務と機能について説明することができる。　(A-1)

9.株式の売買と株価について説明することができる。　(A-1)

10.株式の売買と株価について説明することができる。　(A-3)

◎　商学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が置かれている経済社会状況（内外の環境与件）を説明するこ
とができる。
A-3　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が取り組むべき課題が何であるかについて説明することができ
る。
A-4　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が発展する方向について説明することができる。
A-5　商学は実学であり、多種多様な知識、見識とともに商学に関する理
論的・歴史的・実践的な知識が用いられるべきであることを理解してい
る。(2018年度)
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　先入観にとらわれずに、企業、産業、地域が取り組むべき課題を発
見することができる。
B-2　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、商学に関
する理論的・歴史的・実践的な知識を応用したプロジェクトを企画、立
案することができる。
B-3　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、他者と連
携したチーム活動においてリーダーシップを発揮することができる。
B-4　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、情報技術
等を用いて国内外の事例を収集し、課題解決に必要な知見を抽出するこ
とができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　社会の一員として、地域や社会の発展に商学的な見地から貢献する
姿勢をもっている。
C-2　社会の一員として、地域や社会の発展に貢献するために、自ら成長
し、商学的な知識や多種多様な知識、見識を学び続けることができる。
C-3　地域や社会の発展に向けて、主体的、協調的に他者を巻き込む行動
をとることができる。



2019-4010000327-02銀行論「（二部）」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・二部２時限　　試験時間割：2019/07/25　夜２限　　

永田　裕司

◎－－－　概要　－－－◎

　われわれが生活している市場経済の基本は、生産、流通、消
費などの実物取引ですが、そこでは必ず貨幣の交換が行われて
おり、貨幣や金融取引がなければ経済システムはこれほど高度
に発展することはできなかったでしょう。市場経済を人間の体
にたとえると、貨幣はいわば血液にあたりますが、銀行は血液
を絶えず送りだす心臓の役割を果たしているといえます。従っ
て、銀行は経済の他のすべての要素と関係しており、とりわけ
景気、物価、株価、為替相場などのマクロ的な経済現象は、銀
行の知識がなければ理解できないといっても過言ではありませ
ん。
　この講義では、貨幣がどのようにして供給され景気や物価に
どのように影響するのか、取引の決済はどのようにして行われ
るのか、銀行はどのようなメカニズムで資金を余った部門から
足りない部門に供給しているのかなどを勉強します。また、銀
行は具体的にどのような機能を果たしているのか、あるいは金
融市場や金融政策との関連についても学習します。さらに、銀
行を取り巻く環境は激変しており、銀行は新しい収益機会を求
めて証券業務や国際業務に積極的に進出しており、銀行のイ
メージは急速に変わりつつあります。そこで、不良債権問題、
ペイオフ解禁、リスク管理などの最近の銀行をめぐる具体的な
問題についても学習していく予定です。

◎－－－　到達目標　－－－◎

銀行に関する基本的な知識や概念を身につける。(知識・理解)

銀行が日本経済や地域の発展に貢献する役割について考察でき
る。(知識・理解)

地域振興のために銀行ができる具体的な業務プロジェクトを構
想できる。(知識・理解)

社会人として成長するために必要な金融リテラシーを身につけ
る。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　事前の予習もある程度必要であるが、事後学習については、
講義の最後に重要語句や練習問題を提示するので、それについ
て十分な復習をしておくこと。事前の予習と事後学習ともに１
時間程度は必要である。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　原則として、定期試験で評価する。また評価基準としては、
経済生活における銀行の役割や重要性、景気や物価などのマク
ロ的経済現象との関連および急速に変化しつつある銀行のイ
メージなどについての理解度を重視する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　最新データを重視するので、必要に応じてプリントを配
布します。

◎－－－　参考書　－－－◎

池尾和人『銀行はなぜ変われないのか』　東洋経済新報社
ISBN4120033880
高田創・柴崎健『銀行の戦略転換』　東洋経済新報社
ISBN4492653376
鈴木芳徳編著『金融論―理論・歴史・政策』　ミネルヴァ
書房ISBN4623024962
　その他参考文献は講義の中で随時紹介していく。講義を
単に聴くだけでなく、日本経済新聞をはじめとする新聞や
雑誌なども積極的に読むようにしてほしい。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　理解ができなくなるので、私語および理由のない大幅な
遅刻は慎むこと。

※登録については、『学修ガイド』の「登録制限科目につ
いて」を参照してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　激変する銀行の世界
２　銀行論の対象と課題
　経済生活と銀行の役割、不良債権とビッグバン
３　通貨供給と金融資産
　貨幣の価値と機能、金融資産と金融負債
４　マネーフローと銀行の役割
　金融取引とリスク、取引コスト、リスク負担
５　わが国の銀行システム
　基本的特徴、金融規制と慣行、メインバンク制
６　商業銀行の業務と機能
　預金業務、貸出業務、為替業務
７　銀行制度と決済システム
　手形交換所、日銀ネット、決済リスク
８　銀行の信用創造機能
　ハイパワード・マネー、本源的預金と派生的預金
９　中央銀行の組織と機能
　日本銀行の目的と機能、デフレとゼロ金利政策
10　銀行業務の変容
　金融ビッグバン、IT革命と銀行サービス
11　銀行の収益性と経営
　バランスシート、利鞘、フィービジネス
12　銀行の健全性とリスク管理
　銀行リスク、自己資本比率、預金保険制度
13　金融規制と銀行の公共性
　預金者保護、日銀特融、信用秩序の維持
14　銀行の将来像
15　まとめ



2019-4010000327-02銀行論「（二部）」

永田　裕司

◎商学:A-2,A-3

1.銀行に関する基本的な知識や概念を身につける。　(A-2)

2.銀行が日本経済や地域の発展に貢献する役割について考察できる。　(A-3)

3.地域振興のために銀行ができる具体的な業務プロジェクトを構想できる。　
(A-3)

4.社会人として成長するために必要な金融リテラシーを身につける。　(A-3)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-4010000382-03経営学総論「（二部）」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・二部１時限　　試験時間割：2019/07/26　夜１限　　

菊池　英貴

◎－－－　概要　－－－◎

　現代社会には、企業をはじめとして、大学、政府、都市など
の組織体があり、それぞれの活動は人々の価値、欲求などを実
現させる重要な役割を演じている。
　しかし、これらの組織体は必ずしも永続的とはいえず、多く
の組織体が失敗し、崩壊したことも事実である。なかでも企業
のこうした研究を進めていくことから、様々な経営理論が発展
してきた。
　経営学の研究対象となっている現代企業は、規模を拡大さ
せ、経営管理活動もますます複雑になっている。特に近年、企
業を取り巻く環境は大きく変化し、取り組むべき問題も複雑に
なってきた。情報化社会の到来やグローバル化の進展である。
そこで、経営の国際化・グローバル化、日本的生産システム、
日本的経営、企業の知識体系、ネットワーク経営、企業文化に
ついて、様々な日本企業の事例をあげながら、経営の理論につ
いて解説する。
　まず、現代企業が国際化・グローバル化する中で、どのよう
な組織形態をとってきたか説明する。また、そうした状況が進
展するなか、日本的経営・日本的生産システムとよばれるもの
の特徴について解説する。さらに、現代企業経営において、注
目をあびてきた「知識創造」について、企業のケースをあげて
いく予定である。参考書にないケースや経営数値についても追
加して説明する。
　本講義の目的は、企業の活動をより深いレベルで考察、理解
するための力を養成することである。そのためには、講義を聴
くだけでなく新聞やニュースなどに常に関心を持つようにする
ことが重要である。

◎－－－　到達目標　－－－◎

経営の国際化が進展する要因について説明することができる
(知識・理解)

日本的経営や日本的生産システムについて理解し、それらの変
遷や問題点について説明することができる(知識・理解)

企業の知識を活かすネットワーク経営、企業カルチャーの意義
について説明することができる(知識・理解)

企業成長の要因として、組織構成員の知識が重要であることを
理解できる(知識・理解)

企業が成功した要素として企業内外の情報活用があることを理
解できる(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　講義で対象とした企業や業界のことを参考図書や企業のホー
ムページなどで調べること。そうした企業の有価証券報告書や
年次報告書によって、最近の経営状態を調べること（30分）。
各回の講義内容をまとめる（30分）。また、講義内で理解を深
めるための関連図書を紹介します。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　原則として定期試験で評価(100%)。講義で使用したケースの
背景や用語を理解し説明できること。それらのケースを経営学
の理論を使い説明できることを評価の基準とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

とくに指定しない。

◎－－－　参考書　－－－◎

東北大学経営学グループ著『ケースに学ぶ経営学』有斐
閣、2008、（有斐閣ブックス）　ISBN 978-4-641-18358-2

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　講義にはよく出席し、内容を理解すること。ミニッツ
ペーパーに書くことを意識しながら、講義を受けること。
ミニッツペーパーを書くことで、講義の内容を復習するこ
とを意識すること。
　

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１　経営学の対象と講義の狙い
　２　経営の国際化
　３　経営の国際化と組織
　４　「日本的経営」の特徴
　５　日本的経営の批判と有用性
　６　経営管理の科学化
　７　日本的生産システム①
　８　日本的生産システム②
　９　企業の知識体系
１０　知識創造経営の特徴
１１　ネットワーク経営と組織
１２　ネットワーク経営による知識創造
１３　企業のカルチャーとは
１４　企業のカルチャーを変える
１５　まとめ



2019-4010000382-03経営学総論「（二部）」

菊池　英貴

◎商学:A-1,A-2,A-3

1.経営の国際化が進展する要因について説明することができる　(A-2)

2.日本的経営や日本的生産システムについて理解し、それらの変遷や問題点に
ついて説明することができる　(A-3)

3.企業の知識を活かすネットワーク経営、企業カルチャーの意義について説明
することができる　(A-2)

4.企業成長の要因として、組織構成員の知識が重要であることを理解できる　
(A-1)

5.企業が成功した要素として企業内外の情報活用があることを理解できる　
(A-1)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-4010000381-03経営入門「（二部）」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・二部１時限　　試験時間割：2020/01/21　夜１限　　

森田　泰暢

◎－－－　概要　－－－◎

経営学を学ぶにあたって、そもそも経営や企業活動とはどのよ
うなものかについて知っておくことは重要である。アルバイト
などで学生にとっても身近な「販売」もひとつの機能ではある
が、その他に「人事」「広報」「経営企画」「マーケティン
グ」「財務」「生産」「開発」など、様々な機能を企業は有し
ている。また、「企画」「開発」「生産」「販売」という活動
の流れも存在する。本講義では、企業における活動の流れや各
種機能および機能間の関係性や企業を取り巻く環境変化につい
て理解し、経営学理論との接点について触れることを目的とす
る。企業においてキャリアカウンセラーとして様々な職種の
方々にインタビューを行った経験を活かし、経営における各機
能について講義を行う。また企業の経営者や人事担当者にも登
壇を依頼しており、経営実務において各機能がどのように連動
し意思決定に結びつけているのかについて学ぶ機会も設けてい
る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

経営と経営学理論との接点を意識することができる(知識・理
解)

企業の経営活動を説明できる(知識・理解)

企業を取り巻く環境の変化について具体的な説明ができる(知
識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

講義に関連した資料を配布するので、目を通して復習すること
（45分）
講義内容に関連するニュースを調べ目を通しておくこと（45
分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

レポート40％（20％を2回）と期末試験60％で評価をします。
レポートではビジネスにおける各種機能間の関係性を図で示せ
ているかどうか（20％）、企業が置かれている環境変化につい
て分析できているかどうか（20％）、期末試験では各種用語や
理論との関連性について理解できているかどうか（60％）、に
ついて問います。

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは指定しません。 講義はレジュメをもとに進め
ます。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

レポートの様式および提出期限など、講義内で教員から出
される指示等については厳守をしてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

● 授業計画
第1回　  イントロダクション
第2回　  研究開発
第3回　  マーケティング
第4回　  設計・開発・デザイン
第5回　  生産活動
第6回　  営業活動
第7回　  プロセスの振り返り1（経営者の講演）
第8回　  経営企画
第9回　  経理と財務
第10回　広報と販売促進
第11回　人事と総務
第12回　情報システム
第13回　プロセスの振り返り2（人事担当者の講演）
第14回　近年の特徴的な職種や仕事
第15回　講義のまとめ



2019-4010000381-03経営入門「（二部）」

森田　泰暢

◎商学:A-1,A-2,A-3

1.経営と経営学理論との接点を意識することができる　(A-1)

2.企業の経営活動を説明できる　(A-2)

3.企業を取り巻く環境の変化について具体的な説明ができる　(A-3)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-4010000396-02広告コミュニケーション「（二部）」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・二部１時限　　試験時間割：2020/01/21　夜１限　　

梅本　春夫

◎－－－　概要　－－－◎

　　本講座は、大手広告代理店での実務経験とＭＢＡ大学院で
の教授経験を基に、広告コミュニケーションにおける背景理論
と実際のケースを織り交ぜながら、広告企業がもつ課題とメ
ディアの状況、コミュニケーションによる解決策などに対する
の理解を深めていく。 　

 　具体的には、広告コミュニケーションの黎明期から、マスメ
ディアの発達、コピーライターの誕生、ラジオ、テレビの登
場、広告効果への視点、などへと続き、企業がおこなうコミュ
ニケーション活動における今日的課題としては、クロスメディ
アを含めた統合的マーケティング・コミュニケーション戦略と
ブランド戦略があげられる。商品の名前である「ブランド」を
企業資産としてとらえ直し、これを戦略的に構築するために企
業はどのようなコミュニケーション活動をおこなうのか。
　本講座では、ブランド構築に大きな役割を果たす広告と広告
会社のビジネスの具体的ケースを通じて、どのようにコミュニ
ケーション戦略が企画、策定されていくのかを理論、実践面の
双方から検討する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

日常接触する広告を通じて、企業が行うマーケティング活動と
その背景、狙いに関心を向けるようになる。 (知識・理解)

マーケティングミックスにおけるプロモーションの発展、変遷
を理解して、今後のメディアとコミュニケーションの方向に関
心を向けるようになる。(知識・理解)

広告会社の業務内容から、広告ビジネスの現状と課題について
理解できるようになる。(知識・理解)

企業が社会、消費者に向けて発信するメッセージの意図や意味
について、関心を向けるようになる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　授業当初は印刷資料を配付するが、「４.コミュニケーション
はマーケティングの下位概念か？」以降は、講義資料を資料を
アップロードするので、事前に印刷して内容の確認をしておく
こと。このための参考資料としては。広告論については参考書
『よくわかる現代マーケティング（９章）』『マーケティン
グ・コミュニケーションと広告』、ブランド論については『よ
くわかる現代マーケティング（４章、５章）』『日本型ブラン
ド優位戦略』が参考となる。予習、復習の目安として１回の授
業に対して９０分程度の予復習が望ましい。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　単なる理論だけでなく、現場で起こっているケースなど、授
業において解説した広告コミュニケーションやマーケティン
グ・コミュニケーションに関して知っておくべきポイントにつ
いて理解できているかを成績評価の基準とする。
　その成績評価については、定期試験（筆記試験）の成績で評
価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

授業は、大手広告代理店の実例を交えた解説とプリントの
配布によって進めるが、授業の背景確認や体系的議論を確
認したい場合には、参考書『マーケティング・コミュニ
ケーションと広告』と『日本型ブランド優位戦略』を参照
ください。また、授業の一部は『よくわかる現代マーケ
ティング』４章９章に紹介されています。

◎－－－　参考書　－－－◎

『マーケティング・コミュニケーションと広告』　ISBN
978-4-8429-1671-2
『日本型ブランド優位戦略』　ISBN 4-478-50175-0
『よくわかる現代マーケティング』　ISBN
978-4-623-07975-9

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　マーケティングに関する知識があると授業内容を理解し
やすいが、本講座でも、マーケティングに関する基礎的内
容は説明するので、マーケティング知識のない者も受講可
能である。

◎－－－　授業計画　－－－◎

広告ビジネスの現状とマーケティング・コミュニケーショ
ンの課題
１．広告代理店の構造と実態
２．広告黎明期と広告ビジネスの誕生
３．マーケティングの登場と広告ビジネス
４．コミュニケーションはマーケティングの下位概念か？
５．広告表現のガラパゴス化
６．広告とコンシューマ・インサイト
７．広告と景気の関係
８．新聞広告で知る広告効率の視点
９．広告のコスト視点とテレビ広告
10．変動するメディアとマス広告
11．クロスメディアとは何か。
12．インターネット広告の登場とクロスメディア
13．消費者に向けられていない広告の現状
14．コミュニケーション理論と広告効果
15．新しい広告コミュニケーションの方向



2019-4010000396-02広告コミュニケーション「（二部）」

梅本　春夫

◎商学:A-2,A-3

1.日常接触する広告を通じて、企業が行うマーケティング活動とその背景、狙
いに関心を向けるようになる。 　(A-2)

2.マーケティングミックスにおけるプロモーションの発展、変遷を理解して、
今後のメディアとコミュニケーションの方向に関心を向けるようになる。　
(A-3)

3.広告会社の業務内容から、広告ビジネスの現状と課題について理解できるよ
うになる。　(A-3)

4.企業が社会、消費者に向けて発信するメッセージの意図や意味について、関
心を向けるようになる。　(A-2)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-4010000341-02交通政策「（二部）」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・二部２時限　　試験時間割：2020/01/20　夜２限　　

陶　怡敏

◎－－－　概要　－－－◎

　近頃、生活の豊かさを実感できないのは個人消費の充実と社会的消費
のアンバランスのためだと指摘されているが、その典型は都市における
交通渋滞、通勤難、環境汚染、高地価および内外価格差が生活の豊かさ
を奪っているということでしょう。そして、経済のグローバル化・ボー
ダレス化に伴い、企業の最適立地は国際的視野で見直されているので、
道路・鉄道および情報インフラなどの社会資本整備状況は一国の経済力
を含めた総合国際競争力を左右する重要な要素となってきています。さ
らに、グローバル・ネットワーク競争の時代を迎えて、戦略的提携・ロ
ジスティクス戦略はいや応なく、競争優位を目指す企業に迫られていま
す。多国籍企業だけでなく、中小企業も国際的競合ネットワーク分業の
波にさらされています。とりわけオープン電子ネットワークに基づく取
引コスト、ロジスティクス・コストの削減は、多国籍企業の重要な戦略
目標となっています。
　本講義では、さまざまな交通・物流・情報におけるスペースの不足・
高コスト現象に最新の経済・経営理論の光をあてて分析し、交通・物
流・情報ネットワーク問題の改善を示唆する考え方を一緒に模索してみ
たい。
　授業の進め方としては、まず交通に関する商学の基礎知識を修得し、
交通政策について実践的な観点から講義とケーススタディにより学習し
ます。　

◎－－－　到達目標　－－－◎

交通政策の専門用語や考え方を身につけ、経済社会において大きな役割
を果たす交通政策に対する関心を深めることができる。(態度・志向性)

交通政策に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、交通産業お
よび地域経済が置かれている経済社会状況を説明することができる。(知
識・理解)

交通政策に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、交通産業お
よび地域経済が取り組むべき課題が何であるかについて説明することが
できる。(知識・理解)

交通政策に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、交通産業お
よび地域経済が発展する方向について説明することができる。(知識・理
解)

企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、交通政策に関
する理論的・歴史的・実践的な知識を応用した交通問題の解決策を提案
することができる。(技能)

企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、交通政策の考
え方を用いて国内外の事例・データを収集し、課題解決に必要な知見を
抽出することができる。(技能)

社会の一員として、地域や社会の発展に貢献するために、自ら成長し、
交通政策のあり方や多種多様な知識、見識を学び続けることができる。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　本講義の慣例に従って、予習と復習を確実に行ってもらうために毎回
の授業に関連する予習・復習課題(所要時間：約2時間)の提出をお願いし
ます。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

①評価基準
交通政策の概念と課題を正確に理解し、交通政策の在り方について自分
の言葉で説明できているかを評価基準とする。
②評価方法
最終成績は定期試験(期末評価)、中間試験(中間評価)および提出課題(平
常評価)などにより評価する。
③割合
定期試験(60%)、中間試験・提出課題(40%)を目安として総合的に評価す
る。

◎－－－　テキスト　－－－◎

各講義を始める前に講義資料を配付します。なお、講義資
料を作成するにあたっての参考文献は、下記の参考書項目
に記載されている文献になります。

◎－－－　参考書　－－－◎

藤井弥太郎・中条潮編『現代交通政策』東京大学出版会。
ISBN-13: 978-4130720076。
衛藤卓也監修『交通政策入門』同文舘出版。
ISBN-13:978-4495440411。
土井正幸・坂下　昇『交通経済学』東洋経済新報社。
ISBN-13: 978-4492313169。
山内弘隆・竹内健蔵『交通経済学』有斐閣。ISBN-13:
978-4641120501。
金本良嗣・山内弘隆編『交通』ＮＴＴ出版。ISBN-13:
978-4871882897。
奥野正寛・篠原総一・金本良嗣編『交通政策の経済学』日
本経済新聞社。ISBN-13: 978-4532075002。
藤井弥太郎監修『自由化時代の交通政策』東京大学出版
会。ISBN-13: 978-4130720083。
加藤一誠・手塚広一郎『交通インフラ・ファイナンス 』
成山堂書店。ISBN-13: 978-4425928316。
中野宏幸『交通インフラ経営のグローバル競争戦略－国際
競争力強化に向けた国家戦略の視座』日本評論社。
ISBN-13: 978-4535558076。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　毎時間の講義内容は、連続性をもっているので、欠席し
たり遅刻したりしないことが理解のためには重要である。
板書内容だけでなく、口頭で伝えることもノートして理解
に努めてもらいたい。講義資料は必ず持参して講義を受け
ること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　交通渋滞発生のメカニズムとその緩和策
２　交通の社会的費用とその内部化
３　道路特定財源の一般財源化
４　交通投資の経済効果
５　道路投資と土地価格
６　交通と空間経済
７　社会的費用負担と開発利益の還元
８　鉄道運賃規制政策
９　レート・ベース方式とプライス・キャップ方式
１０　鉄道業者の環境適応戦略
１１　高速道路料金制度の社会経済的影響
１２　均一料金制と距離別料金制
１３　日本道路公団の分割民営化
１４　宅配企業の企業戦略と規制緩和
１５　タクシー産業活性化と規制緩和



2019-4010000341-02交通政策「（二部）」

陶　怡敏

◎商学:A-2,A-3,B-3,C-1,C-2

1.交通政策の専門用語や考え方を身につけ、経済社会において大きな役割を果
たす交通政策に対する関心を深めることができる。　(C-1)

2.交通政策に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、交通産業および
地域経済が置かれている経済社会状況を説明することができる。　(A-2)

3.交通政策に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、交通産業および
地域経済が取り組むべき課題が何であるかについて説明することができる。　
(A-3)

4.交通政策に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、交通産業および
地域経済が発展する方向について説明することができる。　(A-3)

5.企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、交通政策に関する
理論的・歴史的・実践的な知識を応用した交通問題の解決策を提案することが
できる。　(B-3)

6.企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、交通政策の考え方
を用いて国内外の事例・データを収集し、課題解決に必要な知見を抽出するこ
とができる。　(B-3)

7.社会の一員として、地域や社会の発展に貢献するために、自ら成長し、交通
政策のあり方や多種多様な知識、見識を学び続けることができる。　(C-2)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-4010000340-02サービス産業論「（二部）」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・二部１時限　　試験時間割：2020/01/24　夜１限　　

田村　馨

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義はサービスビジネスにおけるマネジメントについて、①
サービス財の特性、②生産性問題、③ダイバーシティ経営、④デジ
タル革命との関連を柱に明らかにしていくつもりです。サービスビ
ジネスはモノが主体のビジネスと根本的に異なります。ということ
はマネジメントもモノ主体のビジネスにおけるマネジメントとは違
うはずです。そのためにはサービスとは何かを正確に認識する必要
があります（①）。その結果導かれるのがサービスビジネスの生産
性問題です（②）。生産性問題は非常に大切なところですが、理解
するのが一番難しいところかもしれません。サービスビジネスにお
ける生産性問題を解決する突破口の１つがダイバーシティ経営です
（③）。ここでは女性の社会進出やワークライフバランスなどの問
題にもふれます。最後にサービスビジネスのあり方そのものを大き
く変えかねないデジタル革命について解説を進めます。AI（人工知
能）やIoTはサービスビジネスをどのように変えるインパクト要因
なのか、その結果マネジメントはどう変わらざるを得ないかを議論
します。
　サービスに関わるビジネスはきわめて実践的な事業・活動なの
で、そこに携わる個人や企業には種々のノウハウを総合的に応用す
る力が必要です。そのためには、たくさんの細かな知識の習得より
も、核となる理論や知識の修得が何よりも重要です。　講義では、
現実のダイナミックな動き、複雑な要因が絡む現場の実態やそこで
要請されるノウハウ、センスなどの情報が提供されるでしょう。次
の講義の予告を毎回するので関連するサイトや文献を事前に学習
し、講義中にお知らせするサイトや文献による事後学習をおすすめ
します。

【担当者が実務経験者の授業科目】
・中央官庁、民間のコンサルティングファームでの勤務経験を活か
し、理論と実践の橋渡しがどのように行われるか、あるいはどのよ
うに行うべきかに関して解説します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

サービスビジネスにマネジメントが求められている理由を経済社会
状況の観点から説明できる。(知識・理解)

サービスビジネスが取り組むべき課題についてマネジメントの観点
から説明できる。(知識・理解)

サービスビジネスの進むべき方向についてマネジメントの観点から
説明できる。(知識・理解)

サービスビジネスに必要なマネジメントの実践例を事例を素材に説
明できる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・次回の講義に向けて紹介するネット上の情報、記事、文献に目を
通すことを前提に講義は進めます（予習180分）。
・講義中に素材にしたケースや理論に関する記事、文献、動画等の
復習し講義を振り返ることが必要です（復習180分）。
・サービスマネジメントに関する概念、理論、フレームワークを文
献や記事で継続的に学ぶことが求められます（通常学習180分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験の結果で評価します。割合は１００％。評価基準は
「サービスビジネスの特徴、現状と課題を理解すると同時に、生産
性問題、ダイバーシティ経営、デジタル革命との関連でマネジメン
トやサービスビジネス自体がどのような変革を迫られているかを第
三者に説明できる」です。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　使用しません。

◎－－－　参考書　－－－◎

　参考文献は講義の中で紹介します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

講義は、通して受講することで理解が促されるように設計
されているので、毎回受講されることを望みます。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　サービスビジネスとマネジメント
２　サービス財の特性とサービス化のメカニズム
３　サービスビジネスを媒体モデルで理解する１
４　サービスビジネスを媒体モデルで理解する２
５　サービスビジネスにおける生産性問題１
６　サービスビジネスにおける生産性問題２
７　日本型就業形態と女性の社会進出
８　生産性とワークライフバランス
９　生産性と組織の学習能力
10　組織の学習能力とダイバーシティ経営
11　デジタル革命のインパクト１
12　デジタル革命のインパクト２
13　マネジメントとサービスイノベーション１
14　マネジメントとサービスイノベーション２
15　リフレクション
（講義の順番や中身は進行状況によって変わる場合があり
ます。）



2019-4010000340-02サービス産業論「（二部）」

田村　馨

◎商学

1.サービスビジネスにマネジメントが求められている理由を経済社会状況の観
点から説明できる。　(A-2)

2.サービスビジネスが取り組むべき課題についてマネジメントの観点から説明
できる。　(A-3)

3.サービスビジネスの進むべき方向についてマネジメントの観点から説明でき
る。　(A-4)

4.サービスビジネスに必要なマネジメントの実践例を事例を素材に説明でき
る。　(A-5)

◎　商学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が置かれている経済社会状況（内外の環境与件）を説明するこ
とができる。
A-3　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が取り組むべき課題が何であるかについて説明することができ
る。
A-4　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が発展する方向について説明することができる。
A-5　商学は実学であり、多種多様な知識、見識とともに商学に関する理
論的・歴史的・実践的な知識が用いられるべきであることを理解してい
る。(2018年度)
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　先入観にとらわれずに、企業、産業、地域が取り組むべき課題を発
見することができる。
B-2　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、商学に関
する理論的・歴史的・実践的な知識を応用したプロジェクトを企画、立
案することができる。
B-3　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、他者と連
携したチーム活動においてリーダーシップを発揮することができる。
B-4　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、情報技術
等を用いて国内外の事例を収集し、課題解決に必要な知見を抽出するこ
とができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　社会の一員として、地域や社会の発展に商学的な見地から貢献する
姿勢をもっている。
C-2　社会の一員として、地域や社会の発展に貢献するために、自ら成長
し、商学的な知識や多種多様な知識、見識を学び続けることができる。
C-3　地域や社会の発展に向けて、主体的、協調的に他者を巻き込む行動
をとることができる。



2019-4010000603-02サービスマネジメント「（二部）」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・二部１時限　　試験時間割：2020/01/24　夜１限　　

田村　馨

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義はサービスビジネスにおけるマネジメントについて、①
サービス財の特性、②生産性問題、③ダイバーシティ経営、④デジ
タル革命との関連を柱に明らかにしていくつもりです。サービスビ
ジネスはモノが主体のビジネスと根本的に異なります。ということ
はマネジメントもモノ主体のビジネスにおけるマネジメントとは違
うはずです。そのためにはサービスとは何かを正確に認識する必要
があります（①）。その結果導かれるのがサービスビジネスの生産
性問題です（②）。生産性問題は非常に大切なところですが、理解
するのが一番難しいところかもしれません。サービスビジネスにお
ける生産性問題を解決する突破口の１つがダイバーシティ経営です
（③）。ここでは女性の社会進出やワークライフバランスなどの問
題にもふれます。最後にサービスビジネスのあり方そのものを大き
く変えかねないデジタル革命について解説を進めます。AI（人工知
能）やIoTはサービスビジネスをどのように変えるインパクト要因
なのか、その結果マネジメントはどう変わらざるを得ないかを議論
します。
　サービスに関わるビジネスはきわめて実践的な事業・活動なの
で、そこに携わる個人や企業には種々のノウハウを総合的に応用す
る力が必要です。そのためには、たくさんの細かな知識の習得より
も、核となる理論や知識の修得が何よりも重要です。　講義では、
現実のダイナミックな動き、複雑な要因が絡む現場の実態やそこで
要請されるノウハウ、センスなどの情報が提供されるでしょう。次
の講義の予告を毎回するので関連するサイトや文献を事前に学習
し、講義中にお知らせするサイトや文献による事後学習をおすすめ
します。

【担当者が実務経験者の授業科目】
・中央官庁、民間のコンサルティングファームでの勤務経験を活か
し、理論と実践の橋渡しがどのように行われるか、あるいはどのよ
うに行うべきかに関して解説します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

サービスビジネスにマネジメントが求められている理由を経済社会
状況の観点から説明できる。(知識・理解)

サービスビジネスが取り組むべき課題についてマネジメントの観点
から説明できる。(知識・理解)

サービスビジネスの進むべき方向についてマネジメントの観点から
説明できる。(知識・理解)

サービスビジネスに必要なマネジメントの実践例を事例を素材に説
明できる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・次回の講義に向けて紹介するネット上の情報、記事、文献に目を
通すことを前提に講義は進めます（予習180分）。
・講義中に素材にしたケースや理論に関する記事、文献、動画等の
復習し講義を振り返ることが必要です（復習180分）。
・サービスマネジメントに関する概念、理論、フレームワークを文
献や記事で継続的に学ぶことが求められます（通常学習180分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験の結果で評価します。割合は１００％。評価基準は
「サービスビジネスの特徴、現状と課題を理解すると同時に、生産
性問題、ダイバーシティ経営、デジタル革命との関連でマネジメン
トやサービスビジネス自体がどのような変革を迫られているかを第
三者に説明できる」です。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　使用しません。

◎－－－　参考書　－－－◎

　参考文献は講義の中で紹介します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

講義は、通して受講することで理解が促されるように設計
されているので、毎回受講されることを望みます。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　サービスビジネスとマネジメント
２　サービス財の特性とサービス化のメカニズム
３　サービスビジネスを媒体モデルで理解する１
４　サービスビジネスを媒体モデルで理解する２
５　サービスビジネスにおける生産性問題１
６　サービスビジネスにおける生産性問題２
７　日本型就業形態と女性の社会進出
８　生産性とワークライフバランス
９　生産性と組織の学習能力
10　組織の学習能力とダイバーシティ経営
11　デジタル革命のインパクト１
12　デジタル革命のインパクト２
13　マネジメントとサービスイノベーション１
14　マネジメントとサービスイノベーション２
15　リフレクション
（講義の順番や中身は進行状況によって変わる場合があり
ます。）



2019-4010000603-02サービスマネジメント「（二部）」

田村　馨

◎商学:A-2,A-3

1.サービスビジネスにマネジメントが求められている理由を経済社会状況の観
点から説明できる。　(A-2)

2.サービスビジネスが取り組むべき課題についてマネジメントの観点から説明
できる。　(A-3)

3.サービスビジネスの進むべき方向についてマネジメントの観点から説明でき
る。　(A-3)

4.サービスビジネスに必要なマネジメントの実践例を事例を素材に説明でき
る。　(A-2)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-4010002114-04財務会計論「（二部）」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・二部１時限　　試験時間割：2020/01/21　夜１限　　

中村　信博

◎－－－　概要　－－－◎

　企業の外部利害関係者に対して会計情報を作成・伝達する事
を目的とする会計を財務会計といいますが、その基本的諸概念
および会社法、金融商品取引法などに基づく会計制度の理解を
深め、その過程において、「会計学総論」で触れた会計諸科目
および企業の資金調達方法との相互関係も可能な限り講述を試
み、会計学の全体像を把握できるようにしたいと思います。
　具体的には、「共通ビジネス言語」である会計情報の中心を
なす貸借対照表および損益計算書について、まず、その基礎概
念に関する講述を行い、次に、各主要構成項目の内容について
逐次解説を行うことにより、"accounting mind" を身に付け、会
計リテラシーの向上をはかります。
　さらに、様々な資料も活用して会計の最新動向にも言及する
ことにより、「会計ビッグバン」の基本思考およびその主な内
容（キャッシュ・フロー会計、リース会計、金融商品の会計、
減損会計、連結財務諸表、退職給付会計、資産除去債務など）
に関する理解を深めます。
　　

◎－－－　到達目標　－－－◎

財務会計の基礎知識を修得する。(知識・理解)

企業経営、とくに資金調達における会計情報の意義および新会
計基準の概要を説明できる。(知識・理解)

会計基準の意義およびその変遷に関する理解ならびに財務諸表
の基本的分析方法の修得を通じて、会計情報ディスクロー
ジャーに係る社会的課題を説明できる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　専門用語が比較的多い科目であることを予め認識し、次回の
授業内容を毎回予習することにより、専門用語の意味を理解し
ておくこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　新会計基準の理解度および『有価証券報告書』の「経理の状
況」を読みこなす能力を評価基準として、定期試験80%、レ
ポート20%を目安として総合的に評価します。なお、レポート
の評価基準として『福大生のための学習ナビ』を用いるので、
必ず「レポートの作成」を読んだ上で書くこと。

◎－－－　テキスト　－－－◎

村田直樹著『新しい企業会計の内容と形式』創成社、
2008、￥1,500、ISBN978-7944-1364-2

◎－－－　参考書　－－－◎

『会計法規集』、『会計諸則集』（最新版）
上記以外の参考書は講義の中で紹介します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　「簿記入門Ⅰ・Ⅱ」または「簿記原理」および「会計学
総論」の単位を修得済みの者が望ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１ 財務会計の役割と研究対象
　２ 資産会計総論（本質、評価基準）
　３ 流動資産（金融商品会計）
　４ 固定資産
　５ 減価償却
　６ 繰延資産
　７ 負債会計総論
　８ 引当金会計（退職給付会計）
　９ 株主資本の会計
１０ 損益会計総論（現金主義、発生主義、
　　 収益・費用の区分）
１１ 収益の認識（実現主義とその例外）
　　 実現概念の拡張と評価差額
１２ 損益情報とキャッシュ・フロー情報
１３ リース会計、減損会計
１４ 連結財務諸表
１５ 財務諸表分析のポイント、まとめ



2019-4010002114-04財務会計論「（二部）」

中村　信博

◎商学:A-1,A-2,A-3

1.財務会計の基礎知識を修得する。　(A-1)

2.企業経営、とくに資金調達における会計情報の意義および新会計基準の概要
を説明できる。　(A-2)

3.会計基準の意義およびその変遷に関する理解ならびに財務諸表の基本的分析
方法の修得を通じて、会計情報ディスクロージャーに係る社会的課題を説明で
きる。　(A-3)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-4010000404-02商業史概論「（二部）」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・二部１時限　　試験時間割：2020/01/24　夜１限　　

藤田　裕邦

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業科目は、名称には「商業史」とあるが、産業部門と
しての商業に限定せず、商学部第二部の授業全体が対象とする
様々な分野について、その歴史を扱っていく。
　商学部第二部には、商業史関係の専門教育科目として、他に
｢近代日本商業史｣｢近代西洋商業史｣が設置されている。それら
が商業史の具体的知識を得ることを主目的としているのに対し
て、本講義のねらいは、歴史を見る眼、あるいは、現代を歴史
的に見る眼を養うことにある。商学を含む社会科学系の学問の
主な研究対象は現代社会であり、過去のことそれ自体を中心課
題とする研究は周縁的な存在である。それにもかかわらず歴史
関係の授業科目が設置されているのは、過去と対比することに
よって、現代の持つ特性への理解を深めることができるからで
ある。
　本講義において、前半部では、具体的な現象や事項について
日本･外国から広く取材し、その在り方を多面的に観察する。
後半部では、歴史を見る際の考え方、歴史の捉え方について、
抽象的な次元にも足を踏み入れつつ、扱っていく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

現代の社会・経済に見られる文物や制度が、時代によって異な
る機能を果たしていたことを説明できる。(知識・理解)

現代の社会・経済現象の背後に隠れている歴史的事情を見出す
ことができる。(知識・理解)

日常生活や社会で見られる様々な事柄に対応するために、商業
史学習での経験を活用することができる。(態度・志向性)

歴史学において用いられる考え方をたどることによって、現代
の社会・経済を多面的に観察できる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　毎回の授業終了後、内容確認のための学習課題をFUポータ
ル（「授業関連」→「授業支援」→「授業管理」）に掲出する
ので、それをもとに各自で復習すること（60分）。
　また、授業に関する連絡事項も、同様にFUポータルに掲出
するので、毎回の授業前後に確認すること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準：
　授業において取り扱った事項と、その背景事情について、基
本的な知識・考え方を習得しているかどうかを、評価基準とす
る。
評価方法：
　定期試験のみによって評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

使用しない。

◎－－－　参考書　－－－◎

堺憲一『あなたが歴史と出会うとき』（新版）名古屋大学
出版会，2009年　ISBN 978-4-8158-0610-1

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　はじめに
２　経済現象の歴史的諸相(1)貨幣
３　経済現象の歴史的諸相(2)市場
４　経済現象の歴史的諸相(3)工業化
５　経済現象の歴史的諸相(4)技術と社会
６　経済現象の歴史的諸相(5)地域の形成
７　経済現象の歴史的諸相(6)時間と空間
８　経済現象の歴史的諸相(7)宗教と経済
９　経済現象の歴史的諸相(8)自然と経済
10　経済現象の歴史的諸相(9)戦争と経済
11　歴史を見る眼(1)史料を読む
12　歴史を見る眼(2)理論と実証
13　歴史を見る眼(3)連続と断絶
14　歴史を見る眼(4)社会発展の理論
15　まとめ



2019-4010000404-02商業史概論「（二部）」

藤田　裕邦

◎商学:A-2,A-3,C-1,C-2

1.現代の社会・経済に見られる文物や制度が、時代によって異なる機能を果た
していたことを説明できる。　(A-2)

2.現代の社会・経済現象の背後に隠れている歴史的事情を見出すことができ
る。　(A-3)

3.日常生活や社会で見られる様々な事柄に対応するために、商業史学習での経
験を活用することができる。　(C-1)

4.歴史学において用いられる考え方をたどることによって、現代の社会・経済
を多面的に観察できる。　(C-2)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-4010000335-02証券市場論「（二部）」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・二部１時限　　試験時間割：2020/01/23　夜１限　　

藤本　三喜男

◎－－－　概要　－－－◎

　株式会社は、事業に必要な資金を多数の人々から集めたり、企業を売
買したりするうえで欠かせない企業形態である。最近では、グローバル
競争、IT技術を基盤とする技術革新の時代にあって、先進の研究開発投
資やベンチャー企業などハイリスク・ハイリターンの投資分野に、リス
ク・マネーをどのような仕組みで供給すべきか、また日本企業の合併・
買収や事業部門の分割・再編の動きが、大きなテーマになっている。現
代企業をめぐるさまざまな問題は株式会社抜きには語れない。
 講義ではとくに、株式とは何かを柱に、株式会社の仕組み、株式など
が売買される証券取引システムの仕組みの基本について丁寧な解説を心
がけたい。
　また金融・証券の最近のトピックスや日本の会社についての身近な話
題も取り上げるので、新聞記事、雑誌などから幅広く資料を集め、講義
の材料に使う。
　講義は、次の2つの項目を主要な柱にして行なう。 1.株式会社をめぐ
るトピックとして、株式制度、コーポレート・ガバナンス、株主の有限
責任、M&Aなどを扱う。2.株式の取引をめぐるトピック。

◎－－－　到達目標　－－－◎

株式会社制度の仕組みの概要について説明できる。(知識・理解)

なぜ法人格が必要かについて説明できる。(知識・理解)

株主の有限責任の役割を説明できる。(知識・理解)

株主総会の役割を説明できる。(知識・理解)

種類株式とその使い方を説明できる。(知識・理解)

所有と経営の分離とは何か、エージェンシー問題とは何かを説明でき
る。(知識・理解)

コーポレート･ガバナンスのさまざま手法について説明できる。(知識・
理解)

日米独の経営機構の違いを説明できる。(知識・理解)

証券会社の業務と証券取引所の役割を説明できる。(知識・理解)

投資家保護とは何かを説明できる。(知識・理解)

証券取引所における板寄せ・ザラバなどの取引仕法を説明できる。(知
識・理解)

日経平均などの株価指数の作成方法を説明できる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　講義は講義内容の要旨プリントに沿って行います。またプリントと指
定した参考書で専門用語の意味などをしっかり復習しておくこと。（60
分）
　よく理解できない場合は、講義終了後かならず質問にくること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　原則として定期試験に基づいて評価する。試験問題は、原則として講
義内容を要約した配布プリントをベースに作成する。試験は、基本的
に、「～について論ぜよ」、「～とは何か」等、この科目の基礎的・体
系的知識を問う論述形式で行う。補足的に、専門用語の理解や計算式の
前提となる考え方を問う形式でも行う。
　評価基準については、論述問題の場合、設問の意味を理解し、論理的
に筋の通った回答をしているかが問われる。大筋を記述している答案に
は6割～７割の点数を与える。残りの3割～4割は、次のようなことを総
合判断して評価する。①設問の背景に言及しているか、②キーワードを
過不足なく使用しているか、③内容が詳しく論述されているか等。な
お、採点にあたって、1．箇条書きは単なるメモと見なし減点する。2．
主語・述語が明確でない文章は減点する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　講義内容の要点をまとめたプリントと関連資料を配布
し、それに沿って講義を行う。

◎－－－　参考書　－－－◎

伊藤靖史、田中亘、松井秀征、大杉謙一「会社法 第4版」
有斐閣、2018年
ISBN-13: 978-4641179271
黒沼悦郎「金融商品取引法入門　第7版」日経文庫、2018
年　ISBN-13: 978-4532113292

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　講義内容についての質問は大いに歓迎します。講義に熱
心に耳を傾け、わからないところはそのつど質問するよう
にしてほしい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 対象と方法（講義の進め方）
2 市場経済における企業
3 会社とは何か
4 会社の仕組みと法人制度
5 株式制度と株主の権利
6 株主の有限責任と債権者保護
7 所有と経営の分離とコーポレート・ガバナンス
8 コーポレート・ガバナンスと経営組織のあり方(1)
9 コーポレート・ガバナンスと経営組織のあり方(2)
10 有価証券と株式流通の意義
11 証券取引システムの仕組み
12 証券会社の業務と金融証券取引所の役割
13 ディスクロージャ制度と不公正取引の規制
14 わが国の証券取引システム(1)
15 わが国の証券取引システム(2)



2019-4010000335-02証券市場論「（二部）」

藤本　三喜男

◎商学:A-2,A-3

1.株式会社制度の仕組みの概要について説明できる。　(A-2)

2.なぜ法人格が必要かについて説明できる。　(A-2)

3.株主の有限責任の役割を説明できる。　(A-2)

4.株主総会の役割を説明できる。　(A-3)

5.種類株式とその使い方を説明できる。　(A-3)

6.所有と経営の分離とは何か、エージェンシー問題とは何かを説明できる。　
(A-2)

7.コーポレート･ガバナンスのさまざま手法について説明できる。　(A-3)

8.日米独の経営機構の違いを説明できる。　(A-3)

9.証券会社の業務と証券取引所の役割を説明できる。　(A-2)

10.投資家保護とは何かを説明できる。　(A-3)

11.証券取引所における板寄せ・ザラバなどの取引仕法を説明できる。　(A-2)

12.日経平均などの株価指数の作成方法を説明できる。　(A-2)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-4010000188-02消費者行動論「（二部）」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・二部２時限　　試験時間割：2019/07/25　夜２限　　

太宰　潮

◎－－－　概要　－－－◎

基本的に学生の皆さんは、これから何らかの仕事や職に就く人、もしく
は既にアルバイト等で仕事に就いている人が多いと思います。仕事の基
本の形とは、自分や自分が所属する機関が提供する何らかの製品・サー
ビスを、お客さんや一般の人に提供することです。そのときに、提供さ
れる側、つまり消費者のことを、もっと広く言えば、“相手のこと”を
考えることはとても大事です。

本講義では、「消費者」がどのような「行動」をするかについて、今ま
でわかっている知識や消費者の捉え方を講義します。また、消費者行動
を実際のマーケティング戦略へ応用することについても紹介していきま
す。この講義で得た知識をアルバイト先や就職活動で活かしたケースも
積極的に紹介していきます。ぜひ、得た知識を応用することを念頭にお
いて講義を受けてください。

内容については授業計画の通りです。主に、消費者が商品やサービスを
購入するときの「内的な（＝消費者側の）要因」、「外的な（＝環境な
ど、消費者の外にある）要因」、「意思決定をどのように行っていく
か」などのテーマを扱う予定です。

講義中は聴講者に問いかけながら講義を進めます。これは、受講する学
生の皆さんの自発的・積極的な姿勢を少しでも引き出すためです。尋ね
られた場合は自分の思うことをどんどん発言してください。また尋ねら
れなくても、皆さんの側から尋ねてもらって構いません。常に講義内容
について考え、自分の意見を持っている癖をつけていてください。

なお、授業の進捗によって、授業の構成を一部変更することがありま
す。ご了承ください。

また、BtoCでマーケティング実務を行う方の招聘も予定している。

◎－－－　到達目標　－－－◎

内的要因や外的要因などを学ぶことで、企業として消費者に製品やサー
ビスを提供する立場となった際、どのようなことに気をつけるべきかを
説明できる（例えば基本である「デモグラフィック要因」が説明できる
など）。(知識・理解)

消費者の行動は「人間の原理」に基づいていること（例：知覚のメカニ
ズムによって微細な価格変動が無視されること、人の記憶容量に限界が
あること）を説明できる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

プリントを配布しながら講義を進めますが、毎回講義の最後には、要点
を３つ以内にまとめます。講義がはじまる前には、前週にやったことの
要点をしっかり復習していてください。講義内でも、それより以前の内
容を問いかけることがしばしばあります。

以前の内容を問いかけたり、以前の内容を踏まえて発展した学習内容で
あったりするので、講義内容の主に復習を１時間程度しておくことが望
ましいです。講義とは別に、大学の活用法や挑戦の機会の紹介も行うこ
とがありますが、その時間でそうしたことを振り返ってもらえることも
理想です。また、回によっては事前の予習を支持するときもあります。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験：85％、平常点（ミニッツペーパー等）：15％を基準としま
す。
当然試験内容は都度変わりますが、基本的には講義内容（例えば消費の
内的要因や外的要因、消費者間のインタラクションの具体的内容や事例
等）を理解し、それを正確に説明できたり、それを踏まえた設問に回答
できるかが評価の基準になります。
講義内容をより深めるための質問など、積極的な講義への参加を加点す
る場合もあります。
尚、然るべき理由がなく欠席を重ねる人には、厳正に対処します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは用いません。適宜プリントを配布します。

◎－－－　参考書　－－－◎

青木幸弘、新倉貴士、佐々木壮太郎、松下光司（2012）
『消費者行動論--マーケティングとブランド構築への応
用』　有斐閣　ISBN-13: 978-4641124639
田中洋（2008）『消費者行動論体系』　中央経済社　
ISBN-13:978-4502662300
清水聰（1999）『新しい消費者行動』　千倉書房　
ISBN-13:978-4805107638

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

より内容の理解を深めるためにも、本講義と併せてマーケ
ティング関連の科目を履修することをお勧めします。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1．イントロダクション
2．消費者行動論の歴史と発展の経緯
3．モチベーション・リサーチ
4．消費者の外的要因(1)
5．消費者の外的要因(2)
6．消費者の意思決定プロセス
7．消費者の内的要因(1)
8．消費者の内的要因(2)
9．消費者の内的要因(3)
10．消費者の内的要因(4)
11．消費者間のインタラクション
12．行動経済学と消費者行動論
13．消費者行動と「ビッグデータ」
14．消費者のメディア接触
15．まとめ



2019-4010000188-02消費者行動論「（二部）」

太宰　潮

◎商学:A-2,A-3

1.内的要因や外的要因などを学ぶことで、企業として消費者に製品やサービス
を提供する立場となった際、どのようなことに気をつけるべきかを説明できる
（例えば基本である「デモグラフィック要因」が説明できるなど）。　(A-3)

2.消費者の行動は「人間の原理」に基づいていること（例：知覚のメカニズム
によって微細な価格変動が無視されること、人の記憶容量に限界があること）
を説明できる。　(A-2)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-4010000326-02情報産業論「（二部）」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：土・二部２時限　　試験時間割：2020/01/25　夜２限　　

弘津　真澄

◎－－－　概要　－－－◎

　情報システム会社での勤務の経験を活かし、以下のような講義を行います。
　情報技術の進展は目覚しいものがあります。過去においてそうでしたし、現
在もそれが衰える兆しがありません。家庭でも、産業においても情報技術が
様々な場所で適用されています。そして、その範囲はどんどん拡大していま
す。情報産業が他の産業に徐々に浸透していっています。また、これまで情報
産業に属していなかった企業が情報産業化しつつあります。メーカーも物では
なく情報を付加するサービスに軸足を移しつつあるのです。このような傾向は
他にも多く見られます。
　そこで、本講義は次のような立場をとります。①情報産業という個別の産業
は存在しない。②全ての産業が情報を付加するサービス産業である。③たまた
ま、現在、コンピュータやネットワークに関する企業が情報産業といわれてい
るに過ぎない。
　そして、次のような順序で講義を進めていきます。まず、非常に狭義の情報
という言葉について詳細な学習をします。この情報を手がかりに流通や経営と
いうものを説明できるように学習します。そして、個人や組織が情報を付加す
るサービスを行っているということを確認します。見えるもの以上に見えない
情報が重要であり、この見えない情報を認識できるようにします。次に、情報
についてある程度見えるようになった目を手がかりに、最近の情報技術の適用
事例と産業の変化について観察していきます。最後に、物のように形のあるも
のではなく、形のない情報を中心とした世界観（産業観、企業観、職業観、勤
労観、倫理観）について学習し、本講義の締めくくりとします。
　本講義を通して、「色も形もない情報というものが、今は見える」、という
状態になってもらいたいと考えています。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　本講義における情報の定義を体感かつ理解し、色も形もない情報を意識して
操作できる程度の基本的な知識を身につけている。(知識・理解)

　本講義における情報の定義と情報技術の活用の発展史という知識を用いて、
企業および地域が置かれている社会経済的状況(内外の環境与件) を理解でき
る。(知識・理解)

　本講義における情報の定義と情報技術の活用の発展史という知識を用いて、
経済的・社会的課題を説明することができる。(知識・理解)

　本講義における情報の定義と情報技術の活用の発展史という知識やその理解
によって、企業および地域社会における課題を自ら発見できる。(技能)

　本講義における情報の定義と情報技術の活用の発展史という知識やその周辺
の知見について、常に更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　指定した資料は事前に読んでおくこと(30分)。
　予習・復習や宿題(Moodleなど)がある場合は必ずやること(60分)。
　ほぼ毎回、レスポンス・アナライザを使用して小テストをする予定なので、
宿題や前回までの授業内容について復習しておくこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　本講義における情報の定義を体感かつ理解し、色も形もない情報を意識して
操作できる程度の基本的な知識を身につけているかを評価の基準とする。
　本講義における情報の定義と情報技術の活用の発展史という知識を用いて、
企業および地域が置かれている社会経済的状況(内外の環境与件) を理解できる
ようになったかを評価の基準とする。
　本講義における情報の定義と情報技術の活用の発展史という知識を用いて、
経済的・社会的課題を説明することができるようになったかを評価の基準とす
る。
　本講義における情報の定義と情報技術の活用の発展史という知識やその理解
によって、企業および地域社会における課題を自ら発見できるようになったか
を評価の基準とする。
　本講義における情報の定義と情報技術の活用の発展史という知識やその周辺
の知見について、常に更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっているかを
評価の基準とする。

　[評価]=[定期試験]×0.6
　 　　　＋[平常点（宿題・レポート・小テストなどを含む）]×0.4

　フィードバックとして、Moodleを使用した小テストはMoodleで結果を見るこ
とができます。

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストなし

◎－－－　参考書　－－－◎

『次世代流通サプライチェーン　ITマーチャンダイジング
革命』 菅原正博(編著) 中央経済社 ISBN978-4502359804　
　以下に記した雑誌にも、普段から目を通すようにしま
しょう。
『日経パソコン』
『日経情報ストラテジー』
『日経コンピュータ』

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　情報産業とは
2　情報とは
3　組織における情報技術の利用方法の変遷
4　組織における情報化投資の変遷
5　最近の情報技術適用分野-1
6　最近の情報技術適用分野-2
7　最近の情報技術適用分野-3
8　情報技術による産業の変化-1
9　情報技術による産業の変化-2
10　情報技術による産業の変化-3
11　情報を中心とした産業観
12　情報を中心とした企業観
13　情報を中心とした職業観、勤労観
14　情報を中心とした倫理観
15　まとめ



2019-4010000326-02情報産業論「（二部）」

弘津　真澄

◎商学:A-1,A-2,A-3,B-1,C-2

1.　本講義における情報の定義を体感かつ理解し、色も形もない情報を意識し
て操作できる程度の基本的な知識を身につけている。　(A-1)

2.　本講義における情報の定義と情報技術の活用の発展史という知識を用い
て、企業および地域が置かれている社会経済的状況(内外の環境与件) を理解で
きる。　(A-2)

3.　本講義における情報の定義と情報技術の活用の発展史という知識を用い
て、経済的・社会的課題を説明することができる。　(A-3)

4.　本講義における情報の定義と情報技術の活用の発展史という知識やその理
解によって、企業および地域社会における課題を自ら発見できる。　(B-1)

5.　本講義における情報の定義と情報技術の活用の発展史という知識やその周
辺の知見について、常に更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
　(C-2)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-4010000350-01情報システム論

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・３時限　　試験時間割：2019/07/30　５時限　　

川場　隆

◎－－－　概要　－－－◎

　コンピュータを利用した情報システムは世界中に広く、深く浸透
し、きわめて重要な社会基盤になりました。しかし、現代的な情報
システムの具体像は意外にもよく知られていないのが実情です。そ
こで本講義では、官庁等において、多数の情報システムを構築した
実務経験を活かし、かつ、コンピュータシステムやインターネット
の発展の歴史を踏まえつつ、現代の情報システムがどのように変遷
し、発達してきたかを、豊富な図版や動画を使ってわかりやすく解
説します。
　特に、2000年代になって急速に発展したウェブシステムやクラウ
ドシステムについては、その背景、技術、今後の動向について詳細
に解説します。また、近年、大きな問題となっているコンピュータ
セキュリティや、今後、急速な応用が見込まれる人口知能システム
についても解説します。

　講義レジュメの閲覧・ダウンロード、質問・応答、連絡などのた
めに、学習支援システムPowercampusを利用します。24時間いつで
も、大学及び自宅から、パソコン、スマートフォンでアクセスでき
ます。また、Powercampusのウェブテスト機能を使って、毎回、その
日の講義について、10分程度のウェブテストを実施し、知識・理解
の確認を行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

コンピュータとインターネットの発達について、歴史的、社会・経
済的な観点から説明できる(知識・理解)

現代の主要な情報システムの名前、目的、機能などを説明できる(知
識・理解)

クラウドや人工知能などの先端技術について理解し、発展の可能性
と意義について自分の言葉で説明できる(知識・理解)

現代的なウェブシステムの特徴を理解し、利点と欠点を説明できる
(知識・理解)

情報システムへの脅威とセキュリティ対策について理解し、問題発
生時に正しい判断を下すことができる(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・講義レジュメを読む（予習60分）
・講義レジュメの要点をまとめる（予習60分）
・ウェブテストの結果を見て理解度を確認・補強する（復習60分）
　

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績評価基準
　情報システムの歴史、現代の情報システムの内容と特徴などの基
本的な事項を理解し、自分の言葉で説明できること。まだ、発展の
経緯と方向性について、理由をあげて説明できること。

成績評価方法
　ウェブテスト；
　　毎回の講義で実施。自動採点。結果はメールで通知される。
　　答案の正解や誤答箇所は、Powercampusシステムで確認できる。
　期末試験：
　　講義中に解説した全分野からもれなく出題する。

評価基準
　ウェブテスト５０％、期末試験５０％の割合で評価する。
　

◎－－－　テキスト　－－－◎

　講義システムにPDFファイルとして毎回のテキストが掲
載されていますので、特に購入する必要はありません。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

※登録については、『学修ガイド』の「登録制限科目につ
いて」を参照してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第01回 情報と情報システム
第02回 情報システムとコンピュータ（１）
第03回 情報システムとコンピュータ（２）
第04回 インターネットの発達
第05回 インターネットの普及
第06回 インターネットの拡大（モバイルの時代へ）
第07回 情報システムの変遷
第08回 あたらしい情報システム　
第09回 情報システムとデータベース
第10回 ウェブシステムの開発技術
第11回 HTML5とシステム開発
第12回 クラウドと情報システム
第13回 情報システムとセキュリティ
第14回 人工知能システム
第15回 まとめ／現代の情報システムの位置づけ

◎－－－　URL　－－－◎

学習支援システム
(http://powercampus.kwassui.ac.jp/pc/top/)



2019-4010000350-01情報システム論

川場　隆

◎商学:A-2,A-3,A-4

1.コンピュータとインターネットの発達について、歴史的、社会・経済的な観
点から説明できる　(A-2)

2.現代の主要な情報システムの名前、目的、機能などを説明できる　(A-2)

3.クラウドや人工知能などの先端技術について理解し、発展の可能性と意義に
ついて自分の言葉で説明できる　(A-3)

4.現代的なウェブシステムの特徴を理解し、利点と欠点を説明できる　(A-4)

5.情報システムへの脅威とセキュリティ対策について理解し、問題発生時に正
しい判断を下すことができる　(A-3)

◎　商学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけている。
A-2　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産業、
地域が置かれている経済社会状況（内外の環境与件）を説明することがで
きる。
A-3　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産業、
地域が取り組むべき課題が何であるかについて説明することができる。
A-4　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産業、
地域が発展する方向について説明することができる。
A-5　商学は実学であり、多種多様な知識、見識とともに商学に関する理論
的・歴史的・実践的な知識が用いられるべきであることを理解している。
(2018年度)
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　先入観にとらわれずに、企業、産業、地域が取り組むべき課題を発見
することができる。
B-2　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、商学に関す
る理論的・歴史的・実践的な知識を応用したプロジェクトを企画、立案す
ることができる。
B-3　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、他者と連携
したチーム活動においてリーダーシップを発揮することができる。
B-4　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、情報技術等
を用いて国内外の事例を収集し、課題解決に必要な知見を抽出することが
できる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　社会の一員として、地域や社会の発展に商学的な見地から貢献する姿
勢をもっている。
C-2　社会の一員として、地域や社会の発展に貢献するために、自ら成長
し、商学的な知識や多種多様な知識、見識を学び続けることができる。
C-3　地域や社会の発展に向けて、主体的、協調的に他者を巻き込む行動を
とることができる。

◎経営:A-2,A-3

1.コンピュータとインターネットの発達について、歴史的、社会・経済的な観
点から説明できる　(A-2)

2.現代の主要な情報システムの名前、目的、機能などを説明できる　(A-2)

3.クラウドや人工知能などの先端技術について理解し、発展の可能性と意義に
ついて自分の言葉で説明できる　(A-2)

4.現代的なウェブシステムの特徴を理解し、利点と欠点を説明できる　(A-3)

5.情報システムへの脅威とセキュリティ対策について理解し、問題発生時に正
しい判断を下すことができる　(A-3)

◎　経営学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　経営学および会計学をはじめとする商学の専門的知識ならびに人文
科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の現状を説明することができる。
A-3　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の課題を説明することができる。
A-4　経営学および会計学の知識を用いて企業の財務活動を説明すること
ができる。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題を
発見することができる。
B-2　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題に
対する解決策を提案することができる。
B-3　組織において、協働して問題解決に当たるために必要なコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　問題解決への取り組みの成果を発信するために必要なプレゼンテー
ション能力を活用することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題解決の成果を発信することにより、社会や組織の発展に貢献す
る姿勢をもっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　組織の内外において、協働して問題解決に当たる姿勢をもってい
る。



2019-4010000350-01情報システム論

川場　隆

◎貿易:A-2,A-3

1.コンピュータとインターネットの発達について、歴史的、社会・経済的な観
点から説明できる　(A-2)

2.現代の主要な情報システムの名前、目的、機能などを説明できる　(A-2)

3.クラウドや人工知能などの先端技術について理解し、発展の可能性と意義に
ついて自分の言葉で説明できる　(A-2)

4.現代的なウェブシステムの特徴を理解し、利点と欠点を説明できる　(A-3)

5.情報システムへの脅威とセキュリティ対策について理解し、問題発生時に正
しい判断を下すことができる　(A-3)

◎　国際貿易　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論なら
びに人文科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけ
ている。
A-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用
いて、国際貿易や国際経済の現状を理解し、説明することができる
A-3　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用
いて、国際貿易や国際経済の課題を理解し、説明することができる。
A-4　経済に関して世界的な影響を持つ現在および過去の主な出来事につい
ての知識をもっている。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用い
て、新しい国際貿易や国際経済の課題を自ら発見することができる。
B-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用い
て、新しい国際貿易や国際経済の課題の解決策を自ら提案することができ
る。
B-3　国際貿易や国際経済の課題を解決するための組織やグループ活動におい
て、必要な役割を発揮するためのコミュニケーション能力やリーダーシップ
を身につけている。
B-4　異なる文化的背景を持つ人々と商取引や課題解決のために協働できるコ
ミュニケーション能力を身につけている。
B-5　グループで目標の設定とその達成に必要な行動を行う際、意思決定に貢
献し、目標達成に必要な役割を果たすことができる。（2018年度）
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　国際貿易や国際経済の課題解決のために、積極的に貢献しようとする態
度を身につけている。
C-2　国際貿易や国際経済の課題解決のために、常に新しい知識や理論を学ぼ
うとする態度を身につけている。
C-3　国際貿易や国際経済の課題解決のために、立場の異なる意見を理解し協
調的に行動しようとする態度を身につけている。
C-4　国際貿易や国際経済の課題解決のために、異なる文化的背景を持つ人々
と積極的に協働しようとする態度を身につけている。



2019-4010000350-02情報システム論

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・３時限　　試験時間割：2020/01/24　５時限　　

川場　隆

◎－－－　概要　－－－◎

　コンピュータを利用した情報システムは世界中に広く、深く浸透
し、きわめて重要な社会基盤になりました。しかし、現代的な情報
システムの具体像は意外にもよく知られていないのが実情です。そ
こで本講義では、官庁等において、多数の情報システムを構築した
実務経験を活かし、かつ、コンピュータシステムやインターネット
の発展の歴史を踏まえつつ、現代の情報システムがどのように変遷
し、発達してきたかを、豊富な図版や動画を使ってわかりやすく解
説します。
　特に、2000年代になって急速に発展したウェブシステムやクラウ
ドシステムについては、その背景、技術、今後の動向について詳細
に解説します。また、近年、大きな問題となっているコンピュータ
セキュリティや、今後、急速な応用が見込まれる人口知能システム
についても解説します。

　講義レジュメの閲覧・ダウンロード、質問・応答、連絡などのた
めに、学習支援システムPowercampusを利用します。24時間いつで
も、大学及び自宅から、パソコン、スマートフォンでアクセスでき
ます。また、Powercampusのウェブテスト機能を使って、毎回、そ
の日の講義について、10分程度のウェブテストを実施し、知識・理
解の確認を行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

コンピュータとインターネットの発達について、歴史的、社会・経
済的な観点から説明できる(知識・理解)

現代の主要な情報システムの名前、目的、機能などを説明できる
(知識・理解)

クラウドや人工知能などの先端技術について理解し、発展の可能性
と意義について自分の言葉で説明できる(知識・理解)

現代的なウェブシステムの特徴を理解し、利点と欠点を説明できる
(知識・理解)

情報システムへの脅威とセキュリティ対策について理解し、問題発
生時に正しい判断を下すことができる(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・講義レジュメを読む（予習60分）
・講義レジュメの要点をまとめる（予習60分）
・ウェブテストの結果を見て理解度を確認・補強する（復習60分）
　

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績評価基準
　情報システムの歴史、現代の情報システムの内容と特徴などの基
本的な事項を理解し、自分の言葉で説明できること。まだ、発展の
経緯と方向性について、理由をあげて説明できること。

成績評価方法
　ウェブテスト；
　　毎回の講義で実施。自動採点。結果はメールで通知される。
　　答案の正解や誤答箇所は、Powercampusシステムで確認でき
る。
　期末試験：
　　講義中に解説した全分野からもれなく出題する。

評価基準
　ウェブテスト５０％、期末試験５０％の割合で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　講義システムにPDFファイルとして毎回のテキストが掲
載されていますので、特に購入する必要はありません。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

※登録については、『学修ガイド』の「登録制限科目につ
いて」を参照してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第01回 情報と情報システム
第02回 情報システムとコンピュータ（１）
第03回 情報システムとコンピュータ（２）
第04回 インターネットの発達
第05回 インターネットの普及
第06回 インターネットの拡大（モバイルの時代へ）
第07回 情報システムの変遷
第08回 あたらしい情報システム　
第09回 情報システムとデータベース
第10回 ウェブシステムの開発技術
第11回 HTML5とシステム開発
第12回 クラウドと情報システム
第13回 情報システムとセキュリティ
第14回 人工知能システム
第15回 まとめ／現代の情報システムの位置づけ

◎－－－　URL　－－－◎

学習支援システム
(http://powercampus.kwassui.ac.jp/pc/top/)



2019-4010000350-02情報システム論

川場　隆

◎商学:A-2,A-3,A-4

1.コンピュータとインターネットの発達について、歴史的、社会・経済的な観
点から説明できる　(A-2)

2.現代の主要な情報システムの名前、目的、機能などを説明できる　(A-2)

3.クラウドや人工知能などの先端技術について理解し、発展の可能性と意義に
ついて自分の言葉で説明できる　(A-3)

4.現代的なウェブシステムの特徴を理解し、利点と欠点を説明できる　(A-4)

5.情報システムへの脅威とセキュリティ対策について理解し、問題発生時に正
しい判断を下すことができる　(A-3)

◎　商学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけている。
A-2　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産業、
地域が置かれている経済社会状況（内外の環境与件）を説明することがで
きる。
A-3　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産業、
地域が取り組むべき課題が何であるかについて説明することができる。
A-4　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産業、
地域が発展する方向について説明することができる。
A-5　商学は実学であり、多種多様な知識、見識とともに商学に関する理論
的・歴史的・実践的な知識が用いられるべきであることを理解している。
(2018年度)
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　先入観にとらわれずに、企業、産業、地域が取り組むべき課題を発見
することができる。
B-2　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、商学に関す
る理論的・歴史的・実践的な知識を応用したプロジェクトを企画、立案す
ることができる。
B-3　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、他者と連携
したチーム活動においてリーダーシップを発揮することができる。
B-4　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、情報技術等
を用いて国内外の事例を収集し、課題解決に必要な知見を抽出することが
できる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　社会の一員として、地域や社会の発展に商学的な見地から貢献する姿
勢をもっている。
C-2　社会の一員として、地域や社会の発展に貢献するために、自ら成長
し、商学的な知識や多種多様な知識、見識を学び続けることができる。
C-3　地域や社会の発展に向けて、主体的、協調的に他者を巻き込む行動を
とることができる。

◎経営:A-2,A-3

1.コンピュータとインターネットの発達について、歴史的、社会・経済的な観
点から説明できる　(A-2)

2.現代の主要な情報システムの名前、目的、機能などを説明できる　(A-2)

3.クラウドや人工知能などの先端技術について理解し、発展の可能性と意義に
ついて自分の言葉で説明できる　(A-2)

4.現代的なウェブシステムの特徴を理解し、利点と欠点を説明できる　(A-3)

5.情報システムへの脅威とセキュリティ対策について理解し、問題発生時に正
しい判断を下すことができる　(A-3)

◎　経営学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　経営学および会計学をはじめとする商学の専門的知識ならびに人文
科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の現状を説明することができる。
A-3　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の課題を説明することができる。
A-4　経営学および会計学の知識を用いて企業の財務活動を説明すること
ができる。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題を
発見することができる。
B-2　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題に
対する解決策を提案することができる。
B-3　組織において、協働して問題解決に当たるために必要なコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　問題解決への取り組みの成果を発信するために必要なプレゼンテー
ション能力を活用することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題解決の成果を発信することにより、社会や組織の発展に貢献す
る姿勢をもっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　組織の内外において、協働して問題解決に当たる姿勢をもってい
る。



2019-4010000350-02情報システム論

川場　隆

◎貿易:A-2,A-3

1.コンピュータとインターネットの発達について、歴史的、社会・経済的な観
点から説明できる　(A-2)

2.現代の主要な情報システムの名前、目的、機能などを説明できる　(A-2)

3.クラウドや人工知能などの先端技術について理解し、発展の可能性と意義に
ついて自分の言葉で説明できる　(A-2)

4.現代的なウェブシステムの特徴を理解し、利点と欠点を説明できる　(A-3)

5.情報システムへの脅威とセキュリティ対策について理解し、問題発生時に正
しい判断を下すことができる　(A-3)

◎　国際貿易　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論なら
びに人文科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけ
ている。
A-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用
いて、国際貿易や国際経済の現状を理解し、説明することができる
A-3　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用
いて、国際貿易や国際経済の課題を理解し、説明することができる。
A-4　経済に関して世界的な影響を持つ現在および過去の主な出来事につい
ての知識をもっている。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用い
て、新しい国際貿易や国際経済の課題を自ら発見することができる。
B-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用い
て、新しい国際貿易や国際経済の課題の解決策を自ら提案することができ
る。
B-3　国際貿易や国際経済の課題を解決するための組織やグループ活動におい
て、必要な役割を発揮するためのコミュニケーション能力やリーダーシップ
を身につけている。
B-4　異なる文化的背景を持つ人々と商取引や課題解決のために協働できるコ
ミュニケーション能力を身につけている。
B-5　グループで目標の設定とその達成に必要な行動を行う際、意思決定に貢
献し、目標達成に必要な役割を果たすことができる。（2018年度）
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　国際貿易や国際経済の課題解決のために、積極的に貢献しようとする態
度を身につけている。
C-2　国際貿易や国際経済の課題解決のために、常に新しい知識や理論を学ぼ
うとする態度を身につけている。
C-3　国際貿易や国際経済の課題解決のために、立場の異なる意見を理解し協
調的に行動しようとする態度を身につけている。
C-4　国際貿易や国際経済の課題解決のために、異なる文化的背景を持つ人々
と積極的に協働しようとする態度を身につけている。



2019-4010000351-02情報社会論「（二部）」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・二部１時限　　試験時間割：2019/07/25　夜１限　　

永星　浩一

◎－－－　概要　－－－◎

　私たちは高度情報社会において社会生活を送っています。現代の市場経
済社会では仮想空間において多数の売り手と買い手が取引をおこなってい
ます。価格をはじめとした「情報」は、昔から市場における決定要素とし
て重要な位置づけがなされてきましたが、それらを取り巻く環境に大きな
変化が起こりつつあります。
　これらの変化を見ていく上で、まず現代の情報メディアや情報端末が従
来からの情報伝達メディアとどのような点で異なり、この変化をもたらす
ことになったのかについて明らかにする必要があります。それを解き明か
すカギとなるのがアナログからデジタルへの変化です。また、広告との関
連で情報を保存するメディア・情報を運ぶメディアについても解説しま
す。販売単価としての視聴率、ネット・レーティングそれぞれの問題点に
ついて明らかにします。
　本講義では、市場経済の存立上重要なポイントである、情報社会におけ
る情報倫理問題も取り上げます。ネット市場を脅かすネット犯罪、サイ
バーテロ問題、ネット社会における肖像権やプライバシー権をはじめとし
た個人の権利。知的財産権については、産業財産権と著作権、フェアユー
スの問題。さらに個人情報の保護、サイバー市場を支える暗号技術につい
ても取り上げます。近年、急速にSNSが浸透し、ビジネスにおいても大き
な影響を及ぼすようになっています。市場のEC化ひいてはソーシャル化
にまつわる問題、それらがどのように進展し、社会をどのように変えてき
つつあるのかを解説します。同時に社会はどう変わるべきかについて受講
生に考察してもらいます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

アナログ時代からデジタル時代へ、社会はどのように変わったか、「メ
ディア」をキーワードとして説明できる。(知識・理解)

情報社会の成立において、どのような制度の見直しが必要であったか、知
財及び個人情報の観点から説明できる。(知識・理解)

情報技術と結びついた人工知能（AI）が、今後の社会にどのような影響を
与えるか説明できる。(知識・理解)

情報社会においてビジネスチャンスは拡大したが、従来の商業の中には苦
境に立たされているものも存在する。それらは今後どうあるべきか、知見
に基づいた考えを述べることができる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　事前学習については、以下の資料を講義の前に学習することを勧めま
す。講義の回は(数字)で記しています。
総務省『情報通信白書』：本講義の全体に関連します。

e-Gov 法令検索で、関連する法律の条文に目を通すことが出来ます。ただ
し、法律の正式名称で検索しないと絞り込みができないので注意してくだ
さい。

Video Research Ltd.『視聴率ハンドブック』：視聴率とネット・レーティ
ングと広告の講義に先立って読んでください。

個人情報保護委員会の「個人情報保護法について」のWebページの内容は
個人情報保護に関する良質な参考資料です。
 
経済産業省「電子商取引実態調査」
を読むことは電子商取引の学習にプラスになります。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準

　到達目標に示した内容について、データや事例を基に具体的かつ的確に
自分の言葉で説明できているかを評価の基準とします。

評価方法

　定期試験の成績を60％、平常点は40％で、毎授業中のアナライザーで行
う確認テストおよびミニッツペーパーの評価を平常点として評価に反映さ
せます。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　特にテキストは指定しませんが、以下の参考書や授業計
画の各回のキーワードについて説明のある専門書を購入し
たり図書館等で積極的に探したりして読むよう心がけてく
ださい。

◎－－－　参考書　－－－◎

総務省『情報通信白書』（最新版）
e-Gov 法令検索 （これによって検索される各種法令）
  Video Research Ltd.『視聴率ハンドブック』個人情報保護
委員会の「個人情報保護法について」経済産業省「電子商
取引実態調査」（最新版）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　正当な理由のない授業中の入退室や私語、室内での着
帽、授業とは無関係のスマホ操作、居眠り、代返などの迷
惑行為や不正行為は行わないでください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

  “情報”の今昔
  情報を保存するメディアと情報を運搬するメディア
  アナログからデジタルへ：記録・通信・放送・情報シス
テム
  ITコミュニケーション：インターネットが社会にもたら
したもの。
  著作権とフェアユース：ICTと著作権、平成21年・平成24
年改正著作権法をめぐって
  ダウンロード販売：音楽・映像・書籍の電子化の従来の
ビジネスに与えた影響と権利の侵害
  デジタル時代の知的財産権：産業財産権とビジネスモデ
ル
  情報社会と個人情報の保護
  視聴率とネット・レーティングと広告
  広告と個人情報の保護：プロファイリングと個人情報
  情報社会と暗号技術：公開鍵暗号方式から量子暗号まで
  電子商取引：EC化がもたらすもの、BtoB、BtoC、CtoC、
GtoC
  電子決済：クレジット、電子マネー、デビットカード。
電子化がもたらしたもの
  ＳＮＳ：ブログ、ツイッター、フェースブック、ソー
シャルゲームと社会
  総括：情報社会はどんな社会か



2019-4010000351-02情報社会論「（二部）」

永星　浩一

◎商学:A-2,A-3

1.アナログ時代からデジタル時代へ、社会はどのように変わったか、「メディ
ア」をキーワードとして説明できる。　(A-2)

2.情報社会の成立において、どのような制度の見直しが必要であったか、知財
及び個人情報の観点から説明できる。　(A-3)

3.情報技術と結びついた人工知能（AI）が、今後の社会にどのような影響を与
えるか説明できる。　(A-3)

4.情報社会においてビジネスチャンスは拡大したが、従来の商業の中には苦境
に立たされているものも存在する。それらは今後どうあるべきか、知見に基づ
いた考えを述べることができる。　(A-3)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-4010000306-10情報処理基礎「（二部）」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：土・二部１時限　　試験時間割：2020/01/25　夜１限　　

片岡　克己

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義は「基礎」という名称ですが、全くの初心者には難し
い内容となっています。受講するためには「情報表現技術」を
十分に習得しているか、またはそれと同等の知識が必要です。
Windows、ワープロ、電子メール、インターネットに関する知
識がそれぞれ十分で、ファイルとフォルダに関する理解、さら
に前期の情報処理入門で学んだ基本的なプログラミング技術と
アルゴリズムに対する理解を前提としています。
　この講義は、前期の情報処理入門で学んだVBAによるプログ
ラミングは必須ではありませんが、とても重要です。自分の考
えを全く知らない人に伝えるユーザーインターフェイスを考え
ます。
　この講義で学ぶJavaScriptは、Webの世界でよく使われる言語
で、動きのあるWebページや対話的なWebページを作ることが
できます。JavaScriptを使うと、HTMLで作成した「あらかじめ
用意された」静的なページではなく、チャットや掲示板などの
ような「要求に応じて内容が変わる」動的なページを作成でき
ます。講義ではJavaScriptの世界を楽しみながらプログラミング
を基礎から学びます。
企業の研究開発の現場でシステムを開発した実務経験を活か
し、実務の現場で求められる知識や注意事項を中心に講義しま
す。
　演習中心なので予定通り講義が進まないかもしれませんが、
オリジナルシステム作成の楽しさを実感して下さい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

オブジェクトおよびそのプロパティとメソッドを例を上げて説
明できる。(知識・理解)

プログラムの流れを理解し、説明できる(知識・理解)

繰り返し、条件分岐を含んだ簡単なプログラムを書くことが出
来る。(知識・理解)

日常的な問題解決にコンピュータアルゴリズムを利用した考え
方を応用できるようになる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　習得には講義時間だけでは不足です。ほとんど毎回、簡単な
課題を課します。課題一つは比較的容易な内容ですが、これを
溜めてしまうと取り返し困難な状態に陥ります。これを解消す
るため、課題を自分で考える時間を作るようにしましょう。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験、平常点、課題によって評価します。演習主体の科
目であるので、平常点と課題を重視します。進度はとても早い
ので連続して欠席すると単位取得が困難となるのは確実です。
さらに課題は授業計画に従って段階的に課されます。次の課題
に取り組む力が身に付いているかを確認するものですから、確
実に消化していくことが求められます。この課題の達成度が評
価基準となります。
　評価割合は平常点２０％、課題提出４０％、定期試験４０％
とします。

◎－－－　テキスト　－－－◎

布留川英一『ゲームプログラミングの世界』
誠文堂新光社(2013)1,800円+税
ISBN978-4-416-31321-3

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

○欠席・遅刻をしない。
○毎週自分でパソコンを操作しながら復習する。
○講義毎に毎回課される全ての課題を、期限内に提出す
る。
○日常的に問題演習に積極的に取り組む。
○講義時間内の演習だけでは決して足りないので、生活の
一部として自発的な演習を強くお勧めする。

※登録については、『学修ガイド』の「登録制限科目につ
いて」を参照してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１　JavaScriptとは、何だろう？
　２　プログラムを作る
　３　条件分岐
　４　繰り返しの作業
　５　配列
　６　ゲームで考えるオブジェクト
　７　関数
　８　問題演習
　９　文字ラベルを表示する
１０　スプライトを使う
１１　スプライトへのタッチを知る
１２　画面タッチの位置を調べる
１３　仕上げのゲーム
１４　状態カウンター
１５　無限に続くスクロール



2019-4010000306-10情報処理基礎「（二部）」

片岡　克己

◎商学:A-1,A-2,A-3,B-4

1.オブジェクトおよびそのプロパティとメソッドを例を上げて説明できる。　
(A-1)

2.プログラムの流れを理解し、説明できる　(A-2)

3.繰り返し、条件分岐を含んだ簡単なプログラムを書くことが出来る。　(A-3)

4.日常的な問題解決にコンピュータアルゴリズムを利用した考え方を応用でき
るようになる。　(B-4)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-4010000306-11情報処理基礎「（二部）」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・二部１時限　　試験時間割：2020/01/23　夜１限　　

永島　徹

◎－－－　概要　－－－◎

　データベースは現代社会で多く用いられ、知らず知らずのう
ちに使っていることがあります。例えば、携帯電話やスマート
ホンの住所録等です。また、現代は多種・多量の混在したデジ
タルデータを入手することが可能です。この多量なデータから
現在の自分に必要なデータを抽出・加工・解析できることが重
要となります。
　この講義では数多くあるリレーショナルデータベースソフト
の中から手軽に利用できるMS－Access を用いてデータベース
の概念と利用方法の基礎を学習します。また、合わせて有用な
フリーソフトの紹介とインストール方法、その利用について紹
介します。
　データベースソフトであるMS－Accessを操作しますので
「情報表現技術」を受講していること、Windowsの操作・Ms-
Office類・エクスプローラ・マウスの操作が十分できること、
または同程度の知識と操作能力が必要です。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．データベースの概要を理解する。 (知識・理解)

２．テーブル、フィールド、レコードを理解する。(知識・理
解)

３．基礎的なデータベースの設計ができる。(知識・理解)

４．テーブルへのデータ入力ができる。(知識・理解)

５．仮想テーブルが作成できる。 (知識・理解)

６．フォーム・レポートが作成できる。 (技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

  福岡大学のパソコンにインストールされているので自学自習
を基本とする
　毎回の授業で行う操作、課題（授業計画参照）を復習する
（30分）。
また、eラーニングソフトであるMoodleにアクセスし期限まで
に課題を提出する。(30分)
常日頃パソコンに接しパソコンを身近なものとする。（30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　到達目標1.は、データベースの概要を説明するレポート提出
で評価する。(5％)
　到達目標2.3.4.5.6は、毎回の課題レポート（またはMoodle上
での課題の提出）で評価する。(30％)
　課題のデータベース（2回の演習問題）の作成・操作ができ
ることで評価する。(25％)
　そのため、授業に出席することが極めて重要です。
　定期試験40％で評価する。
　

◎－－－　テキスト　－－－◎

『よくわかるMicrosoft Access 2016 基礎』
著者／編集：FOM出版
出版社：富士通エフ・オー・エム　定価2,160円
ISBN978-4-86510-293-2

◎－－－　参考書　－－－◎

「図解　データベースのしくみ」　ISBN 4886486533

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　受講に際しては、キーボード操作ができることが必要で
す。また、実習を中心に行いますので休んだり遅刻しない
ように心掛けることが重要です。必ず復習を行い、分から
ないところは質問してください。次回の実習までには前回
の実習での操作ができるようになることが必要です。
　テキストに沿って授業を行いますのでテキストを持参す
ること。

※登録については、『学修ガイド』の「登録制限科目につ
いて」を参照してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. ガイダンス、（Moodleの使い方）
　 リレーショナルデータベースとは
　 Accessの起動、終了、画面構成
2. データベースの設計、目的の明確化
3. データベースオブジェクトの概略
　 テーブル、クエリ、フォーム、レポート
4. テーブルの設計　テーブル、フィールド、
　 レコード
5. データ入力、リレーション、主キー
6. 外部データの読み込み
7. クエリとは、クエリの作成１
8. クエリの作成２
9. クエリの作成３
10. フォームとは、フォームの作成１
11. フォームの作成２
12. レポートとは、レポートの作成１
13. レポートの作成２
　　外部データへの書き出し
14. 演習１
15. 演習２



2019-4010000306-11情報処理基礎「（二部）」

永島　徹

◎商学:A-1,A-2,A-3,B-4

1.１．データベースの概要を理解する。 　(A-1)

2.２．テーブル、フィールド、レコードを理解する。　(A-1)

3.３．基礎的なデータベースの設計ができる。　(A-2)

4.４．テーブルへのデータ入力ができる。　(A-2)

5.５．仮想テーブルが作成できる。 　(A-3)

6.６．フォーム・レポートが作成できる。 　(B-4)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-4010000305-10情報処理入門「（二部）」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：土・二部１時限　　試験時間割：2019/07/27　夜１限　　

片岡　克己

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義は「入門」という名称ですが、全くの初心者には難し
い内容となっています。受講するためには「情報表現技術」を
十分に習得しているか、またはそれと同等の知識が必要です。
Windows、ワープロ、電子メール、インターネットに関する知
識がそれぞれ十分で、ファイルとフォルダに関する理解を前提
としています。さらにExcelに関する知識は必須ではありませ
んが、あるとかなり有効です。
　この講義では、Excel VBAによる詳細なプログラミングを学
びます。コンピュータを自分の思うように動作させるには、プ
ログラムを自分で作ります。Excel VBAは、そういう意味でと
ても取り組みやすい言語系です。プログラム作成は論理的な思
考方法が必要となるので論理的な思考訓練にもなります。条件
分岐や繰り返しなどの基本構造を用いたプログラム作成を中心
に行い、アルゴリズムに関する理解を深めます。演習中心なの
で予定通り講義が進まないかもしれませんが、プログラム作成
の楽しさを実感して下さい。最初は「情報表現技術」の復習を
兼ねて、ネットワーク活用を練習します。講義以外の時間にも
積極的にネットワークを利用した生活態度を求めます。
Windowsツールを用いて作成したファイルをパソコンからホス
トコンピュータへ転送し利用することも併せて練習します。
　企業の研究開発の現場でシステムを開発した実務経験を活か
し、実務の現場で求められる知識や注意事項を中心に講義しま
す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

Excel のセキュリティについて理解し、正しく利用できる。(知
識・理解)

繰り返し、条件分岐を利用した簡単なプログラムを書くことが
出来る。(知識・理解)

Excel を利用する場合に簡単なVBAプログラムを組み込むこと
が出来る。(知識・理解)

日常的な問題解決にコンピュータアルゴリズムを用いた論理的
な考え方を応用できる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　習得には講義時間だけでは不足です。ほとんど毎回、簡単な
課題を課します。課題一つは簡単な内容ですが、これを溜めて
しまうと困難な状態に陥ります。これを解消するため、課題を
自分で考える時間を作るようにしましょう。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験、平常点、課題によって評価します。演習主体の科
目であるので、平常点と課題を重視します。進度はとても早い
ので連続して欠席をすると単位取得が困難となるのは確実で
す。さらに課題は授業計画に従って段階的に課されます。次の
課題に取り組む力が身に付いているかを確認するものですか
ら、確実に消化していくことが求められます。この課題の達成
度が評価基準となります。
　評価割合は平常点２０％、課題提出４０％、定期試験４０％
とします。

◎－－－　テキスト　－－－◎

立山秀利『ＥｘｃｅｌＶＢＡのプログラミングのツボとコ
ツがゼッタイにわかる本』秀和システム
ISBN/JAN 978-4-7980-1797-6

◎－－－　参考書　－－－◎

きたみあきこ『Excel VBAマスターブック 2010&2007対
応』マイナビ　ISBN 978-4-8399-4419-3

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

○欠席・遅刻をしない。
○毎週自分でパソコンを操作しながら復習する。
○講義毎に毎回課される全ての課題を、期限内に提出す
る。
○日常的に問題演習に積極的に取り組む。
○講義時間内の演習だけでは決して足りないので、生活の
一部として自発的な演習を強くお勧めする。

※登録については、『学修ガイド』の「登録制限科目につ
いて」を参照してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１　Excelの概念
　２　関数と文字列操作
　３　Excel関数の基礎
　４　MacroとVBA
　５　キーボードマクロ
　６　プログラミングの概念
　７　VBA関数とVBA変数
　８　入力メッセージと出力メッセージ
　９　VBA オブジェクト
１０　条件分岐if文
１１　イベントプロシージャ
１２　繰り返し処理　
１３　文字列と日付関数
１４　自作関数
１５　問題演習



2019-4010000305-10情報処理入門「（二部）」

片岡　克己

◎商学:A-1,A-2,A-3,B-4

1.Excel のセキュリティについて理解し、正しく利用できる。　(A-1)

2.繰り返し、条件分岐を利用した簡単なプログラムを書くことが出来る。　
(A-2)

3.Excel を利用する場合に簡単なVBAプログラムを組み込むことが出来る。　
(A-3)

4.日常的な問題解決にコンピュータアルゴリズムを用いた論理的な考え方を応
用できる。　(B-4)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-4010000305-11情報処理入門「（二部）」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・二部１時限　　試験時間割：2019/07/25　夜１限　　

永島　徹

◎－－－　概要　－－－◎

　現代社会では多くのデジタル化された情報が容易に入手でき
ます。例えば、株価の時系列データ（時間的に連続して変化す
るデータ）、国が発行する白書類、またビッグデータと呼ばれ
る大量雑多なデータなどであります。これらのデータの中から
自分が必要とするデータを選別、加工、解析し応用することが
重要です。
　まず、データの収集・整理・加工・分析方法は各人の必要に
より異なり、各種の方法があります。データの加工はFortran、
C、JAVAなどのプログラム言語を用いて加工のためのプログラ
ムを作成します。しかし、これはプログラムの知識を必要と
し、初心者には容易ではありません。また、データ分析は専門
分野の学問的基礎知識、数学、経験を必要とします。
　現代ではスプレッドシートを用いて情報を処理する方法があ
ります。そこで代表的なスプレッドシートであるMS-Excelを用
いて、データの入力、加工、解析、応用方法を学びます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．Excelへのデータ入力、加工、出力などの基本操作ができ
る。 (技能)

２．日常的に表計算ソフトが利用できるようになる。 (知識・
理解)

３．平均値、分散などの統計量の意味を理解する。 (知識・理
解)

４．時系列データの意味を理解し、簡単な分析ができる。 (知
識・理解)

5.　回帰分析の意味を理解し、簡単な分析ができる。(知識・理
解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　毎回の授業で行う操作、課題（授業計画参照）を復習する
（30分）。
また、eラーニングソフトであるMoodleにアクセスし期限まで
に課題を提出する。(30分)
常日頃パソコンに接しパソコンを身近なものとする。（30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　到達目標１，２は，Moodleで提供した課題が解けるかで評価
基準とします。（20%）
　到達目標３，４、５は，時系列データをグラフ化できるか，
平均値や分散等を求めることができるか,回帰分析ができるかを
授業後に提出するレポートで評価します。（30%）
　定期試験(50%)で評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　『500円でわかるエクセル2016（断トツのわかりやす
さ！）』、定価540円、ISBN978-4-05-611010-4、執筆：川
崎純子　共著、発行所：株式会社学研プラス

◎－－－　参考書　－－－◎

500円でわかるエクセル関数　ISBN 9784056104431

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　受講に際しては、キーボード、マウス操作ができること
が必要です。実習を中心に行いますので欠席、遅刻をしな
いように心掛けてください。テキストに沿って授業を行い
ますのでテキストを持参すること。
 

※登録については、『学修ガイド』の「登録制限科目につ
いて」を参照してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．ガイダンス、（Moodleの使い方）
基本操作１　起動、終了操作、ファイル操作
表計算ソフトについて、情報リテラシー
２．基本操作２　データ入力、編集、データ出力等
３．基本操作３　書式の設定等
４．基本操作４　表作成（家計簿）
（四則演算、合計、平均等）
５．基本操作５　データの視覚化
６．演習１（課題のレポート提出）
７．基本操作６　データ整理　（住所録）　
８．基本操作７　表計算と関数（請求書）
９．時系列データ　株価時系列データの収集
　　　　　　　　 グラフ化、移動平均
１０．時系列データ　株価データの傾向（相関）
　　　日経平均株価とニューヨークダウの相関
１１．時系列データ　基準貸付利率を読み込み
　　　基準貸付利率と社会事象の関連
１２．演習２（課題のレポート提出）
１３．回帰分析（最少２乗法による推定）
１４．質的データ（アンケートの処理）
　　　一要因のグラフ化
１５．演習３（課題のレポート提出）



2019-4010000305-11情報処理入門「（二部）」

永島　徹

◎商学:A-1,A-2,A-3,B-4

1.１．Excelへのデータ入力、加工、出力などの基本操作ができる。 　(B-4)

2.２．日常的に表計算ソフトが利用できるようになる。 　(A-1)

3.３．平均値、分散などの統計量の意味を理解する。 　(A-2)

4.４．時系列データの意味を理解し、簡単な分析ができる。 　(A-3)

5.5.　回帰分析の意味を理解し、簡単な分析ができる。　(A-3)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-4010000347-16情報表現技術「（二部）」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：水・二部１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

諸原　真樹

◎－－－　概要　－－－◎

　現代の社会人は、ワープロ、表計算ソフト、そしてプレゼン
テーションソフトは使えて当たり前と見なされる時代です。公式
文書を綺麗に仕上げ、報告書では、データを表計算ソフトでグラ
フ化したものを貼り付け、分析した文章でまとめることができ、
プレゼンテーション・ソフトで、自分の提案をより印象づけたり
できて、ようやく「使いこなしている」と、周りから認めてもら
えることになります。
　ただし、オフィス・ソフトの機能をフルに使いこなして一見綺
麗な成果物が作れるだけではだめです。作成した文書がネット情
報のコピー・アンド・ペーストで埋め尽くされていたのでは何の
価値もありません。引用のルールに基づいた出所の明示や参考資
料一覧の出し方に至るまで、情報倫理に裏打ちされた自己表現が
できているかも重要です。最近ではSNSの隆盛で出来合いの
フォームに入力するだけの情報発信の機会が増えました。ホーム
ページの作成では、Webデザインの基礎を学びます。自分オリジ
ナルの情報表現です。
　本講義は、福岡大学の情報システムの利用実習からはじめ、公
式文書の書式から論文作成のマナーと技術、データの加工と適切
なグラフ表現による情報価値の付加、知財に配慮し、かつ印象に
残るプレゼンテーションやホームページ作成、メール作法など、
スキル及び情報倫理にも配慮した「情報表現」についても解説し
実習をしてもらいます。大学4年間だけでなく就職したあとにも
役立つ内容になっています。

◎－－－　到達目標　－－－◎

Wordでビジネス文書（公式文書）を作成することができる。(知
識・理解)

Excelの機能を使って統計データを的確にグラフ化し、説明するこ
とができる。(知識・理解)

Excelの表やグラフをWordに貼り付けて諸課題についての解説文
を加えレポートを作成することができる。(知識・理解)

信用でき引用可能な文章や統計データや図表などの情報を見分
け、引用ルールに基づいたレポートを作成することができる。(技
能)

PowerPointを用いて現代社会の諸課題とその解決策ならびに社会
の健全な発展についてプレゼン資料を作成し発表できる。(技能)

e-govの統計資料や法律の条文などを必要に応じて利用することが
できる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　テキストを事前に読んで予習したり、パソコンが自宅にある人
は実際試してみるとよいでしょう。事後学習ではテキストを参考
にしながら与えられた課題を確実にこなしてください。
　他の授業で出されたレポート課題や、ゼミ発表のプレゼンテー
ション作成などで、実際に試して応用してみるのが最も良い練習
です。授業時間の何倍も自分で使って初めて身につきます。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　小テストやレポートに加えて実習での取り組みによって到達目
標の達成度の評価を行います。実習評価は40％でレポートおよび
小テスト60％で評価します。レポートは印刷での提出、PC教室の
パソコンにあるWingnetのレポート提出機能のほか、メール添付
の形で提出を求めることがあります。

◎－－－　テキスト　－－－◎

電子ブック形式の速習教本をオンラインで提供します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　実習を中心とした授業ですから、休んだり遅刻したりする
と内容を理解できなくなります。心構えをもって臨んでくだ
さい。
　登録については、学修ガイドの『登録制限科目について』
を参照してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

  導入と基本操作
　センターのパソコン設備の紹介。：パスワード管理の重要
性について。パソコンの起動と終了。マウスとキーボードの
操作。OSの基本操作（起動、ウィンドウ操作。日本語入力と
キーボード操作、切り取り、複写、貼付け等。）
  ポータルの利用と電子メール
　FUポータルに関する説明。 電子メールの送受信とマ
ナー（携帯メールとPCメールの違い）、OneDriveとWebアプ
リの利用。
  Word(1)
　ワープロによる文書の入力。フォントとポイント。中央揃
え、右寄せ。ファイルの保存。印刷。
  Word(2)
　マルチメディア表現。図形処理や画像処理。描画オブジェ
クトの編集、クリップ・アートの挿入。公式文書の作成。
  Excel(1)
　表計算ソフトによってできること。参照のちがい。並べ替
え。計算。
  Excel(2)
　関数によるデータ分析とグラフ化。
  Excel(3)
　WordとExcelの連携。Word文書にExcelの表やグラフを貼り
付け、編集する。形式を選択して貼り付け。
  Word(3)
　論文作成のマナー、引用、図表のキャプション、出所・出
典の明示、脚注・文末注、参考文献。
  PowerPoint(1)
　マルチメディア表現。画像の取り込みと処理・加工、サウ
ンドの取り込みと編集。図形の作成。プレゼンテーションに
用いるためのマルチメディアコンテンツ。
  PowerPoint(2)
　プレゼンテーションの技法の解説。アニメーションとサウ
ンド。報告用プレゼンテーションの作成。資料向け印刷。
  PowerPoint(3)
　プレゼンテーション実習。実際にプレゼンテーションを行
う。
  ホームページ(1)
　ホームページの仕組み。HTML
  ホームページ(2)
　HTML形式での編集と保存。サーバーへの保存と公開。
  画像・映像・音声
　マルチメディアファイルと編集。
  ホームページとマルチメディア表現
　マルチメディア表現とホームページ。

◎－－－　URL　－－－◎

速習教本
(http://star.comm.fukuoka-u.ac.jp/sokushu/)



2019-4010000347-16情報表現技術「（二部）」

諸原　真樹

◎商学:A-1,A-2,A-3,B-4

1.Wordでビジネス文書（公式文書）を作成することができる。　(A-1)

2.Excelの機能を使って統計データを的確にグラフ化し、説明することができ
る。　(A-2)

3.Excelの表やグラフをWordに貼り付けて諸課題についての解説文を加えレ
ポートを作成することができる。　(A-3)

4.信用でき引用可能な文章や統計データや図表などの情報を見分け、引用ルー
ルに基づいたレポートを作成することができる。　(B-4)

5.PowerPointを用いて現代社会の諸課題とその解決策ならびに社会の健全な発
展についてプレゼン資料を作成し発表できる。　(B-4)

6.e-govの統計資料や法律の条文などを必要に応じて利用することができる。　
(B-4)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-4010000347-17情報表現技術「（二部）」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：水・二部１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

諸原　真樹

◎－－－　概要　－－－◎

　現代の社会人は、ワープロ、表計算ソフト、そしてプレゼン
テーションソフトは使えて当たり前と見なされる時代です。公式
文書を綺麗に仕上げ、報告書では、データを表計算ソフトでグラ
フ化したものを貼り付け、分析した文章でまとめることができ、
プレゼンテーション・ソフトで、自分の提案をより印象づけたり
できて、ようやく「使いこなしている」と、周りから認めてもら
えることになります。
　ただし、オフィス・ソフトの機能をフルに使いこなして一見綺
麗な成果物が作れるだけではだめです。作成した文書がネット情
報のコピー・アンド・ペーストで埋め尽くされていたのでは何の
価値もありません。引用のルールに基づいた出所の明示や参考資
料一覧の出し方に至るまで、情報倫理に裏打ちされた自己表現が
できているかも重要です。最近ではSNSの隆盛で出来合いの
フォームに入力するだけの情報発信の機会が増えました。ホーム
ページの作成では、Webデザインの基礎を学びます。自分オリジ
ナルの情報表現です。
　本講義は、福岡大学の情報システムの利用実習からはじめ、公
式文書の書式から論文作成のマナーと技術、データの加工と適切
なグラフ表現による情報価値の付加、知財に配慮し、かつ印象に
残るプレゼンテーションやホームページ作成、メール作法など、
スキル及び情報倫理にも配慮した「情報表現」についても解説し
実習をしてもらいます。大学4年間だけでなく就職したあとにも
役立つ内容になっています。

◎－－－　到達目標　－－－◎

Wordでビジネス文書（公式文書）を作成することができる。(知
識・理解)

Excelの機能を使って統計データを的確にグラフ化し、説明するこ
とができる。(知識・理解)

Excelの表やグラフをWordに貼り付けて諸課題についての解説文
を加えレポートを作成することができる。(知識・理解)

信用でき引用可能な文章や統計データや図表などの情報を見分
け、引用ルールに基づいたレポートを作成することができる。(技
能)

PowerPointを用いて現代社会の諸課題とその解決策ならびに社会
の健全な発展についてプレゼン資料を作成し発表できる。(技能)

e-govの統計資料や法律の条文などを必要に応じて利用することが
できる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　テキストを事前に読んで予習したり、パソコンが自宅にある人
は実際試してみるとよいでしょう。事後学習ではテキストを参考
にしながら与えられた課題を確実にこなしてください。
　他の授業で出されたレポート課題や、ゼミ発表のプレゼンテー
ション作成などで、実際に試して応用してみるのが最も良い練習
です。授業時間の何倍も自分で使って初めて身につきます。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　小テストやレポートに加えて実習での取り組みによって到達目
標の達成度の評価を行います。実習評価は40％でレポートおよび
小テスト60％で評価します。レポートは印刷での提出、PC教室の
パソコンにあるWingnetのレポート提出機能のほか、メール添付
の形で提出を求めることがあります。

◎－－－　テキスト　－－－◎

電子ブック形式の速習教本をオンラインで提供します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　実習を中心とした授業ですから、休んだり遅刻したりする
と内容を理解できなくなります。心構えをもって臨んでくだ
さい。
　登録については、学修ガイドの『登録制限科目について』
を参照してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

  導入と基本操作
　センターのパソコン設備の紹介。：パスワード管理の重要
性について。パソコンの起動と終了。マウスとキーボードの
操作。OSの基本操作（起動、ウィンドウ操作。日本語入力と
キーボード操作、切り取り、複写、貼付け等。）
  ポータルの利用と電子メール
　FUポータルに関する説明。 電子メールの送受信とマ
ナー（携帯メールとPCメールの違い）、OneDriveとWebアプ
リの利用。
  Word(1)
　ワープロによる文書の入力。フォントとポイント。中央揃
え、右寄せ。ファイルの保存。印刷。
  Word(2)
　マルチメディア表現。図形処理や画像処理。描画オブジェ
クトの編集、クリップ・アートの挿入。公式文書の作成。
  Excel(1)
　表計算ソフトによってできること。参照のちがい。並べ替
え。計算。
  Excel(2)
　関数によるデータ分析とグラフ化。
  Excel(3)
　WordとExcelの連携。Word文書にExcelの表やグラフを貼り
付け、編集する。形式を選択して貼り付け。
  Word(3)
　論文作成のマナー、引用、図表のキャプション、出所・出
典の明示、脚注・文末注、参考文献。
  PowerPoint(1)
　マルチメディア表現。画像の取り込みと処理・加工、サウ
ンドの取り込みと編集。図形の作成。プレゼンテーションに
用いるためのマルチメディアコンテンツ。
  PowerPoint(2)
　プレゼンテーションの技法の解説。アニメーションとサウ
ンド。報告用プレゼンテーションの作成。資料向け印刷。
  PowerPoint(3)
　プレゼンテーション実習。実際にプレゼンテーションを行
う。
  ホームページ(1)
　ホームページの仕組み。HTML
  ホームページ(2)
　HTML形式での編集と保存。サーバーへの保存と公開。
  画像・映像・音声
　マルチメディアファイルと編集。
  ホームページとマルチメディア表現
　マルチメディア表現とホームページ。

◎－－－　URL　－－－◎

速習教本
(http://star.comm.fukuoka-u.ac.jp/sokushu/)



2019-4010000347-17情報表現技術「（二部）」

諸原　真樹

◎商学:A-1,A-2,A-3,B-4

1.Wordでビジネス文書（公式文書）を作成することができる。　(A-1)

2.Excelの機能を使って統計データを的確にグラフ化し、説明することができ
る。　(A-2)

3.Excelの表やグラフをWordに貼り付けて諸課題についての解説文を加えレ
ポートを作成することができる。　(A-3)

4.信用でき引用可能な文章や統計データや図表などの情報を見分け、引用ルー
ルに基づいたレポートを作成することができる。　(B-4)

5.PowerPointを用いて現代社会の諸課題とその解決策ならびに社会の健全な発
展についてプレゼン資料を作成し発表できる。　(B-4)

6.e-govの統計資料や法律の条文などを必要に応じて利用することができる。　
(B-4)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-4010000347-25情報表現技術「（二部）」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：土・二部２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

片岡　克己

◎－－－　概要　－－－◎

　現代の社会人は、ワープロ、表計算ソフト、そしてプレゼンテー
ションソフトは使えて当たり前と見なされる時代です。公式文書を
綺麗に仕上げ、報告書では、データを表計算ソフトでグラフ化した
ものを貼り付け、分析した文章でまとめることができ、プレゼン
テーション・ソフトで、自分の提案をより印象づけたりできて、よ
うやく「使いこなしている」と、周りから認めてもらえることにな
ります。
　ただし、オフィス・ソフトの機能をフルに使いこなして一見綺麗
な成果物が作れるだけではだめです。作成した文書がネット情報の
コピー・アンド・ペーストで埋め尽くされていたのでは何の価値も
ありません。引用のルールに基づいた出所の明示や参考資料一覧の
出し方に至るまで、情報倫理に裏打ちされた自己表現ができている
かも重要です。最近ではSNSの隆盛で出来合いのフォームに入力する
だけの情報発信の機会が増えました。ホームページの作成では、Web
デザインの基礎を学びます。自分オリジナルの情報表現です。
　本講義は、福岡大学の情報システムの利用実習からはじめ、公式
文書の書式から論文作成のマナーと技術、データの加工と適切なグ
ラフ表現による情報価値の付加、知財に配慮し、かつ印象に残るプ
レゼンテーションやホームページ作成、メール作法など、スキル及
び情報倫理にも配慮した「情報表現」についても解説し実習をして
もらいます。大学4年間だけでなく就職したあとにも役立つ内容に
なっています。
　企業の研究開発の現場でシステムを開発した実務経験を活かし、
実務の現場で求められる知識や注意事項を中心に講義します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

Wordでビジネス文書（公式文書）を作成することができる。(知識・
理解)

e-govの統計資料や法律の条文などを必要に応じて利用することがで
きる。(知識・理解)

Excelの機能を使って統計データを的確にグラフ化し、説明すること
ができる。(知識・理解)

Excelの表やグラフをWordに貼り付けて解説文を加えレポートを作成
することができる。(技能)

Excelの関数機能を使い、企業の財務データを分析することができ
る。(技能)

信用でき引用可能な文章や統計データや図表などの情報を見分け、
引用ルールに基づいたレポートを作成することができる。(技能)

PowerPointを用いて地域や団体のPRといったプレゼン資料を作成でき
る。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　テキストを事前に読んで予習したり、パソコンが自宅にある人は
実際試してみるとよいでしょう。事後学習ではテキストを参考にし
ながら与えられた課題を確実にこなしてください。
　他の授業で出されたレポート課題や、ゼミ発表のプレゼンテー
ション作成などで、実際に試して応用してみるのが最も良い練習で
す。授業時間の何倍も自分で使って初めて身につきます。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　小テストやレポートに加えて実習での取り組みによって到達目標
の達成度の評価を行います。実習評価は40％でレポートおよび小テ
スト60％で評価します。レポートは印刷での提出、PC教室のパソコ
ンにあるWingnetのレポート提出機能のほか、メール添付の形で提出
を求めることがあります。

◎－－－　テキスト　－－－◎

電子ブック形式の速習教本をオンラインで提供します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　実習を中心とした授業ですから、休んだり遅刻したりする
と内容を理解できなくなります。心構えをもって臨んでくだ
さい。
　登録については、学修ガイドの『登録制限科目について』
を参照してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

  導入と基本操作
　センターのパソコン設備の紹介。：パスワード管理の重要
性について。パソコンの起動と終了。マウスとキーボードの
操作。OSの基本操作（起動、ウィンドウ操作。日本語入力と
キーボード操作、切り取り、複写、貼付け等。）
  ポータルの利用と電子メール
　FUポータルに関する説明。 電子メールの送受信とマ
ナー（携帯メールとPCメールの違い）、OneDriveとWebアプ
リの利用。
  Word(1)
　ワープロによる文書の入力。フォントとポイント。中央揃
え、右寄せ。ファイルの保存。印刷。
  Word(2)
　マルチメディア表現。図形処理や画像処理。描画オブジェ
クトの編集、クリップ・アートの挿入。公式文書の作成。
  Excel(1)
　表計算ソフトによってできること。参照のちがい。並べ替
え。計算。
  Excel(2)
　関数によるデータ分析とグラフ化。
  Excel(3)
　WordとExcelの連携。Word文書にExcelの表やグラフを貼り
付け、編集する。形式を選択して貼り付け。
  Word(3)
　論文作成のマナー、引用、図表のキャプション、出所・出
典の明示、脚注・文末注、参考文献。
  PowerPoint(1)
　マルチメディア表現。画像の取り込みと処理・加工、サウ
ンドの取り込みと編集。図形の作成。プレゼンテーションに
用いるためのマルチメディアコンテンツ。
  PowerPoint(2)
　プレゼンテーションの技法の解説。アニメーションとサウ
ンド。報告用プレゼンテーションの作成。資料向け印刷。
  PowerPoint(3)
　プレゼンテーション実習。実際にプレゼンテーションを行
う。
  ホームページ(1)
　ホームページの仕組み。HTML
  ホームページ(2)
　HTML形式での編集と保存。サーバーへの保存と公開。
  画像・映像・音声
　マルチメディアファイルと編集。
  ホームページとマルチメディア表現
　マルチメディア表現とホームページ。

◎－－－　URL　－－－◎

速習教本
(http://star.comm.fukuoka-u.ac.jp/sokushu/)



2019-4010000347-25情報表現技術「（二部）」

片岡　克己

◎商学:A-1,A-2,A-3,B-4

1.Wordでビジネス文書（公式文書）を作成することができる。　(A-1)

2.e-govの統計資料や法律の条文などを必要に応じて利用することができる。　
(A-2)

3.Excelの機能を使って統計データを的確にグラフ化し、説明することができ
る。　(A-3)

4.Excelの表やグラフをWordに貼り付けて解説文を加えレポートを作成するこ
とができる。　(B-4)

5.Excelの関数機能を使い、企業の財務データを分析することができる。　(B-4)

6.信用でき引用可能な文章や統計データや図表などの情報を見分け、引用ルー
ルに基づいたレポートを作成することができる。　(B-4)

7.PowerPointを用いて地域や団体のPRといったプレゼン資料を作成できる。　
(B-4)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-4010000347-26情報表現技術「（二部）」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：土・二部２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

片岡　克己

◎－－－　概要　－－－◎

　現代の社会人は、ワープロ、表計算ソフト、そしてプレゼンテー
ションソフトは使えて当たり前と見なされる時代です。公式文書を
綺麗に仕上げ、報告書では、データを表計算ソフトでグラフ化した
ものを貼り付け、分析した文章でまとめることができ、プレゼン
テーション・ソフトで、自分の提案をより印象づけたりできて、よ
うやく「使いこなしている」と、周りから認めてもらえることにな
ります。
　ただし、オフィス・ソフトの機能をフルに使いこなして一見綺麗
な成果物が作れるだけではだめです。作成した文書がネット情報の
コピー・アンド・ペーストで埋め尽くされていたのでは何の価値も
ありません。引用のルールに基づいた出所の明示や参考資料一覧の
出し方に至るまで、情報倫理に裏打ちされた自己表現ができている
かも重要です。最近ではSNSの隆盛で出来合いのフォームに入力する
だけの情報発信の機会が増えました。ホームページの作成では、Web
デザインの基礎を学びます。自分オリジナルの情報表現です。
　本講義は、福岡大学の情報システムの利用実習からはじめ、公式
文書の書式から論文作成のマナーと技術、データの加工と適切なグ
ラフ表現による情報価値の付加、知財に配慮し、かつ印象に残るプ
レゼンテーションやホームページ作成、メール作法など、スキル及
び情報倫理にも配慮した「情報表現」についても解説し実習をして
もらいます。大学4年間だけでなく就職したあとにも役立つ内容に
なっています。
　企業の研究開発の現場でシステムを開発した実務経験を活かし、
実務の現場で求められる知識や注意事項を中心に講義します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

Wordでビジネス文書（公式文書）を作成することができる。(知識・
理解)

e-govの統計資料や法律の条文などを必要に応じて利用することがで
きる。(知識・理解)

Excelの機能を使って統計データを的確にグラフ化し、説明すること
ができる。(知識・理解)

Excelの表やグラフをWordに貼り付けて解説文を加えレポートを作成
することができる。(技能)

Excelの関数機能を使い、企業の財務データを分析することができ
る。(技能)

信用でき引用可能な文章や統計データや図表などの情報を見分け、
引用ルールに基づいたレポートを作成することができる。(技能)

PowerPointを用いて地域や団体のPRといったプレゼン資料を作成でき
る。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　テキストを事前に読んで予習したり、パソコンが自宅にある人は
実際試してみるとよいでしょう。事後学習ではテキストを参考にし
ながら与えられた課題を確実にこなしてください。
　他の授業で出されたレポート課題や、ゼミ発表のプレゼンテー
ション作成などで、実際に試して応用してみるのが最も良い練習で
す。授業時間の何倍も自分で使って初めて身につきます。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　小テストやレポートに加えて実習での取り組みによって到達目標
の達成度の評価を行います。実習評価は40％でレポートおよび小テ
スト60％で評価します。レポートは印刷での提出、PC教室のパソコ
ンにあるWingnetのレポート提出機能のほか、メール添付の形で提出
を求めることがあります。

◎－－－　テキスト　－－－◎

電子ブック形式の速習教本をオンラインで提供します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　実習を中心とした授業ですから、休んだり遅刻したりする
と内容を理解できなくなります。心構えをもって臨んでくだ
さい。
　登録については、学修ガイドの『登録制限科目について』
を参照してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

  導入と基本操作
　センターのパソコン設備の紹介。：パスワード管理の重要
性について。パソコンの起動と終了。マウスとキーボードの
操作。OSの基本操作（起動、ウィンドウ操作。日本語入力と
キーボード操作、切り取り、複写、貼付け等。）
  ポータルの利用と電子メール
　FUポータルに関する説明。 電子メールの送受信とマ
ナー（携帯メールとPCメールの違い）、OneDriveとWebアプ
リの利用。
  Word(1)
　ワープロによる文書の入力。フォントとポイント。中央揃
え、右寄せ。ファイルの保存。印刷。
  Word(2)
　マルチメディア表現。図形処理や画像処理。描画オブジェ
クトの編集、クリップ・アートの挿入。公式文書の作成。
  Excel(1)
　表計算ソフトによってできること。参照のちがい。並べ替
え。計算。
  Excel(2)
　関数によるデータ分析とグラフ化。
  Excel(3)
　WordとExcelの連携。Word文書にExcelの表やグラフを貼り
付け、編集する。形式を選択して貼り付け。
  Word(3)
　論文作成のマナー、引用、図表のキャプション、出所・出
典の明示、脚注・文末注、参考文献。
  PowerPoint(1)
　マルチメディア表現。画像の取り込みと処理・加工、サウ
ンドの取り込みと編集。図形の作成。プレゼンテーションに
用いるためのマルチメディアコンテンツ。
  PowerPoint(2)
　プレゼンテーションの技法の解説。アニメーションとサウ
ンド。報告用プレゼンテーションの作成。資料向け印刷。
  PowerPoint(3)
　プレゼンテーション実習。実際にプレゼンテーションを行
う。
  ホームページ(1)
　ホームページの仕組み。HTML
  ホームページ(2)
　HTML形式での編集と保存。サーバーへの保存と公開。
  画像・映像・音声
　マルチメディアファイルと編集。
  ホームページとマルチメディア表現
　マルチメディア表現とホームページ。

◎－－－　URL　－－－◎

速習教本
(http://star.comm.fukuoka-u.ac.jp/sokushu/)



2019-4010000347-26情報表現技術「（二部）」

片岡　克己

◎商学:A-1,A-2,A-3,B-4

1.Wordでビジネス文書（公式文書）を作成することができる。　(A-1)

2.e-govの統計資料や法律の条文などを必要に応じて利用することができる。　
(A-2)

3.Excelの機能を使って統計データを的確にグラフ化し、説明することができ
る。　(A-3)

4.Excelの表やグラフをWordに貼り付けて解説文を加えレポートを作成するこ
とができる。　(B-4)

5.Excelの関数機能を使い、企業の財務データを分析することができる。　(B-4)

6.信用でき引用可能な文章や統計データや図表などの情報を見分け、引用ルー
ルに基づいたレポートを作成することができる。　(B-4)

7.PowerPointを用いて地域や団体のPRといったプレゼン資料を作成できる。　
(B-4)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-4010000354-03情報倫理「（二部）」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・二部１時限　　試験時間割：2019/07/31　夜１限　　

津曲　隆

◎－－－　概要　－－－◎

　携帯電話やスマートフォンの情報端末の普及などによって、機器の基
本的な操作ができる若者が増加する一方、社会が健全であり続けるため
に必要とされるネットワークや情報の利用マナーを個人が身に付けるこ
とはより難しくなってきています。例えば、メールの同報機能は、抵抗
なく使用すると個人情報の保護の問題に抵触する可能性があるとか、震
災時に善行を装ったデマのチェーンメールに引っかかると被害者である
と同時に加害者ともなりうることなど、自然に身につくものではなく、
「情報技術や情報社会の知識」とともに、きちんと学ぶことによってし
か身につきません。これらの知識と密接な情報マナーの事例は数多くあ
ります。例えば、音楽CDなど、著作権法で規定された私的利用を逸脱し
たコンテンツのコピーが一般化して、産業の健全な発展の阻害要因とも
なっている現状があります。文字情報に関しても、洋の東西を問わず、
ほとんどの大学で、ネット情報のコピー・アンド・ペーストでレポート
を作成することに抵抗のない学生が増えたことで苦悩しています。この
ままでは、私たちの暮らしを豊かにするはずだった情報社会の深化が、
社会を支えるべき人間を、ひいては社会そのものを劣化させることにも
つながりかねません。
　このような現実に対して「こうすべき」とか「こうしてはならない」
といった単なる題目を唱えるだけでは実質的な効果は期待できません。
事実関係としての情報と社会倫理とのかかわりに関する「知識」ひいて
は「見識」に裏打ちされた倫理意識を身に付け、情報（産業）社会の健
全な発展に寄与することのできる資質を身に付けた人材が社会に輩出さ
れることこそ大切で、この科目の目的でもあります。その目的のため、
本講義では、情報倫理だけでなく、情報化の歴史と社会の変化、経済の
受けた影響なども関連知識として取り上げます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

情報社会の成立に伴って情報倫理が必要とされてきた理由について説明
できる。(知識・理解)

デジタル化の進展に伴って情報社会が成立した歴史を説明できる。(知
識・理解)

現代の情報社会において情報モラルが必要とされる理由と現状を説明で
きる。(知識・理解)

情報社会の健全な発展について、ネット情報から良質な情報（文章、統
計データ、図表）を選び出し、適切な引用ルールに則ったレポートを作
成できる。(技能)

情報社会の諸問題の解決に関する情報倫理の重要性を商業の観点から説
明できる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　以下の資料を講義の前に学習することを勧めます。

総務省『情報通信白書』：本講義の全体に関連します。

e-Gov 法令検索で、関連する法律の条文に目を通すことが出来ます。

個人情報保護委員会「個人情報の保護のページ」
 
経済産業省「電子商取引実態調査」

　上の資料以外にも、授業計画の各回のキーワードについて説明のある
本を図書館等で積極的に探したりして読むよう心がけてください。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　情報社会における情報倫理のあり方を客観的に説明できることも重要
ですが、自分自身が倫理に適った生き方ができるようになっているかが
それにも増して重要となります。ミニッツペーパーやレポートは内容以
上に正しい情報倫理観のもと作成されているかが評価対象となります。
定期試験60％、確認小テストやレポートなど平常点40％の割合で評価し
ます。

◎－－－　テキスト　－－－◎

高橋慈子、原田隆史、佐藤翔、岡部晋典（2014）『情報倫
理－ネット時代のソーシャル・リテラシー－』技術評論社
　ISBN 978-4-7741-6822-7

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　正当な理由のない授業中の入退室や私語、室内での着
帽、授業とは無関係のスマホ操作、居眠り、代返などの迷
惑行為や不正行為は行わないでください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

情報倫理とは
情報社会と情報倫理
ネットとコミュニケーション
メディアの変遷
メディアリテラシー
情報技術とセキュリティ
インターネットと犯罪
プライバシーと個人情報
知的所有権
企業と情報倫理
科学技術と倫理
デジタルデバイドとユニバーサルデザイン
SNSと情報モラル
情報通信社会とリテラシー
これまでのまとめ

◎－－－　URL　－－－◎

速習教本
(http://star.comm.fukuoka-u.ac.jp/sokushu/)



2019-4010000354-03情報倫理「（二部）」

津曲　隆

◎商学:A-1,A-2,A-3,B-4

1.情報社会の成立に伴って情報倫理が必要とされてきた理由について説明でき
る。　(A-1)

2.デジタル化の進展に伴って情報社会が成立した歴史を説明できる。　(A-2)

3.現代の情報社会において情報モラルが必要とされる理由と現状を説明でき
る。　(A-3)

4.情報社会の健全な発展について、ネット情報から良質な情報（文章、統計
データ、図表）を選び出し、適切な引用ルールに則ったレポートを作成でき
る。　(B-4)

5.情報社会の諸問題の解決に関する情報倫理の重要性を商業の観点から説明で
きる。　(B-4)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-4010000401-02生活保障論「（二部）」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・二部１時限　　試験時間割：2019/07/30　夜１限　　

根本　篤司

◎－－－　概要　－－－◎

　人間の死亡事故、疾病・傷害、後遺障害、また高齢にともな
う所得の停止・減少・滅失は身体的な影響だけではなく、家庭
の家計管理に経済的な影響を与える。これらのリスクは生活の
身近にある点で特徴的である。

　生活保障の目的は、こうしたリスクへの経済的方策を講じる
ことである。たとえば、社会保険・社会保障の公的保障と、民
間保険会社の保険商品を活用する私的保障の組み合わせの決定
は、生活保障で扱う大切な内容であろう。

　しかしながら、公的保障の基盤である社会保障制度をみる
と、生産年齢人口の減少と高齢者の増加により社会保障財政は
逼迫しており、また、公的年金制度や健康保険制度の保険料負
担の増大のために、社会保障制度への不信感は深まっている。

　一方、私的保障の中心である私的保険・年金を扱う保険企業
は、マイナス金利政策のもとで、国内外からの競争圧力にさら
されている。収益追求と健全性の堅持を目指すための保険経営
は各ステークホルダーの大きな関心事であろう。
　
　そこで本講義では、人身に関するリスクへの経済的保障とし
ての生活保障の概念について概観する。具体的には、生活保障
を合理的に実践するための生活設計の考え方を確認し、その上
で公的保障と私的保障の領域で活用される社会保険・社会保障
の各制度と生命保険制度について時事的な課題に触れながら、
制度の動向を確認する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

生活保障に関する基本的な知識を適切に理解できる。(知識・
理解)

日本の社会保障制度および保険会社を取り巻く現状を理解でき
る。(知識・理解)

公的年金制度の財政問題や医療費の抑制、公的介護保険の持続
可能性など生活保障を講じる上で社会的に解決すべき課題を説
明できる。(知識・理解)

一般的な生活設計の観点から社会保障と企業保障、個人保障の
課題を自ら見つけることができる。(技能)

生活者の視点に立って、リスクを適切に認識した上で生活設計
に取り組む姿勢をもつことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習として、指定したテキストの範囲を事前に読み、わからな
いことを調べておくこと（90分）
復習として、板書内容についてテキストを読み、講義内容の理
解に努めること（90分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

社会保障や社会保険、生命保険などの生活保障に必須の基礎知
識を適切に説明できているかを評価基準とする。
定期試験による成績を9割、ミニッツペーパーの提出などを含
む平常点を1割で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

田畑康人＝岡村国和編著（2018）『読みながら考える保険
論』増補改訂第3版、八千代出版。
その他、適宜紹介する。
ISBN-10: 4842917148
ISBN-13: 978-4842917146

◎－－－　参考書　－－－◎

石田重森（2006）『改革期の社会保障』　ISBN
9784879546227
その他、適宜紹介する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

保険論、リスクマネジメント論などの関連科目の受講を期
待したい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　現代社会と生活設計
2　経済的福祉と経済外福祉
3　保険・年金の活用と生活設計（1）
4　保険・年金の活用と生活設計（2）
5　公的保障と私的保障（1）
6　公的保障と私的保障（2）
7　社会保障をめぐる問題
8　社会保険の種類（1）
9　社会保険の種類（2）
10　社会保険の種類（3）
11　生命保険・年金保険の需要
12　年金保険の特徴
13　生命保険企業の金融性
14　生命保険企業の福祉性
15　生活保障をめぐる現代的課題（まとめ）

※講義の進捗状況により授業計画を変更することがある。
またニュースバリューの高い時事問題を優先的に取り上げ
る場合がある。



2019-4010000401-02生活保障論「（二部）」

根本　篤司

◎商学:A-1,A-2,A-3,B-1,C-2

1.生活保障に関する基本的な知識を適切に理解できる。　(A-1)

2.日本の社会保障制度および保険会社を取り巻く現状を理解できる。　(A-2)

3.公的年金制度の財政問題や医療費の抑制、公的介護保険の持続可能性など生
活保障を講じる上で社会的に解決すべき課題を説明できる。　(A-3)

4.一般的な生活設計の観点から社会保障と企業保障、個人保障の課題を自ら見
つけることができる。　(B-1)

5.生活者の視点に立って、リスクを適切に認識した上で生活設計に取り組む姿
勢をもつことができる。　(C-2)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-4010000332-02西洋商業史Ｂ「（二部）」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・二部２時限　　試験時間割：2020/01/24　夜２限　　

藤田　裕邦

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義では、近世以降の西洋における商業・経済の流れにつ
いて取り扱う。
　現代の多くの国で機能している経済のしくみは、資本主義と
呼ばれる。このしくみが本格的に展開するのは，おおむね18世
紀以降の近代と呼ばれる時代からであるが、その萌芽は16世紀
に始まる近世に遡る。近世に入ると、中世において機能してい
た「領主制」と「共同体」が解体して個人の自由裁量の余地が
広がり、経済的合理主義を前面に打ち出した経済活動が広汎に
行われるようになった。また、この頃からヨーロッパ人の活動
が非ヨーロッパにまで拡大したため、資源利用と経済交流が全
地球規模で展開することとなった。こうしたことから、近世以
降は、中世までとは異なった形で経済が急速に展開していくの
である。本講義では、資本主義を準備・展開させた近世・近代
という時代を対象とする。 また、取り扱う事象は狭く商業に限
定することなく、農業・工業などを含む経済活動全体、さらに
は社会状況にまで眼を向けていく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

西洋近世・近代の商業・経済状況について、基本的な知識を習
得している。(知識・理解)

近世・近代においての、ヨーロッパ諸国相互間や、ヨーロッパ
世界と非ヨーロッパ世界との間の経済関係について説明でき
る。(知識・理解)

現代西洋社会の習慣や制度の背景に隠れている歴史的事情を見
出すことができる。(知識・理解)

歴史を振り返ることによって、西洋の社会・経済の今後の見通
しについて考えることができる。(知識・理解)

日常生活や社会で見られる様々な事柄に対応するために、西洋
商業史学習での経験を活用することができる。(態度・志向性)

日常生活や社会で見聞したことを、西洋商業史学習の成果と関
連付けて考えることができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　毎回の授業終了後、内容確認のための学習課題をFUポータ
ル（「授業関連」→「授業支援」→「授業管理」）に掲出する
ので、それをもとに各自で復習すること（60分）。
　また、授業に関する連絡事項も、同様にFUポータルに掲出
するので、毎回の授業前後に確認すること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準：
　授業において取り扱った事項と、その背景事情について、基
本的な知識を習得しているかどうかを、評価基準とする。
評価方法：
　定期試験のみによって評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

使用しない。

◎－－－　参考書　－－－◎

（１）奥西孝至ほか『西洋経済史』（有斐閣アルマ）有斐
閣，2010年　ISBN 978-4-641-12404-2
（２）神武庸四郎・萩原伸次郎『西洋経済史』（有斐閣S
シリーズ）有斐閣，1989年　ISBN 4-641-05926-8
（３）「世界の歴史」編集委員会（編）『新 もういちど
読む山川世界史』　山川出版社，2017年　ISBN
978-4-634-64090-0
　（１）（２）は、教科書的体裁の大学生向け概説書であ
る。商業史・経済史のすべての事象を授業において完全に
網羅することは不可能であるから、授業では立ち入らな
かった事象について興味を持った時には、これらも利用し
て欲しい。
　（３）は、高等学校「世界史B」の教科書をもとに一般
読者向けに取りまとめられた、世界史の概説書である。下
記【履修上の留意点】について不安を抱いている人が利用
するのに適している。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　限られた授業時間の中で、西洋史に関する基礎的な知識
の全てを取り扱う余裕はない。幸い、中学校「社会」の歴
史的分野では常識と目される程度の世界史の学習は行なわ
れており、また、高等学校学習指導要領では「世界史A」
または「世界史B」の履修が必修とされている。そこで本
講義は、受講者が、中学校「社会」程度の世界史の知識を
持ち合せていること、高等学校「世界史A」「世界史B」
程度の事項は百科事典・歴史事典などによって自力で調べ
ることを前提に、授業を行う。　

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　中世社会と近世社会
２　イングランドの工業化
３　商業革命
４　オランダ商業の展開（１）オランダの興隆
５　オランダ商業の展開（２）オランダの貿易関係
６　イギリスの海外進出（１）イギリスの貿易関係
７　イギリスの海外進出（２）イギリスの経済政策
８　フランス・ドイツの動向
９　ヨーロッパ諸国の植民地争奪
10　産業革命（１）農業革命と産業革命
11　産業革命（２）イギリス産業革命の特徴
12　世界市場の形成（１）「世界の工場」イギリス
13　世界市場の形成（２）イギリス経済の弱点
14　アメリカ経済の展開（１）独立前後のアメリカ経済
15　アメリカ経済の展開（２）独立後の経済発展



2019-4010000332-02西洋商業史Ｂ「（二部）」

藤田　裕邦

◎商学

1.西洋近世・近代の商業・経済状況について、基本的な知識を習得している。
　(A-1)

2.近世・近代においての、ヨーロッパ諸国相互間や、ヨーロッパ世界と非ヨー
ロッパ世界との間の経済関係について説明できる。　(A-2)

3.現代西洋社会の習慣や制度の背景に隠れている歴史的事情を見出すことがで
きる。　(A-3)

4.歴史を振り返ることによって、西洋の社会・経済の今後の見通しについて考
えることができる。　(A-4)

5.日常生活や社会で見られる様々な事柄に対応するために、西洋商業史学習で
の経験を活用することができる。　(C-1)

6.日常生活や社会で見聞したことを、西洋商業史学習の成果と関連付けて考え
ることができる。　(C-2)

◎　商学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が置かれている経済社会状況（内外の環境与件）を説明するこ
とができる。
A-3　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が取り組むべき課題が何であるかについて説明することができ
る。
A-4　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が発展する方向について説明することができる。
A-5　商学は実学であり、多種多様な知識、見識とともに商学に関する理
論的・歴史的・実践的な知識が用いられるべきであることを理解してい
る。(2018年度)
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　先入観にとらわれずに、企業、産業、地域が取り組むべき課題を発
見することができる。
B-2　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、商学に関
する理論的・歴史的・実践的な知識を応用したプロジェクトを企画、立
案することができる。
B-3　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、他者と連
携したチーム活動においてリーダーシップを発揮することができる。
B-4　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、情報技術
等を用いて国内外の事例を収集し、課題解決に必要な知見を抽出するこ
とができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　社会の一員として、地域や社会の発展に商学的な見地から貢献する
姿勢をもっている。
C-2　社会の一員として、地域や社会の発展に貢献するために、自ら成長
し、商学的な知識や多種多様な知識、見識を学び続けることができる。
C-3　地域や社会の発展に向けて、主体的、協調的に他者を巻き込む行動
をとることができる。



2019-4010000395-02地域商業論「（二部）」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：土・二部２時限　　試験時間割：2019/07/27　夜２限　　

笹川　洋平

◎－－－　概要　－－－◎

わが国の商業は、過去30年間、事業所数を減少させつづけている。小
売商店についてみると、1982年の172万店から2016年には102万店へと
減少している。減少する事業所の大半は個人が経営する個人商店であ
る。

かつて中小商業問題として小売商店数の過剰が問題視された時代は遠
い過去のものとなり、こんにちでは小売商店数の「過少」が買物弱者
を生み、生活困難ひいては地域社会の存続にかかわる問題として認識
されている。

加えて、個人商店数の減少は 「商店街」の存続問題にも及んでおり、
商店街と関連する産業が生む雇用機会をも縮小するといわれている。
それだけではない。商店街の衰退は、地域で生活する人々が、｢地域の
文化的価値との接触する機会｣をも縮小させ、人々が集い賑わう｢余暇
空間｣を街から消滅させる。概して個人商店の減少･消滅は地域社会の
魅力を衰退させ、人々の域外流出による居住人口の減少を結果するこ
とになる。

皮肉なことではあるが、今日の商店街の衰退は、これまで人々が単な
る買物施設としてしか認識してこなかった商店街が地域社会で果して
きた複合的機能を気付かせている。かつて地域において人びとが集い
賑わう社会的空間として果してきた商店街の役割は、商店街が社会的
機能と経済的機能の境界領域に存立する独自な存在であることを再認
識させている。

最近の全国で頻発している自然災害は、「災害に強い地域社会の強靱
化」への関心を高めつつある。発災から救援隊が到着するまでの期間
(3～4日間)を、地域全体(弱者を含める被災者)が自力で凌げる強靱性を
備えなければならないことが強く認識され始めている｡ この観点から
も、商店街は、単なる買物施設の収縮という経済問題だけではなく、
防災、治安、防犯、衛生など安全･安心な地域づくりの面からも重要な
拠点としての注目されている｡

このような困難な状況にあって商店街の再生の途は、小さくても地域
のニーズを的確に捉える「儲かる商業」として持続的成長をめざす
「地域密着事業路線」や、かつて各地で存在した地域で共同所有され
た店舗で営まれた｢商業｣を見直し、再生のヒントにしようとする「共
有･共同店舗路線」とに、関心が集まっている。それぞれの途がすすむ
方向性は違っても、地域社会における社会性を保持あるいは再生し、
社会としての地域を持続してゆこうとする意思は違わない。

講義では地域社会の一翼を担う商店街における構成する個別商店まで
下降して、個別商店が直面している問題､｢多様性｣を核として形成され
てきた商店街が抱えている問題などを､ 上述の観点に立って､できるだ
け分析的なアプローチから考察する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1.地域商業について基本的な知識を理解し、説明できる。(知識・理解)

2.中小商業および商店街の歴史的変遷と現在直面している課題を理解
し、人びとの課題解決へ向けた取り組みを理解できる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

講義ノートを復習して前回の講義内容を理解し、「授業の流れ」を把
握して授業に臨むこと。また､商店街の存在価値を社会のあり方とかか
わらせて考えてみたいという学生には､本シラバスで紹介している参考
書を読むことをすすめる｡

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験（100％）によって目標達成度を評価する。なお､目標達成度
の評価基準は､15回の授業全体の流れをどの程度まで理解できているか
を問う形で行う｡

◎－－－　テキスト　－－－◎

指定しない。

◎－－－　参考書　－－－◎

畢 滔滔『よみがえる商店街 (碩学舎/碩学叢書) 』(2014/2)　
ISBN 4502088900
木下斉『稼ぐまちが地方を変える―誰も言わなかった１０
の鉄則』 (ＮＨＫ出版新書　460) 　ISBN 4140884606
本間 義人 『地域再生の条件』(2007/1)岩波新書　ISBN
4004310598

◎－－－　授業計画　－－－◎

1． 商業と地域社会
2． 商業の効率指標と経営成果(1)
3． 商業の効率指標と経営成果(2)
4． 中小商業の存立モデル(1)
5． 中小商業の存立モデル(2)
6． 商業の集積モデル(1)
7． 商業の集積モデル(2)
8． 商店街の社会･経済機能
9． 商店街再生の取り組み(1)
10．商店街再生の取り組み(2)
11．商店街再生の取り組み(3)
12．商店街再生の取り組み(4)
13．商業空間の体系モデル(1)
14．商業空間の体系モデル(2)
15．まとめ



2019-4010000395-02地域商業論「（二部）」

笹川　洋平

◎商学:A-2,A-3

1.1.地域商業について基本的な知識を理解し、説明できる。　(A-2)

2.2.中小商業および商店街の歴史的変遷と現在直面している課題を理解し、人
びとの課題解決へ向けた取り組みを理解できる。　(A-3)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-4010000329-02日本商業史Ａ「（二部）」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・二部２時限　　試験時間割：2019/07/31　夜２限　　

草野　真樹

◎－－－　概要　－－－◎

　科目名に「史」がつくとおり、本講義は商業の歴史を対象と
します。簡潔にいえば、人間が生きていくために必要なものを
獲得することが「生産」、必要なものを使うことが「消費」で
す。この「生産」と「消費」を欠くことはできません。そのた
め人間は「生産」と「消費」を円滑に結びつけるための知恵と
工夫、方法などの考案と改善を積み重ねてきました。言い換え
ると、それらは交換や流通と呼ばれます。
　講義では、商業史＝生産と消費を結ぶ知恵や工夫、方法の歴
史と広く捉えて、その発展プロセスについて学習していきま
す。具体的には、とくに中世から近世（江戸時代）を対象とし
て、交換のあり方と変遷、商いの担い手＝商人が考案・発展さ
せた取引の方法、商家経営のあり方や組織、制度などについて
学びます。
　また、自治体史編さん室や資料館での勤務経験を活かし、地
元の歴史資料などを紹介しながら解説します。時には歴史資料
の解読や解釈にもチャレンジしてもらい、商業史が単なる暗記
科目ではなく、多様な解釈が成り立つ科学であることについて
もふれていきます。
　歴史を学ぶ一つの意義は、歴史上に起こったさまざまな出来
事が偶然の産物ではなく、何らかの連鎖的かつ蓄積の結果であ
ると考え、その因果関係を解き明かし、現在の糧とすることに
あります。本講義では、商業の歴史を学ぶことによって現代経
済における商業の役割や重要性について理解を深めることを目
的とします。

◎－－－　到達目標　－－－◎

商学に関する歴史的な知識を用いて、中世から近世日本の商業
が発展してきた基本的な道筋（方向）や社会的背景などを説明
することができる。 (知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　講義では、毎回、講義内容の概要を記したプリントを配布し
ます。講義後には再度プリントに目を通して内容を確認し、講
義内容の流れを整理することに努めてください。難しい専門用
語などがあれば、自分自身で調べておくこと（目安60分）。そ
れら一連の作業が講義の予習・復習となります。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験の成績80％、平常点20％を目安として総合的に評価
します。定期試験は授業で取り上げた事項を理解し、それを文
章にして説明できるかどうかが評価の基準です。したがって、
論述により解答する問題が全体の7～8割程度を占めます。平常
点は講義中に実施する「ミニッツペーパー」の記述内容などを
評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

使用しない（毎回、講義プリントを配布します）。

◎－－－　参考書　－－－◎

廣田誠・山田雄久・木山実・長廣利崇・藤岡里圭『日本商
業史』有斐閣、2017年。　ISBN 978-4-641-16506-9
石井寛治『日本流通史』有斐閣、2003年。　ISBN
4-641-16169-0
経営史学会編『日本経営史の基礎知識』有斐閣、2004年。
　ISBN 4-641-18310-4
　比較的入手しやすい文献を挙げています。その他の参考
書については、適宜、講義中に紹介します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　一般的な注意事項として、講義中は私語を慎み、マナー
を守るように努めてください。たとえば、講義中に携帯電
話やスマートフォンを使用しない、帽子を脱ぐなどは一般
的なマナーです。また、講義中に正当な理由なく無断で教
室を出て行く学生には厳しく対処します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1．イントロダクション：講義の概要と進め方、受講上の
約束事項、歴史を学ぶ意義、評価の方法について
2．社会の制度と生産・消費の関係：互酬と再分配と市場
交換について
3．古代・中世における生産と消費：自給自足から交換に
よる社会への変遷について
4．不定期市の形成と定期市の発展
5．貨幣の発生と信用経済の芽生え
6．中世の国際貿易都市・博多の形成と発展(1)
7．中世の国際貿易都市・博多の形成と発展(2)
8．幕藩制社会の仕組みから考える商業のあり方
9．歴史人口学から考える近世（江戸時代）の発展：宗門
人別改張を手がかりとして
10．輸送網の整備と商業の発展
11．長崎貿易とシュガーロード
12．商家の経営組織：商家の形態、奉公人組織、暖簾わけ
などについて
13．商家の家訓と店舗組織の維持・発展
14．資料論：社会の発展を支えるarchivesについて
15．まとめ：全15回のまとめと復習など

　なお、上記の内容は進捗状況に応じて順序を変更するこ
ともあります。



2019-4010000329-02日本商業史Ａ「（二部）」

草野　真樹

◎商学

1.商学に関する歴史的な知識を用いて、中世から近世日本の商業が発展してき
た基本的な道筋（方向）や社会的背景などを説明することができる。 　(A-1)

◎　商学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が置かれている経済社会状況（内外の環境与件）を説明するこ
とができる。
A-3　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が取り組むべき課題が何であるかについて説明することができ
る。
A-4　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が発展する方向について説明することができる。
A-5　商学は実学であり、多種多様な知識、見識とともに商学に関する理
論的・歴史的・実践的な知識が用いられるべきであることを理解してい
る。(2018年度)
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　先入観にとらわれずに、企業、産業、地域が取り組むべき課題を発
見することができる。
B-2　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、商学に関
する理論的・歴史的・実践的な知識を応用したプロジェクトを企画、立
案することができる。
B-3　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、他者と連
携したチーム活動においてリーダーシップを発揮することができる。
B-4　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、情報技術
等を用いて国内外の事例を収集し、課題解決に必要な知見を抽出するこ
とができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　社会の一員として、地域や社会の発展に商学的な見地から貢献する
姿勢をもっている。
C-2　社会の一員として、地域や社会の発展に貢献するために、自ら成長
し、商学的な知識や多種多様な知識、見識を学び続けることができる。
C-3　地域や社会の発展に向けて、主体的、協調的に他者を巻き込む行動
をとることができる。



2019-4010000330-02日本商業史Ｂ「（二部）」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・二部２時限　　試験時間割：2020/01/22　夜２限　　

草野　真樹

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義は、科目名に「史」がつくとおり、日本の商業・流通
の歴史を対象とします。学習する時代は、主に明治・大正・昭
和戦前期および戦後復興期です。具体的には、近代日本におけ
る商業・流通業が発展していく時代背景を学び、その発展を支
えた担い手たちの特徴や活動内容を中心に取り上げていきま
す。学習内容は、商業と流通業に限定せず、広く近代日本の企
業、産業、地域を取り上げていきます。
　また、地域経済や商業の歴史を少しでも身近に感じ、具体的
にイメージできるようになることを目指して、九州や福岡の事
例も取り上げます。とくに、自治体史編さん室や資料館での勤
務経験を活かし、地元の歴史資料を紹介しながら解説します。
　歴史を学ぶ一つの意義は、歴史上起こったさまざまな出来事
が決して偶然の産物でなく、何らかの蓄積の結果生じたもので
あると考え、その因果関係を解き明かし、私たちがこれから生
きていくうえでの糧とすることにあります。歴史を通じて、私
たちの生活を支える商業・流通の役割と重要性について理解を
深めることを目的とします。

◎－－－　到達目標　－－－◎

商学に関する歴史的な知識を用いて、近代日本の企業、産業、
地域が置かれてきた経済社会状況、ならびに発展してきた基本
的な道筋（方向）について説明することができる。 (知識・理
解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　講義では、毎回、講義内容の概要を記したプリントを配布し
ます。講義後には再度プリントに目を通して内容を確認し、講
義内容の流れを整理することに努めてください。難しい専門用
語などがあれば、自分自身で調べておくこと（目安60分）。そ
れら一連の作業が講義の予習・復習となります。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験の成績80％、平常点20％を目安として総合的に評価
します。定期試験は授業で取り上げた事項を理解し、それを文
章にして説明できるかどうかが評価の基準です。したがって、
論述により解答する問題が全体の7～8割程度を占めます。平常
点は講義中に実施する「ミニッツ・ペーパー」の記述内容を評
価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

使用しない（毎回、講義プリントを配布します）。

◎－－－　参考書　－－－◎

石井寛治編『近代日本流通史』東京堂出版、2005年。　
ISBN 978-4-490-20550-3
桜井英治・中西聡編『流通経済史』山川出版社、2002年。
　ISBN 4-634-53120-8
廣田誠・山田雄久・木山実・長廣利崇・藤岡里圭『日本商
業史』有斐閣、2017年。　ISBN 978-4-641-16506-9
比較的入手しやすい参考書を挙げています。その他の参考
書については、適宜、講義中に紹介します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　一般的な注意事項として、講義中は私語を慎み、マナー
を守るように努めてください。たとえば、講義中に携帯電
話やスマートフォンを使用しない、帽子を脱ぐことなどは
一般的なマナーです。また、正当な理由なく無断で教室を
出て行く学生には厳しく対処します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1．イントロダクション：講義の概要と進め方、受講上の
約束事項、歴史を学ぶ意義、評価の方法などについて
2．幕末開港による外国資本の圧力と日本の対応
3．産業革命と商業の発展(1)：産業革命の全体像と商業の
関係性について
4．産業革命と商業の発展(2)：日本における経済発展の担
い手の特徴について
5．産業革命の進展と地方経済の発展(1)：北部九州を主た
る事例として
6．産業革命の進展と地方経済の発展(2)：映像から学ぶ近
代日本
7．近代小売業の形成と発展(1)：博覧会と産業発展の関係
8．近代小売業の形成と発展(2)：座売りの社会的背景と陳
列販売への変化
9．近代小売業の形成と発展(3)：百貨店の形成と発展
10．近代小売業の形成と発展(４)：小林一三の経営戦略と
その影響
11．戦時体制下における流通と消費
12．戦後復興期における流通と消費
13．第2次大戦後における地方の商業・流通発展(1)：福
岡・博多を中心として
14．第2次大戦後における地方の商業・流通発展(2)：福
岡・博多を中心として
15．まとめ：全15回のまとめと復習など

　なお、上記の内容は進捗状況に応じて順序を変更するこ
ともあります。



2019-4010000330-02日本商業史Ｂ「（二部）」

草野　真樹

◎商学

1.商学に関する歴史的な知識を用いて、近代日本の企業、産業、地域が置かれ
てきた経済社会状況、ならびに発展してきた基本的な道筋（方向）について説
明することができる。 　(A-1)

◎　商学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が置かれている経済社会状況（内外の環境与件）を説明するこ
とができる。
A-3　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が取り組むべき課題が何であるかについて説明することができ
る。
A-4　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が発展する方向について説明することができる。
A-5　商学は実学であり、多種多様な知識、見識とともに商学に関する理
論的・歴史的・実践的な知識が用いられるべきであることを理解してい
る。(2018年度)
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　先入観にとらわれずに、企業、産業、地域が取り組むべき課題を発
見することができる。
B-2　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、商学に関
する理論的・歴史的・実践的な知識を応用したプロジェクトを企画、立
案することができる。
B-3　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、他者と連
携したチーム活動においてリーダーシップを発揮することができる。
B-4　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、情報技術
等を用いて国内外の事例を収集し、課題解決に必要な知見を抽出するこ
とができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　社会の一員として、地域や社会の発展に商学的な見地から貢献する
姿勢をもっている。
C-2　社会の一員として、地域や社会の発展に貢献するために、自ら成長
し、商学的な知識や多種多様な知識、見識を学び続けることができる。
C-3　地域や社会の発展に向けて、主体的、協調的に他者を巻き込む行動
をとることができる。



2019-4010000349-01マルチメディア概論

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・２時限　　試験時間割：2019/07/26　６時限　　

川場　隆

◎－－－　概要　－－－◎

　グラフィックス、ウェブ、MIDIについて、ソフトウェアを
使って実習しながら総合的に学習します。理論と実習を通し
て、現代的なメディアの特徴を知ることができます。毎回、何
かの作品を作成し、体験的に知識を積み上げていきます。

　講義レジュメの閲覧・ダウンロード、質問・応答、連絡など
のために、学習支援システムPowercampusを利用します。24時
間いつでも、大学及び自宅から、パソコン、スマートフォンで
アクセスできます。
　また、課題提出機能を使って、作成した課題を提出してもら
います。グラフィックスの制作では、作品をフォーラムにアッ
プロードし、全員で相互評価を行います。

　この講義を修了するとコンピュータで利用できる静止画、動
画、音楽などの仕組みを説明でき、実際に自分でそれらの作品
を製作できるようになります。また、それらを単体であるいは
混合してウェブで公開することができるようになります。

◎－－－　到達目標　－－－◎

多様なデジタル技術を応用して、情報を社会に発信できる(知
識・理解)

HTMLとCSSの知識を通して、現代社会におけるウェブの役割
と機能を理解し、応用できる(知識・理解)

グラフィックス、ウェブ、MIDIなど、現代的なデジタルコン
テンツの仕組みを理解し、自分の言葉で説明できる(知識・理
解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：講義レジュメを読んで理解する（９０分）
復習：課題を作成する（９０分）

　

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準
　グラフィックス、ウェブ、MIDの入門的な知識を持ち、か
つ、それぞれの分野のソフトウェアを使って、基本的な作品を
制作できる程度の技術を習得しているかどうかを評価します。

評価方法
　・毎回、講義の理解度を測るための制作課題を出題する
　・期末試験では、講義の全分野から出題する
割合
　1)講義時間に作成する課題と作品の平均点、2)定期試験の点
数のそれぞれを70%、30%の比率で合計して成績とします。な
お、1)については就職活動などやむをえない事情があった場
合、期末の再提出、一括提出を認めています。

◎－－－　テキスト　－－－◎

学習支援システムで閲覧できるウェブテキストを使いま
す。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　MIDIについての講義ではヘッドフォンやイヤフォーン
を持参してください。

※登録については、『学修ガイド』の「登録制限科目につ
いて」を参照してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１.GIMP、EZHTML、CHERRYについて
　２.GIMPの基本操作
　３.さまざまな選択ツールと写真の加工
　４.選択ツールの高度な利用方法（１）
　５.選択ツールの高度な利用方法（２）
　６.レイヤーマスクを使う
　７.線画と彩色
　８.写真の合成
　９.デジタルアートの作成（１）
１０.デジタルアートの作成（２）
１１.HTMLとCSSの仕組み（１）
１２.HTMLとCSSの仕組み（２）
１３.WEB作成演習
１４.MIDIの基本
１５.楽曲の作成

◎－－－　URL　－－－◎

学習支援システム Powercampus
(http://powercampus.kwassui.ac.jp/pc/top/)



2019-4010000349-01マルチメディア概論

川場　隆

◎商学:A-2,A-3,A-4

1.多様なデジタル技術を応用して、情報を社会に発信できる　(A-2)

2.HTMLとCSSの知識を通して、現代社会におけるウェブの役割と機能を理解
し、応用できる　(A-3)

3.グラフィックス、ウェブ、MIDIなど、現代的なデジタルコンテンツの仕組み
を理解し、自分の言葉で説明できる　(A-4)

◎　商学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけている。
A-2　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産業、
地域が置かれている経済社会状況（内外の環境与件）を説明することがで
きる。
A-3　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産業、
地域が取り組むべき課題が何であるかについて説明することができる。
A-4　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産業、
地域が発展する方向について説明することができる。
A-5　商学は実学であり、多種多様な知識、見識とともに商学に関する理論
的・歴史的・実践的な知識が用いられるべきであることを理解している。
(2018年度)
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　先入観にとらわれずに、企業、産業、地域が取り組むべき課題を発見
することができる。
B-2　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、商学に関す
る理論的・歴史的・実践的な知識を応用したプロジェクトを企画、立案す
ることができる。
B-3　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、他者と連携
したチーム活動においてリーダーシップを発揮することができる。
B-4　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、情報技術等
を用いて国内外の事例を収集し、課題解決に必要な知見を抽出することが
できる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　社会の一員として、地域や社会の発展に商学的な見地から貢献する姿
勢をもっている。
C-2　社会の一員として、地域や社会の発展に貢献するために、自ら成長
し、商学的な知識や多種多様な知識、見識を学び続けることができる。
C-3　地域や社会の発展に向けて、主体的、協調的に他者を巻き込む行動を
とることができる。

◎経営:A-2,A-3

1.多様なデジタル技術を応用して、情報を社会に発信できる　(A-2)

2.HTMLとCSSの知識を通して、現代社会におけるウェブの役割と機能を理解
し、応用できる　(A-3)

3.グラフィックス、ウェブ、MIDIなど、現代的なデジタルコンテンツの仕組み
を理解し、自分の言葉で説明できる　(A-3)

◎　経営学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　経営学および会計学をはじめとする商学の専門的知識ならびに人文
科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の現状を説明することができる。
A-3　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の課題を説明することができる。
A-4　経営学および会計学の知識を用いて企業の財務活動を説明すること
ができる。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題を
発見することができる。
B-2　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題に
対する解決策を提案することができる。
B-3　組織において、協働して問題解決に当たるために必要なコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　問題解決への取り組みの成果を発信するために必要なプレゼンテー
ション能力を活用することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題解決の成果を発信することにより、社会や組織の発展に貢献す
る姿勢をもっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　組織の内外において、協働して問題解決に当たる姿勢をもってい
る。



2019-4010000349-01マルチメディア概論

川場　隆

◎貿易:A-2,A-3

1.多様なデジタル技術を応用して、情報を社会に発信できる　(A-2)

2.HTMLとCSSの知識を通して、現代社会におけるウェブの役割と機能を理解
し、応用できる　(A-3)

3.グラフィックス、ウェブ、MIDIなど、現代的なデジタルコンテンツの仕組み
を理解し、自分の言葉で説明できる　(A-3)

◎　国際貿易　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論なら
びに人文科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけ
ている。
A-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用
いて、国際貿易や国際経済の現状を理解し、説明することができる
A-3　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用
いて、国際貿易や国際経済の課題を理解し、説明することができる。
A-4　経済に関して世界的な影響を持つ現在および過去の主な出来事につい
ての知識をもっている。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用い
て、新しい国際貿易や国際経済の課題を自ら発見することができる。
B-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用い
て、新しい国際貿易や国際経済の課題の解決策を自ら提案することができ
る。
B-3　国際貿易や国際経済の課題を解決するための組織やグループ活動におい
て、必要な役割を発揮するためのコミュニケーション能力やリーダーシップ
を身につけている。
B-4　異なる文化的背景を持つ人々と商取引や課題解決のために協働できるコ
ミュニケーション能力を身につけている。
B-5　グループで目標の設定とその達成に必要な行動を行う際、意思決定に貢
献し、目標達成に必要な役割を果たすことができる。（2018年度）
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　国際貿易や国際経済の課題解決のために、積極的に貢献しようとする態
度を身につけている。
C-2　国際貿易や国際経済の課題解決のために、常に新しい知識や理論を学ぼ
うとする態度を身につけている。
C-3　国際貿易や国際経済の課題解決のために、立場の異なる意見を理解し協
調的に行動しようとする態度を身につけている。
C-4　国際貿易や国際経済の課題解決のために、異なる文化的背景を持つ人々
と積極的に協働しようとする態度を身につけている。



2019-4010000393-02マーケティング戦略論「（二部）」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・二部１時限　　試験時間割：2019/07/29　夜１限　　

村上　剛人

◎－－－　概要　－－－◎

　この科目では、まずマーケティングの問題についてどのような視点から考察
することができるのか、まず自分がマーケティングや流通の現象を見るときの
メガネを作ることの重要性を確認します。そして、これまでのマーケティング
の見方であったSTPをベースとしたマーケティングの見方を確認したうえで、
現在新たな見方として位置付けられているアメリカのマーケティング研究者の
コトラーのマーケティング3.0̃4.0の議論、デザイン思考の見方、Pine&Gilmore
による経験価値の見方、そして 近年Vargo and Lusch によって、新しいマーケ
ティングとしての視点として登場してきたService Dominant Logicの考え方を紹
介していきます。今まさに、マーケティングの考え方のパラダイム・シフトが
行われつつある状況にあります。このように、この講義では、企業のマーケ
ティング戦略の考え方がどのように変化し、発展してきたのか、ビジネスケー
スを交えながら、現在求められているマーケティングの考え方とは何かについ
て考えていきます。
　そして、身につけたメガネを使って、マーケティング現象を考察していきま
す。ポイントは、「誰」に「何」を提供するのかを明確にしていく点です。そ
れについてケースを使って考えていきます。また、川上昌直氏のビジネスモデ
ル思考法を紹介しながら、マーケティング戦略を考察していくときのポイント
を確認していきます。
　さらにサービスの視点からマーケティング戦略を考えてみると、どのような
ことが必要なのかについても考察を進めていきます。
　全体を通して、企業のマーケティング戦略を考察する上で必要とする見方の
学習とそれをビジネスケースを使って議論することでその見方の習得を図って
いきたいと思います。
　なお、講義の進捗によって、また新しいケースが発生した場合は、講義の構
成を一部変更して行うことがあります。

 　

◎－－－　到達目標　－－－◎

マーケティングの視点から消費者や企業が行っている活動を観察し、どのよう
な状況にあるのか理解することができる。(知識・理解)

日頃の買い物行動を通して「誰に」「何を」提供しようと企業はしているの
か、絶えず考え、その背後で働いているビジネスの仕組みをイメージできるよ
うになる。(知識・理解)

マーケティングの考え方としてどのようなものがあるのか理解し、企業の状況
に当てはめ考えることができるようになる。(知識・理解)

マーケティング戦略を構築するプロセスを理解し、どのような取り組みが必要
なのか考えることができるようになる。(知識・理解)

チームでのケースの議論などを通して、そのケースから発展的に考えることが
できるようになる。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

講義の進め方は単元ごとにレジュメおよびビジネスケースを配布し、そのレ
ジュメの中で提示している質問内容やビジネスケースについて事前に学習し、
わからないところも調べ、そのうえで自分なりの解答を用意してください。(90
分）また、講義の内容について、資料および講義での教員の説明、グループ
ワークがあった時はグループの議論について必ず振り返りを行い、自分が理解
できたところや理解できていないところを確認し、理解できていない点につい
てはさらに調べて理解できるようにする。(60分)
　２回ほどレポートを作成してもらう予定ですが、しっかり資料を読み、論理
構造を明確にした上で、作成するようにしてください。（レポートの資料読
み、レポート構成、レポート作成3̃4時間）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　成績評価について、第一に各回最後に実施するミニッツペーパーに基づき、
毎時間自分がどの程度理解できたか、振り返りを確認、評価します。第二に、
グループワークを実施した時は、まずチームのメンバーがどの程度予習をして
きているのかを確認し、チームでどのような議論ができたのか書記が作成した
シートの内容から確認し、評価を行います。またプレゼンがあった時はその成
果について評価を行います。第三に必要に応じて実施するレポートの課題に対
してどの程度目標に到達できているのかを評価します。レポートはできるだけ
コメントをつけて返却したいと思います。第四に全体の講義の内容についてど
の程度理解でき、考えることができているか、定期試験で確認し、評価しま
す。
　なお、評価の割合は、定期試験を65%、レポートならびにミニッツペーパー
等の提出物を35%で実施します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは使いません。

◎－－－　参考書　－－－◎

ジョブ理論　ISBN 4596551227
『 コ・イノベーション経営』　ISBN 4492522085
『[新訳]経験経済 』　ISBN 4478502579
　上記の文献以外に、授業のなかで、読んで欲しい文献を
紹介します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・この科目は17台以降の学生が履修できる科目です。それ
以前の学生は「マーケティング論」の科目で履修してくだ
さい。昼間部の科目で履修する場合は17台以降の学生は経
営学科に開講されている「マーケティング戦略論」で履修
してください。
・基本的に講義の時間に、グループ〔3～4名程度）の討議
の時間を設定したいと考えています。率先して議論できる
人の参加を望みます。また遅刻、欠席などしないように心
掛けてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 イントロダクション:講義の進め方と マーケティング見
るメガネについて
2マーケティング戦略の基本的枠組みの理解(1)：4Pのフ
レーム
3 マーケティング戦略の基本枠組みの理解 (2)：消費者に
ニーズとウォンツ
4マーケティング戦略の基本枠組みの理解 (3)： マーケティ
ングの発展過程
5 利益の出し方について
6経験価値マーケティングについて
7 ケースから考察した経験価値戦略
8マーケティングの基本確認(誰に何を提供するのか）
9ビジネスモデル思考法の紹介
10デザイン思考とマーケティング
11SDLの考え方について
12 サービスから見たマーケティング戦略
13 サービス・インテンシティ・マトリックスの考え方
14 サービス・インテンシティ・マトリックのケース研究
15 総括
なお、進捗状況によっては構成を一部変更して行うことが
あります。



2019-4010000393-02マーケティング戦略論「（二部）」

村上　剛人

◎商学:A-2,A-3

1.マーケティングの視点から消費者や企業が行っている活動を観察し、どのよ
うな状況にあるのか理解することができる。　(A-2)

2.日頃の買い物行動を通して「誰に」「何を」提供しようと企業はしているの
か、絶えず考え、その背後で働いているビジネスの仕組みをイメージできるよ
うになる。　(A-2)

3.マーケティングの考え方としてどのようなものがあるのか理解し、企業の状
況に当てはめ考えることができるようになる。　(A-3)

4.マーケティング戦略を構築するプロセスを理解し、どのような取り組みが必
要なのか考えることができるようになる。　(A-3)

5.チームでのケースの議論などを通して、そのケースから発展的に考えること
ができるようになる。

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-4010000394-02マーケティングリサーチ「（二部）」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・二部２時限　　試験時間割：2020/01/22　夜２限　　

杉本　宏幸

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義ではマーケティング・リサーチの基礎を学びます。マー
ケティング・リサーチのプロセスと基礎的な分析手法について、
アンケート調査、データ分析、そしてクラスでのプレゼンテー
ションで実践していただきます。
　ほぼ毎回、個人単位またはグループ単位でのレポートがありま
す。受講生によるグループで課題を設定し、必要なデータを自分
たちで収集し、それを分析して最終的な結論を出していただきま
す。
　本講義は、マーケティングリサーチの一分野としてのデータ
ベースマーケティングも対象とします。企業や組織が収集する顧
客データベースやID付POSデータ等をどのように活用すべきか、
マーケティング情報システムの設計、管理を学びます。FSP
（Frequent Shopper Program）の実施方法を中心に、データベース
作成、情報検索の方法とデータベース・マーケティングの基礎に
ついて学びます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

マーケティング戦略における現実の課題を認識できること。(知
識・理解)

認識した現実の課題を仮説として設計し、現実の課題を整理でき
ること。 (知識・理解)

設計した仮説を検証するためにどのようなデータが必要か認識で
き、適切な方法でこれを収集できること。(知識・理解)

収集したデータを使って、仮説を検証するためのデータ分析がで
きること。 (知識・理解)

データ分析の結果から、マーケティング戦略における現実の課題
を解決するために必要な情報を見出せること。(知識・理解)

問題意識、仮説の設計、調査手続き、分析、結果とインプリケー
ションを他人がわかるように説明し、報告できること。 (知識・
理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　受講生が構成するグループ単位でのフィールド・スタディを推
進する(100分)ために、個人単位で講義資料の復習が毎回必要に
なります(40分)。データ分析に必要なパソコンを使った分析は、
予め提示する講義資料で毎回予習して個人レポートとして提出し
ていただき(40分)、個人レポートは後半の授業中のディスカッ
ションに全員必要となります。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　成績評価基準は到達目標に準じ、学期末の定期試験（30%）、
グループ単位のレポート6～8回予定（40%）およびプレゼンテー
ション2回予定（10%）、個人レポート10～15回予定（20%）で
評価します。提出期限を過ぎて提出されたレポートは、理由を問
わず0点とします。
　なお、グループ単位のレポートは全て提出しないと単位が認定
されない仕組みなっていますので注意してください。

◎－－－　テキスト　－－－◎

指定しません。

◎－－－　参考書　－－－◎

熊谷直樹,『図解データベースのしくみ』,株式会社
ディー・アート,2002年，1,800円(税別) ISBN 4886486533
末吉正成他，『EXCELマーケティングリサーチ＆データ分
析』，翔泳社，2014年，2570円（税込），ISBN
4798132411

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・第一回講義で数名のグループを編成していただきますの
で、必ず出席してください。事後で対応しません。
・マーケティング戦略論、サービスマーケティング、消費
者行動論、商学のための数学・統計学Ⅱ、市場分析論は受
講の前提知識になります。
・Excel、PowerPoint、ACCESSをwindowsで使用します。
Excelでの数値入力、PowerPointの使用は講義受講の前提知
識になります。
・上記知識が無く本講義を受講した場合、単位認定に至る
知識を得られません。
・PC教室での実習を行うため履修者数は制限されます。
※登録については、『学修ガイド』の「登録制限科目につ
いて」を参照してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１　イントロダクション、グループ編成
　２　リサーチクエスチョンの設定
　３　リサーチデザイン
　４　仮説の設計
　５　プレゼンテーション
　６　質問票の作成
　７　標本デザインとデータ収集
　８　データ分析の解釈（1）：データ入力、編集、コー
ド化
　９　データ分析と解釈（2）：単純集計
１０　データ分析と解釈（3）：集計の可視化
１１　データ分析と解釈（4）：クロス集計分析
１２　データ分析と解釈（5）：平均値の差の検定
１３　プレゼンテーション
１４　データベース・マーケティング（1）： データベー
ス作成と情報検索
１５　データベース・マーケティング（2）： マーケティ
ング情報システムの設計と管理



2019-4010000394-02マーケティングリサーチ「（二部）」

杉本　宏幸

◎商学:A-2,A-3

1.マーケティング戦略における現実の課題を認識できること。　(A-3)

2.認識した現実の課題を仮説として設計し、現実の課題を整理できること。 　
(A-2)

3.設計した仮説を検証するためにどのようなデータが必要か認識でき、適切な
方法でこれを収集できること。　(A-2)

4.収集したデータを使って、仮説を検証するためのデータ分析ができるこ
と。 　(A-3)

5.データ分析の結果から、マーケティング戦略における現実の課題を解決する
ために必要な情報を見出せること。　(A-3)

6.問題意識、仮説の設計、調査手続き、分析、結果とインプリケーションを他
人がわかるように説明し、報告できること。 　(A-3)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-4010000323-02流通政策「（二部）」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：土・二部２時限　　試験時間割：2020/01/25　夜２限　　

笹川　洋平

◎－－－　概要　－－－◎

わが国社会が消費社会となったと言われて久しい。現代社会
は、消費者があらゆる必要を市場において商品として適価で購
入し解決できる社会である。しかし、現代は製品やサービスが
複雑化・高度化し、消費者がその機能や正しい使用方法を完全
に理解して購入、使いこなすことは簡単ではないのが実情であ
る。

わが国においても、過去において製品やサービスが消費者の生
命や健康を脅かした事例がすくなからず存在する。また、今日
においても健康被害や経済的損失を被る消費者はあとを絶たな
いし、被害の原状回復は絶望的なのが実情(泣き寝入り)であ
る。これらは「詐欺･瞞着」といった犯罪的な事例ではなく、
純粋な経済取引の枠内で生じていることである。

それだけではない。事業者の中には、いまだに消費者は「操作
の対象」であるという間違った認識に立つ者もいる。事業者の
誤った姿勢は、消費者がその購買プロセス理性的に判断しよう
とする｢思考過程｣すら販売の障碍とみなし、このような理性的
判断の機会すら奪おうとしているのではなかと理解しうる事例
も存在する。

こうしてみると、私たちに豊かさの果実を提供するはずの消費
社会は、別の面からみると、消費者が売手の耐えざる攻撃にさ
らされ、理性的な判断を攪乱される｢理不尽な｣社会であるとも
いえるかもしれない。

講義では、私たちの社会が「消費者利益の保護と促進」、「情
報開示と格差の矯正」、「売手規制」、「消費者救済(制度)」
などの枠組みの中においてすら、消費者問題がなくせないのは
なぜなのか、この点を中心に、消費社会の成り立ち、消費者の
購買過程、消費者問題の変遷、今日の消費者問題対策などを中
心に行う予定である。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1.流通政策(消費者問題)の基本的知識を理解し、説明すること
ができる。(知識・理解)

2.消費者として自らの購買過程を客観的に捉え、有意義な購買
につなげる自覚をもつことができる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

講義ノートを復習して前回の講義内容を理解し、「授業の流
れ」を把握して授業に臨むこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験（100％）によって目標達成度を評価する。なお､目標
達成度の評価基準は､15回の授業全体の流れをどの程度まで理
解できているかを問う形で行う｡

◎－－－　テキスト　－－－◎

指定しない。

◎－－－　参考書　－－－◎

西村多嘉子『市場と消費の政治経済学』 　ISBN
4589032767
廣瀬久和、河上正二『消費者法判例百選 (別冊ジュリスト
No.200)』　ISBN 4641115001
坂東俊、矢細川幸一(2014)『18歳から考える消費者と法 第
2版』　ISBN 4589036126
多田文明『悪徳商法 わざと引っかかってみました [文庫]』
彩図社 ISBN 488392940X

◎－－－　授業計画　－－－◎

1． 流通政策の課題--流通問題と消費者--
2． 生産と消費
3． 市場経済と消費
4． 産業社会と消費の大量化
5． 消費社会と消費の大量化
6． 都市型消費生活--消費の定型化--
7． 消費社会と消費者問題
8． 消費社会の購買過程(1)
9． 消費社会の購買過程(2)
10．わが国の消費者問題の歴史(1)
11．わが国の消費者問題の歴史(2)
12．わが国の消費者問題の歴史(3)
13．消費者問題の救済制度
14．最近の消費者問題
15．復習



2019-4010000323-02流通政策「（二部）」

笹川　洋平

◎商学:A-2,A-3

1.1.流通政策(消費者問題)の基本的知識を理解し、説明することができる。　
(A-2)

2.2.消費者として自らの購買過程を客観的に捉え、有意義な購買につなげる自
覚をもつことができる。　(A-3)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-4010000192-03流通入門「（二部）」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・二部２時限　　試験時間割：2019/07/30　夜２限　　

杉本　宏幸

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義は2年次以後に専門的な学習を進める上での基礎的な
科目の一つで、事例やデータを交えながらマーケティング戦略
と流通システムについて学びます。
　企業や組織が効果的・効率的に機能することを通じて、世の
中は豊かになっています。商品・サービスを効果的に市場（お
客さま）に届けるマーケティング戦略はどう策定すべきでしょ
うか。商品・サービスが製造されてから私たち消費者まで届く
プロセス（流通）はどのように（費用）効率的になるのでしょ
うか。
　こうした流通・マーケティングに関わる諸問題を本講義では
学びますが、本年度は実践的なまちづくりの視点が導入されま
す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

STPおよび4Pに基づくマーケティング戦略の枠組みで現実を整
理し、それを具体的に説明できること。(知識・理解)

現実の流通システムにおいて流通業者がどのような役割を持っ
ているか、具体的に説明できること。(知識・理解)

現実の流通システムにおける業者間の利害関係について具体的
に説明できること。(知識・理解)

商店街、地域、まちづくりがどのような関わりを持っているか
説明できること。(知識・理解)

現実の企業・組織がマーケティング活動を遂行する上でどのよ
うな課題をあるか発見でき、これを具体的に説明できること。
(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　各講義内容にあわせた予習および復習を講義中に指示します
ので、必ずこれを行ってください（60分）。毎回の講義内容は
各自で毎回必ず復習してください（60分）。講義内容の復習
は、必ず、対応する現実を探すことをあわせて実施してくださ
い。レポートに必要となる準備を講義内容に即して必ず実施し
てください（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験(70%)およびレポート(30%)で評価します。
　定期試験およびレポートにおける評価基準は、上述の到達目
標に準じます。定期試験およびレポートでは、主語・述語・目
的語が明確で、第三者が読んで理解可能な日本語で矛盾無く回
答できているか否かを重視します。
　予習および復習ができていない場合、次回の講義が理解でき
ず、講義中に出る課題が0点になることがあります。講義中に
実施するレポートの予告や別途通知はしません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

指定しません。

◎－－－　参考書　－－－◎

崔容熏・原頼利・東伸一、『はじめての流通』、有斐閣、
2014年、1,900円（税別）、ISBN 4641150109
久保田進彦・澁谷覚・須永努、『はじめてのマーケティン
グ』、有斐閣、2013年、1,800円（税別）、ISBN
4641150034

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・「流通入門」は、「流通・マーケティング入門」との合
併となります。
・講義に関係ない私語、遅刻に対しては厳しく対処しま
す。
・この講義では、予習・復習をしないと、授業の内容はほ
とんどわからなくなります。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１　イントロダクション
　２　マーケティングの基礎理論（1）
　３　マーケティングの基礎理論（2）
　４　マーケティング戦略（1）
　５　マーケティング戦略（2）
　６　マーケティング戦略（3）
　７　マーケティング戦略（4）
　８　流通の基礎理論（1）
　９　流通の基礎理論（2）
１０　流通企業の活動と取引（1）
１１　流通企業の活動と取引（2）
１２　流通企業の活動と取引（3）
１３　流通政策（1）
１４　流通政策（2）
１５　講義の整理
以上の講義進行予定は、受講生の理解度や新たに扱うべき
テーマが生じた場合に応じて、順番等が変更されることが
あります。



2019-4010000192-03流通入門「（二部）」

杉本　宏幸

◎商学

1.STPおよび4Pに基づくマーケティング戦略の枠組みで現実を整理し、それを
具体的に説明できること。　(A-1)

2.現実の流通システムにおいて流通業者がどのような役割を持っているか、具
体的に説明できること。　(A-1)

3.現実の流通システムにおける業者間の利害関係について具体的に説明できる
こと。　(A-1)

4.商店街、地域、まちづくりがどのような関わりを持っているか説明できるこ
と。　(A-1)

5.現実の企業・組織がマーケティング活動を遂行する上でどのような課題をあ
るか発見でき、これを具体的に説明できること。　(A-1)

◎　商学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が置かれている経済社会状況（内外の環境与件）を説明するこ
とができる。
A-3　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が取り組むべき課題が何であるかについて説明することができ
る。
A-4　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が発展する方向について説明することができる。
A-5　商学は実学であり、多種多様な知識、見識とともに商学に関する理
論的・歴史的・実践的な知識が用いられるべきであることを理解してい
る。(2018年度)
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　先入観にとらわれずに、企業、産業、地域が取り組むべき課題を発
見することができる。
B-2　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、商学に関
する理論的・歴史的・実践的な知識を応用したプロジェクトを企画、立
案することができる。
B-3　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、他者と連
携したチーム活動においてリーダーシップを発揮することができる。
B-4　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、情報技術
等を用いて国内外の事例を収集し、課題解決に必要な知見を抽出するこ
とができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　社会の一員として、地域や社会の発展に商学的な見地から貢献する
姿勢をもっている。
C-2　社会の一員として、地域や社会の発展に貢献するために、自ら成長
し、商学的な知識や多種多様な知識、見識を学び続けることができる。
C-3　地域や社会の発展に向けて、主体的、協調的に他者を巻き込む行動
をとることができる。



2019-4010000600-03流通・マーケティング入門「（二部）」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・二部２時限　　試験時間割：2019/07/30　夜２限　　

杉本　宏幸、木藤　亮太

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義は2年次以後に専門的な学習を進める上での基礎的な
科目の一つで、事例やデータを交えながらマーケティング戦略
と流通システムについて学びます。
　企業や組織が効果的・効率的に機能することを通じて、世の
中は豊かになっています。商品・サービスを効果的に市場（お
客さま）に届けるマーケティング戦略はどう策定すべきでしょ
うか。商品・サービスが製造されてから私たち消費者まで届く
プロセス（流通）はどのように（費用）効率的になるのでしょ
うか。
　こうした流通・マーケティングに関わる諸問題を本講義では
学びますが、本年度は実践的なまちづくりの視点が導入されま
す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

STPおよび4Pに基づくマーケティング戦略の枠組みで現実を整
理し、それを具体的に説明できること。(知識・理解)

現実の流通システムにおいて流通業者がどのような役割を持っ
ているか、具体的に説明できること。(知識・理解)

現実の流通システムにおける業者間の利害関係について具体的
に説明できること。(知識・理解)

商店街、地域、まちづくりがどのような関わりを持っているか
説明できること。(知識・理解)

現実の企業・組織がマーケティング活動を遂行する上でどのよ
うな課題をあるか発見でき、これを具体的に説明できること。
(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　各講義内容にあわせた予習および復習を講義中に指示します
ので、必ずこれを行ってください（60分）。毎回の講義内容は
各自で毎回必ず復習してください（60分）。講義内容の復習
は、必ず、対応する現実を探すことをあわせて実施してくださ
い。レポートに必要となる準備を講義内容に即して必ず実施し
てください（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験(70%)およびレポート(30%)で評価します。
　定期試験およびレポートにおける評価基準は、上述の到達目
標に準じます。定期試験およびレポートでは、主語・述語・目
的語が明確で、第三者が読んで理解可能な日本語で矛盾無く回
答できているか否かを重視します。
　予習および復習ができていない場合、次回の講義が理解でき
ず、講義中に出る課題が0点になることがあります。講義中に
実施するレポートの予告や別途通知はしません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

指定しません。

◎－－－　参考書　－－－◎

崔容熏・原頼利・東伸一、『はじめての流通』、有斐閣、
2014年、1,900円（税別）、ISBN 4641150109
久保田進彦・澁谷覚・須永努、『はじめてのマーケティン
グ』、有斐閣、2013年、1,800円（税別）、ISBN
4641150034

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・「流通・マーケティング入門」は、「流通入門」（2016
年以前入学）との合併となります。
・講義に関係ない私語、遅刻、予習・復習をしていないこ
と等へは厳しく対処します。
・予習および復習を必ずしてきてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１　イントロダクション
　２　マーケティングの基礎理論（1）
　３　マーケティングの基礎理論（2）
　４　マーケティング戦略（1）
　５　マーケティング戦略（2）
　６　マーケティング戦略（3）
　７　マーケティング戦略（4）
　８　流通の基礎理論（1）
　９　流通の基礎理論（2）
１０　流通企業の活動と取引（1）
１１　流通企業の活動と取引（2）
１２　流通企業の活動と取引（3）
１３　流通政策（1）
１４　流通政策（2）
１５　講義の整理
以上の講義進行予定は、受講生の理解度や新たに扱うべき
テーマが生じた場合に応じて、順番等が変更されることが
あります。



2019-4010000600-03流通・マーケティング入門「（二部）」

杉本　宏幸、木藤　亮太

◎商学:A-1

1.STPおよび4Pに基づくマーケティング戦略の枠組みで現実を整理し、それを
具体的に説明できること。　(A-1)

2.現実の流通システムにおいて流通業者がどのような役割を持っているか、具
体的に説明できること。　(A-1)

3.現実の流通システムにおける業者間の利害関係について具体的に説明できる
こと。　(A-1)

4.商店街、地域、まちづくりがどのような関わりを持っているか説明できるこ
と。　(A-1)

5.現実の企業・組織がマーケティング活動を遂行する上でどのような課題をあ
るか発見でき、これを具体的に説明できること。　(A-1)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-4030000400-02アジア経済論Ａ「（二部）」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・二部２時限　　試験時間割：2019/07/30　夜２限　　

木幡　伸二

◎－－－　概要　－－－◎

１．授業内容
　中国経済を開発経済学の視点から分析します。
　第１に、中国経済の発展過程とその特徴について、第２に、
中国における工業化について、第３に、中国の国有企業改革の
到達点について、第４に、中国の農村と農業について、第5
に、中国の人口動態と労働市場について、第６に、中国の経済
発展における貿易・外資の役割について、第７に、日中（経
済）関係について検討を行います。
２．授業の進め方
　授業はテキストを使って、（１）テキストにおける筆者の主
張と担当教員の見解の説明、（２）経済学的な解説など関連事
項の説明、（３）質問と解説の順番で進めます。また、テキス
ト各章または項目の説明終了後に小テストを行い、基本的な概
念などの確認を行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

中国経済の発展過程や主要な分野に関する基本的な知識を身に
つけている。(知識・理解)

中国経済の発展過程や主要な分野の現状を理解し、説明するこ
とができる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　予習では、テキストの当該部分を読み、その概要について確
認してください（30分）。
　復習では、テキストや配付資料に基づいてノートを整理し、
不明の点があれば参考書などで確認してください（60分）。そ
れでも解決できない場合は、オフィスアワー等を利用して遠慮
なく質問してください。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　成績評価の対象となる要素は、定期試験の成績と小テストの
評価です。
　小テストでは、中国経済に関する基本的な知識を身につけて
いるかどうかを基準に評価します。定期試験では、中国経済現
状について理解しているかどうかを基準にして評価します。
　定期試験の成績65％、小テストの評価35％をとして総合的に
評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

南亮進、牧野文夫編『中国経済入門[第４版］高度成長の
終焉と安定成長への途』日本評論社、2016年　ISBN
9784535558663

◎－－－　参考書　－－－◎

劉敬文、任雲、肖厳華著『現代中国経済』朝日出版社、
2015年　ISBN 9784255008318
21世紀中国総研編『中国情報ハンドブック[2018年版]』蒼
蒼社、2018年　ISBN 978488360137
中兼和津次著『開発経済学と現代中国』名古屋大学出版
会、2012年　ISBN 9784815807108

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　受講者は昼間部の「開発経済論A」の受講をおすすめし
ます。また、「開発経済論B」、「アジア経済論B」、
「国際協力論A」及び「国際協力論B」も受講することを
推奨します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　　授業概要
２　　中国の経済発展過程
３　　中国の経済発展の特徴と課題
４　　産業構造の変化と中国の工業化
５　　中国の工業成長の要因
６　　中国の国有企業改革の経緯
７　　中国の国有企業改革の到達点
８　　中国の農業・農村改革
９　　中国農村・農業の現状と課題
１０　中国の人口構造の変化
１１　中国の労働市場と社会保障の再構築
１２　中国の貿易と経済発展
１３　中国の外資導入と経済発展
１４　日中関係の変化と展望
１５　まとめ
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木幡　伸二

◎貿易:A-1,A-2

1.中国経済の発展過程や主要な分野に関する基本的な知識を身につけている。
　(A-1)

2.中国経済の発展過程や主要な分野の現状を理解し、説明することができる。
　(A-2)

◎　国際貿易　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論なら
びに人文科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけ
ている。
A-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用
いて、国際貿易や国際経済の現状を理解し、説明することができる
A-3　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用
いて、国際貿易や国際経済の課題を理解し、説明することができる。
A-4　経済に関して世界的な影響を持つ現在および過去の主な出来事につい
ての知識をもっている。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用い
て、新しい国際貿易や国際経済の課題を自ら発見することができる。
B-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用い
て、新しい国際貿易や国際経済の課題の解決策を自ら提案することができ
る。
B-3　国際貿易や国際経済の課題を解決するための組織やグループ活動におい
て、必要な役割を発揮するためのコミュニケーション能力やリーダーシップ
を身につけている。
B-4　異なる文化的背景を持つ人々と商取引や課題解決のために協働できるコ
ミュニケーション能力を身につけている。
B-5　グループで目標の設定とその達成に必要な行動を行う際、意思決定に貢
献し、目標達成に必要な役割を果たすことができる。（2018年度）
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　国際貿易や国際経済の課題解決のために、積極的に貢献しようとする態
度を身につけている。
C-2　国際貿易や国際経済の課題解決のために、常に新しい知識や理論を学ぼ
うとする態度を身につけている。
C-3　国際貿易や国際経済の課題解決のために、立場の異なる意見を理解し協
調的に行動しようとする態度を身につけている。
C-4　国際貿易や国際経済の課題解決のために、異なる文化的背景を持つ人々
と積極的に協働しようとする態度を身につけている。

◎商学:A-1,A-2

1.中国経済の発展過程や主要な分野に関する基本的な知識を身につけている。
　(A-1)

2.中国経済の発展過程や主要な分野の現状を理解し、説明することができる。
　(A-2)

◎　商学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけている。
A-2　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が置かれている経済社会状況（内外の環境与件）を説明すること
ができる。
A-3　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が取り組むべき課題が何であるかについて説明することができ
る。
A-4　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が発展する方向について説明することができる。
A-5　商学は実学であり、多種多様な知識、見識とともに商学に関する理
論的・歴史的・実践的な知識が用いられるべきであることを理解してい
る。(2018年度)
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　先入観にとらわれずに、企業、産業、地域が取り組むべき課題を発
見することができる。
B-2　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、商学に関
する理論的・歴史的・実践的な知識を応用したプロジェクトを企画、立案
することができる。
B-3　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、他者と連
携したチーム活動においてリーダーシップを発揮することができる。
B-4　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、情報技術
等を用いて国内外の事例を収集し、課題解決に必要な知見を抽出すること
ができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　社会の一員として、地域や社会の発展に商学的な見地から貢献する
姿勢をもっている。
C-2　社会の一員として、地域や社会の発展に貢献するために、自ら成長
し、商学的な知識や多種多様な知識、見識を学び続けることができる。
C-3　地域や社会の発展に向けて、主体的、協調的に他者を巻き込む行動
をとることができる。
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木幡　伸二

◎経営:A-1,A-2

1.中国経済の発展過程や主要な分野に関する基本的な知識を身につけている。
　(A-1)

2.中国経済の発展過程や主要な分野の現状を理解し、説明することができる。
　(A-2)

◎　経営学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　経営学および会計学をはじめとする商学の専門的知識ならびに人文
科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の現状を説明することができる。
A-3　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の課題を説明することができる。
A-4　経営学および会計学の知識を用いて企業の財務活動を説明すること
ができる。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題を
発見することができる。
B-2　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題に
対する解決策を提案することができる。
B-3　組織において、協働して問題解決に当たるために必要なコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　問題解決への取り組みの成果を発信するために必要なプレゼンテー
ション能力を活用することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題解決の成果を発信することにより、社会や組織の発展に貢献す
る姿勢をもっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　組織の内外において、協働して問題解決に当たる姿勢をもってい
る。

◎商学:A-1,A-2

1.中国経済の発展過程や主要な分野に関する基本的な知識を身につけている。
　(A-1)

2.中国経済の発展過程や主要な分野の現状を理解し、説明することができる。
　(A-2)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。
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 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・二部２時限　　試験時間割：2020/01/24　夜２限　　

石上　悦朗

◎－－－　概要　－－－◎

　インド・南アジア経済は世界の中でいま最も注目を集めてい
るといって過言ではない。
　本講義は右に示したテキストを教材として用いる。本講義は
15億人以上の人口を持つインド・南アジア諸国を対象として、
経済発展の経緯と現状および課題などについて多面的に学習す
る。開発経済論Ｂでもふれたが、インド・南アジア諸国はサブ
サハラ（サハラ砂漠以南のアフリカ）とともに長い間、世界の
貧困問題したがって開発問題の焦点となっている地域である。
しかし、前者は近年、高成長とともに変化も著しい。「成長の
インド・南アジア」という側面を産業発展に重点を置いて学習
する。また、講義に際しては東アジア諸国の経済発展・産業発
展との比較検討という視点も重視する。
　受講生はテキストについて指示した章・節などに関して事
前・事後の学習が求められる。受講生はこのためにあわせて数
回のレポートを提出する。
　入手可能な最新の統計データ、政策文書等は講義時に資料と
して別途配布する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

インドと南アジア諸国の人間開発の状況を国際社会の中に位置
づけるとともに、基本的な特徴とそれぞれの国の開発の背景を
理解することができる。(知識・理解)

インドの産業発展について、東アジア諸国のそれと比較しなが
ら、開発戦略および主要な産業部門の特徴を理解し、人間開発
に対する含意を考えることができる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・授業の進度に合わせ、毎回事前にテキストの該当箇所の学習
が求められる。（60分）
・その他資料（ウェブサイトを含む）の閲覧・学習等を指示す
る。（20分）
・特定のトピックおよびテキストの指定した章について数回レ
ポートを作成する。（各90分）
・講義終了後、該当章を復習、理解の深化のために再度読むこ
とが求められる。（30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・到達目標に記した内容の理解度を基準とする。
・定期試験における成績を６割、レポートを４割考慮し、総合
的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　石上悦朗・佐藤隆広編『現代インド・南アジア経済論』
ミネルヴァ書房、2011年刊。（本体3500円）
ISBN:9784623058716。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　木幡先生担当のアジア経済論Aを併せ履修することが望
ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 講義案内―経済開発と産業発展におけるインド・南アジ
ア
2.インド・南アジアの経済開発と人間開発
3.インドの農業と農村
4.インドの財政と財政制度
5.インドの金融システム
6.インドの国際貿易と資本移動
7.インドの産業政策の展開
8.インドの鉄鋼業
9.インドの自動車産業
10.繊維産業と製薬産業
11.ICT（情報通信技術）産業
12.インドの財閥について
13.パキスタンの経済発展
14.バングラデシュの経済発展
15.スリランカとネパールの経済発展
　・授業のまとめ
　
　以上の講義計画の一部を受講生のテキストでの自習とレ
ポート作成に委ねることがある。
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石上　悦朗

◎貿易:A-1,A-2

1.インドと南アジア諸国の人間開発の状況を国際社会の中に位置づけるととも
に、基本的な特徴とそれぞれの国の開発の背景を理解することができる。　
(A-1)

2.インドの産業発展について、東アジア諸国のそれと比較しながら、開発戦略
および主要な産業部門の特徴を理解し、人間開発に対する含意を考えることが
できる。　(A-2)

◎　国際貿易　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論なら
びに人文科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけ
ている。
A-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用
いて、国際貿易や国際経済の現状を理解し、説明することができる
A-3　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用
いて、国際貿易や国際経済の課題を理解し、説明することができる。
A-4　経済に関して世界的な影響を持つ現在および過去の主な出来事につい
ての知識をもっている。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用い
て、新しい国際貿易や国際経済の課題を自ら発見することができる。
B-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用い
て、新しい国際貿易や国際経済の課題の解決策を自ら提案することができ
る。
B-3　国際貿易や国際経済の課題を解決するための組織やグループ活動におい
て、必要な役割を発揮するためのコミュニケーション能力やリーダーシップ
を身につけている。
B-4　異なる文化的背景を持つ人々と商取引や課題解決のために協働できるコ
ミュニケーション能力を身につけている。
B-5　グループで目標の設定とその達成に必要な行動を行う際、意思決定に貢
献し、目標達成に必要な役割を果たすことができる。（2018年度）
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　国際貿易や国際経済の課題解決のために、積極的に貢献しようとする態
度を身につけている。
C-2　国際貿易や国際経済の課題解決のために、常に新しい知識や理論を学ぼ
うとする態度を身につけている。
C-3　国際貿易や国際経済の課題解決のために、立場の異なる意見を理解し協
調的に行動しようとする態度を身につけている。
C-4　国際貿易や国際経済の課題解決のために、異なる文化的背景を持つ人々
と積極的に協働しようとする態度を身につけている。

◎商学:A-1,A-2

1.インドと南アジア諸国の人間開発の状況を国際社会の中に位置づけるととも
に、基本的な特徴とそれぞれの国の開発の背景を理解することができる。　
(A-1)

2.インドの産業発展について、東アジア諸国のそれと比較しながら、開発戦略
および主要な産業部門の特徴を理解し、人間開発に対する含意を考えることが
できる。　(A-2)

◎　商学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけている。
A-2　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が置かれている経済社会状況（内外の環境与件）を説明すること
ができる。
A-3　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が取り組むべき課題が何であるかについて説明することができ
る。
A-4　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が発展する方向について説明することができる。
A-5　商学は実学であり、多種多様な知識、見識とともに商学に関する理
論的・歴史的・実践的な知識が用いられるべきであることを理解してい
る。(2018年度)
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　先入観にとらわれずに、企業、産業、地域が取り組むべき課題を発
見することができる。
B-2　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、商学に関
する理論的・歴史的・実践的な知識を応用したプロジェクトを企画、立案
することができる。
B-3　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、他者と連
携したチーム活動においてリーダーシップを発揮することができる。
B-4　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、情報技術
等を用いて国内外の事例を収集し、課題解決に必要な知見を抽出すること
ができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　社会の一員として、地域や社会の発展に商学的な見地から貢献する
姿勢をもっている。
C-2　社会の一員として、地域や社会の発展に貢献するために、自ら成長
し、商学的な知識や多種多様な知識、見識を学び続けることができる。
C-3　地域や社会の発展に向けて、主体的、協調的に他者を巻き込む行動
をとることができる。



2019-4030000401-02アジア経済論Ｂ「（二部）」

石上　悦朗

◎経営:A-1,A-2

1.インドと南アジア諸国の人間開発の状況を国際社会の中に位置づけるととも
に、基本的な特徴とそれぞれの国の開発の背景を理解することができる。　
(A-1)

2.インドの産業発展について、東アジア諸国のそれと比較しながら、開発戦略
および主要な産業部門の特徴を理解し、人間開発に対する含意を考えることが
できる。　(A-2)

◎　経営学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　経営学および会計学をはじめとする商学の専門的知識ならびに人文
科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の現状を説明することができる。
A-3　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の課題を説明することができる。
A-4　経営学および会計学の知識を用いて企業の財務活動を説明すること
ができる。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題を
発見することができる。
B-2　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題に
対する解決策を提案することができる。
B-3　組織において、協働して問題解決に当たるために必要なコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　問題解決への取り組みの成果を発信するために必要なプレゼンテー
ション能力を活用することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題解決の成果を発信することにより、社会や組織の発展に貢献す
る姿勢をもっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　組織の内外において、協働して問題解決に当たる姿勢をもってい
る。

◎商学:A-1,A-2

1.インドと南アジア諸国の人間開発の状況を国際社会の中に位置づけるととも
に、基本的な特徴とそれぞれの国の開発の背景を理解することができる。　
(A-1)

2.インドの産業発展について、東アジア諸国のそれと比較しながら、開発戦略
および主要な産業部門の特徴を理解し、人間開発に対する含意を考えることが
できる。　(A-2)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-4030000396-02アメリカ経済論Ⅰ「（二部）」（成長の基盤）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・二部２時限　　試験時間割：2019/07/26　夜２限　　

掛下　達郎

◎－－－　概要　－－－◎

現在の日本経済を語るには、アメリカ経済を理解することが重
要です。通常、アメリカ経済は自由競争の側面が紹介されてい
ます。講義では、自由競争を支える消費社会、軍需産業、福祉
国家を取り上げます。そして、それらを含むアメリカ・モデル
全体の普遍性と特殊性にも目を向けて、アメリカ経済の構造を
考えてみたいと思います。マクロ経済学のフレームの中で、ア
メリカ型経済、パックス・アメリカーナ、持続的成長を学ぶこ
とによって、これらの問題を考えていきたいと思います。その
中で、経済理論と現実の関係を扱っていきたいと思います。な
るべくビデオ、写真、図表を使って皆さんの頭の中に具体的な
イメージが湧くようにしてみます。本講義全体から、経済学の
有効性と限界を感じてもらえたら有難いと考えています。

◎－－－　到達目標　－－－◎

アメリカ型経済の特徴を理解している。(知識・理解)

アメリカ経済の世界的な影響力を理解している。(知識・理解)

基礎的な経済理論を使って経済成長の限界を説明することがで
きる。(知識・理解)

金融が経済成長をどのように促進するかについて説明できる。
(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

講義前にテキストの該当部分を読んでおきましょう。参考書ま
で読むことができれば評価が上がります（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験では、アメリカ経済の世界的な影響力と経済成長を自
分の言葉で正確に説明できているかを評価の基準とする。
小テストではアメリカ型経済の特徴を自分の言葉で正確に説明
できているかを評価の基準とする。
定期試験の成績を70％、小論文形式の小テストの評価を30％で
評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

河﨑信樹・吉田健三・田村太一・渋谷博史『現代アメリカ
の経済社会：理念とダイナミズム』東京大学出版会、2018
年、2,800円、ISBN978-4130421492

◎－－－　参考書　－－－◎

河村哲二『現代アメリカ経済』有斐閣アルマ、2003年、
2,300円　ISBN 978-4641121706
渋谷博史『アメリカ・モデルの企業と金融：グローバル化
とITとウォール街』昭和堂、2011年、3,000円　ISBN
978-4812211311
ロバート・J・ゴードン『アメリカ経済 成長の終焉』
（上・下）、日経BP社、2018年、3,600円、3,800円　ISBN
978-4822255763

◎－－－　授業計画　－－－◎

１ イントロダクション
２ アメリカ経済社会の理念
３ アメリカ経済社会の基本構造
４ アメリカ型経済の形成
５ 世界的インパクトの源泉としてのアメリカ
６ 戦後パックス・アメリカーナの確立
７ 戦後アメリカ経済の基本構造
８ 小テスト
９ 戦後パックス・アメリカーナの衰退と転換
10 持続的成長システムの限界の顕在化
11 医療保険改革と課題
12 経済活性化の模索と金融的発展
13 新自由主義とアメリカ化
14 経常収支赤字の原因
15 まとめ：次なる課題



2019-4030000396-02アメリカ経済論Ⅰ「（二部）」（成長の基盤）

掛下　達郎

◎貿易:A-1,A-2

1.アメリカ型経済の特徴を理解している。　(A-1)

2.アメリカ経済の世界的な影響力を理解している。　(A-1)

3.基礎的な経済理論を使って経済成長の限界を説明することができる。　(A-2)

4.金融が経済成長をどのように促進するかについて説明できる。　(A-2)

◎　国際貿易　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論なら
びに人文科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけ
ている。
A-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用
いて、国際貿易や国際経済の現状を理解し、説明することができる
A-3　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用
いて、国際貿易や国際経済の課題を理解し、説明することができる。
A-4　経済に関して世界的な影響を持つ現在および過去の主な出来事につい
ての知識をもっている。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用い
て、新しい国際貿易や国際経済の課題を自ら発見することができる。
B-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用い
て、新しい国際貿易や国際経済の課題の解決策を自ら提案することができ
る。
B-3　国際貿易や国際経済の課題を解決するための組織やグループ活動におい
て、必要な役割を発揮するためのコミュニケーション能力やリーダーシップ
を身につけている。
B-4　異なる文化的背景を持つ人々と商取引や課題解決のために協働できるコ
ミュニケーション能力を身につけている。
B-5　グループで目標の設定とその達成に必要な行動を行う際、意思決定に貢
献し、目標達成に必要な役割を果たすことができる。（2018年度）
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　国際貿易や国際経済の課題解決のために、積極的に貢献しようとする態
度を身につけている。
C-2　国際貿易や国際経済の課題解決のために、常に新しい知識や理論を学ぼ
うとする態度を身につけている。
C-3　国際貿易や国際経済の課題解決のために、立場の異なる意見を理解し協
調的に行動しようとする態度を身につけている。
C-4　国際貿易や国際経済の課題解決のために、異なる文化的背景を持つ人々
と積極的に協働しようとする態度を身につけている。

◎商学:A-1,A-2

1.アメリカ型経済の特徴を理解している。　(A-1)

2.アメリカ経済の世界的な影響力を理解している。　(A-1)

3.基礎的な経済理論を使って経済成長の限界を説明することができる。　(A-2)

4.金融が経済成長をどのように促進するかについて説明できる。　(A-2)

◎　商学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけている。
A-2　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が置かれている経済社会状況（内外の環境与件）を説明すること
ができる。
A-3　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が取り組むべき課題が何であるかについて説明することができ
る。
A-4　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が発展する方向について説明することができる。
A-5　商学は実学であり、多種多様な知識、見識とともに商学に関する理
論的・歴史的・実践的な知識が用いられるべきであることを理解してい
る。(2018年度)
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　先入観にとらわれずに、企業、産業、地域が取り組むべき課題を発
見することができる。
B-2　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、商学に関
する理論的・歴史的・実践的な知識を応用したプロジェクトを企画、立案
することができる。
B-3　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、他者と連
携したチーム活動においてリーダーシップを発揮することができる。
B-4　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、情報技術
等を用いて国内外の事例を収集し、課題解決に必要な知見を抽出すること
ができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　社会の一員として、地域や社会の発展に商学的な見地から貢献する
姿勢をもっている。
C-2　社会の一員として、地域や社会の発展に貢献するために、自ら成長
し、商学的な知識や多種多様な知識、見識を学び続けることができる。
C-3　地域や社会の発展に向けて、主体的、協調的に他者を巻き込む行動
をとることができる。



2019-4030000396-02アメリカ経済論Ⅰ「（二部）」（成長の基盤）

掛下　達郎

◎経営:A-1,A-2

1.アメリカ型経済の特徴を理解している。　(A-1)

2.アメリカ経済の世界的な影響力を理解している。　(A-1)

3.基礎的な経済理論を使って経済成長の限界を説明することができる。　(A-2)

4.金融が経済成長をどのように促進するかについて説明できる。　(A-2)

◎　経営学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　経営学および会計学をはじめとする商学の専門的知識ならびに人文
科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の現状を説明することができる。
A-3　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の課題を説明することができる。
A-4　経営学および会計学の知識を用いて企業の財務活動を説明すること
ができる。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題を
発見することができる。
B-2　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題に
対する解決策を提案することができる。
B-3　組織において、協働して問題解決に当たるために必要なコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　問題解決への取り組みの成果を発信するために必要なプレゼンテー
ション能力を活用することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題解決の成果を発信することにより、社会や組織の発展に貢献す
る姿勢をもっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　組織の内外において、協働して問題解決に当たる姿勢をもってい
る。

◎商学:A-1,A-2

1.アメリカ型経済の特徴を理解している。　(A-1)

2.アメリカ経済の世界的な影響力を理解している。　(A-1)

3.基礎的な経済理論を使って経済成長の限界を説明することができる。　(A-2)

4.金融が経済成長をどのように促進するかについて説明できる。　(A-2)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-4030000333-02国際物流論Ａ「（二部）」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・二部１時限　　試験時間割：2019/07/31　夜１限　　

森下　隆夫

◎－－－　概要　－－－◎

　日本は貿易立国であり、資源に乏しい事から原料・燃料は言うまでも
無く、
食料までもが輸入に頼らなくてはならない現実があり、その一方、世界
中に
優れた製品を輸出し国を潤して来たという事実があります。近年その構
造
自体が変化し、日系企業の海外生産活動や製品の逆輸入といった事象が
増えている中、「今後、日本はどう進むべきか」との選択を迫られてい
ます。
　この様な状況下において、日本全体の国際化推進は急務であり、中で
も
貿易の重要性は以前にも増して高まっております。
　
　海外との貿易取引を行う上では、単なる商品知識や英文契約内容の知
識だけではなく、「金融」、「保険」、そして「国際物流」に関する知
識が必要不可欠です。本講義は貿易における「金融」「保険」との関連
性も含めた「国際物流」の基礎知識の修得を目指します。

　国際物流論Ａは、貿易における「国際物流」を学ぶ上で必要な理論お
よびその概要、そして最低限必要な専門基礎知識の修得を目標として行
われます。具体的には、最初はマクロの視点から入り、貿易全体におけ
る「国際物流」の仕組み、及び「金融」「保険」との関連性について学
び、次第に国際物流の「専門知識」およびその「英語を含む専門用語」
等の基礎知識の修得を目指します。

　本講義は、担当教員が企業において３０数年に渡る国際物流業務（そ
のうち、１６年は海外勤務）の実務経験を活かし、そこで習得した知識
と実践方法に基づいた授業を行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

貿易に関する国際商取引において、物流関連の基本的な仕組みと内容に
関する基礎的な知識を身につけている。(知識・理解)

貿易に関する国際商取引において、物流関連の基本的な仕組みと内容に
関して説明する事が出来る。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　講義内容が連続しているので、毎回受講後に復習を繰り返し行う事が
必要です。特に英語を含む専門用語を都度・都度覚えないと、次の講義
の内容が理解できなくなり、結果的に授業に付いて行けなくなります。

　受講後、最低６０分の復習を行い、授業内容の理解に努めて下さい。
また、次の授業の直前に３０分程度前回内容をリビューし、受講する事
を
お勧めします。　

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験の結果（６０％）、及び授業への取り組み姿勢・発言点（２
０％、
　【注】＝＝「出席点」ではありません＝＝）と、必要に応じて行われ
る
「小テスト」の結果（２０％）などを総合的に勘案し、国際物流の基礎
知識に
対する理解度、及び上記目標の達成度を評価基準として判定致します。

「出席点」は考慮しませんので、試験さえ良ければと考える人がいるか
も
知れませんが、講義を聞かないで合格点を取る事は、ほぼ不可能に近い
内容になっています。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　講義毎にプリントを配付し、パワーポイントや
ＯＨＣを使用して講義を進めます。

◎－－－　参考書　－－－◎

ISBN 978-4822411626
日本貿易振興機構編集『ジェトロ貿易ハンド
ブック』　ジェトロ発行

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　国際物流論Ａは、全体的なマクロ視点から講義
を進め、貿易における国際物流の基礎的な理論
や知識から、専門用語の修得までを目指します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

０１．講義の目的
０２．貿易と国際物流の歴史
０３．国際物流の変貌（１）
０４．国際物流の変貌（２）
０５．国際物流の変貌（３）
０６．貿易取引と海上輸送
０７．運送に関する国際ルール（１）
０８．運送に関する国際ルール（２）
０９．運送に関する国際ルール（３）
１０．貿易関連書類（１）
１１．貿易関連書類（２）
１２．貿易関連書類（３）
１３．国際複合輸送（１）
１４．国際複合輸送（２）
１５．まとめ
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森下　隆夫

◎貿易:A-1,A-2

1.貿易に関する国際商取引において、物流関連の基本的な仕組みと内容に関す
る基礎的な知識を身につけている。　(A-1)

2.貿易に関する国際商取引において、物流関連の基本的な仕組みと内容に関し
て説明する事が出来る。　(A-2)

◎　国際貿易　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論なら
びに人文科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけ
ている。
A-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用
いて、国際貿易や国際経済の現状を理解し、説明することができる
A-3　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用
いて、国際貿易や国際経済の課題を理解し、説明することができる。
A-4　経済に関して世界的な影響を持つ現在および過去の主な出来事につい
ての知識をもっている。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用い
て、新しい国際貿易や国際経済の課題を自ら発見することができる。
B-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用い
て、新しい国際貿易や国際経済の課題の解決策を自ら提案することができ
る。
B-3　国際貿易や国際経済の課題を解決するための組織やグループ活動におい
て、必要な役割を発揮するためのコミュニケーション能力やリーダーシップ
を身につけている。
B-4　異なる文化的背景を持つ人々と商取引や課題解決のために協働できるコ
ミュニケーション能力を身につけている。
B-5　グループで目標の設定とその達成に必要な行動を行う際、意思決定に貢
献し、目標達成に必要な役割を果たすことができる。（2018年度）
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　国際貿易や国際経済の課題解決のために、積極的に貢献しようとする態
度を身につけている。
C-2　国際貿易や国際経済の課題解決のために、常に新しい知識や理論を学ぼ
うとする態度を身につけている。
C-3　国際貿易や国際経済の課題解決のために、立場の異なる意見を理解し協
調的に行動しようとする態度を身につけている。
C-4　国際貿易や国際経済の課題解決のために、異なる文化的背景を持つ人々
と積極的に協働しようとする態度を身につけている。

◎商学:A-1,A-2

1.貿易に関する国際商取引において、物流関連の基本的な仕組みと内容に関す
る基礎的な知識を身につけている。　(A-1)

2.貿易に関する国際商取引において、物流関連の基本的な仕組みと内容に関し
て説明する事が出来る。　(A-2)

◎　商学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけている。
A-2　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が置かれている経済社会状況（内外の環境与件）を説明すること
ができる。
A-3　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が取り組むべき課題が何であるかについて説明することができ
る。
A-4　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が発展する方向について説明することができる。
A-5　商学は実学であり、多種多様な知識、見識とともに商学に関する理
論的・歴史的・実践的な知識が用いられるべきであることを理解してい
る。(2018年度)
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　先入観にとらわれずに、企業、産業、地域が取り組むべき課題を発
見することができる。
B-2　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、商学に関
する理論的・歴史的・実践的な知識を応用したプロジェクトを企画、立案
することができる。
B-3　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、他者と連
携したチーム活動においてリーダーシップを発揮することができる。
B-4　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、情報技術
等を用いて国内外の事例を収集し、課題解決に必要な知見を抽出すること
ができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　社会の一員として、地域や社会の発展に商学的な見地から貢献する
姿勢をもっている。
C-2　社会の一員として、地域や社会の発展に貢献するために、自ら成長
し、商学的な知識や多種多様な知識、見識を学び続けることができる。
C-3　地域や社会の発展に向けて、主体的、協調的に他者を巻き込む行動
をとることができる。
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森下　隆夫

◎経営:A-1,A-2

1.貿易に関する国際商取引において、物流関連の基本的な仕組みと内容に関す
る基礎的な知識を身につけている。　(A-1)

2.貿易に関する国際商取引において、物流関連の基本的な仕組みと内容に関し
て説明する事が出来る。　(A-2)

◎　経営学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　経営学および会計学をはじめとする商学の専門的知識ならびに人文
科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の現状を説明することができる。
A-3　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の課題を説明することができる。
A-4　経営学および会計学の知識を用いて企業の財務活動を説明すること
ができる。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題を
発見することができる。
B-2　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題に
対する解決策を提案することができる。
B-3　組織において、協働して問題解決に当たるために必要なコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　問題解決への取り組みの成果を発信するために必要なプレゼンテー
ション能力を活用することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題解決の成果を発信することにより、社会や組織の発展に貢献す
る姿勢をもっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　組織の内外において、協働して問題解決に当たる姿勢をもってい
る。



2019-4030000391-02国際貿易論Ⅰ「（二部）」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・二部１時限　　試験時間割：2020/01/23　夜１限　　

松永　達

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業の目的は、国際貿易に関する基礎的理論を把握した
うえで、自由貿易の意味と現実の貿易構造の変化を理解するこ
とにある。
　授業は、前半と後半に分かれている。前半では、自由貿易が
もたらす利益について説明する理論を学ぶ。最初に、一国の中
で労働生産性が相対的に高い産業が、国によって異なることに
着目する比較生産費説を取り上げる。次に、国による要素賦存
の相違と比較優位との関連について説明する。そして、労働生
産性も要素賦存も同じ程度の国同士が行う工業製品の貿易を説
明する理論として、「規模の経済」を入れた理論を説明する。
　後半では、前半で学んだ理論を念頭に置きながら、現実の変
化を考える。まず、一国の貿易構造が経済発展とともにどのよ
うに変化してきたかについて、日本と近隣諸国を中心に説明す
る。続いて、多国籍企業の展開がどのように貿易を変えてきた
かについて説明する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

比較優位の正確な意味とその理論の概要を説明することができ
る。(知識・理解)

自由貿易がもたらす貿易の利益、並びにそれに付随する問題点
を説明することができる。(知識・理解)

経済発展に伴う貿易構造の変化とその理由を説明することがで
きる。(知識・理解)

多国籍企業の行動が貿易構造をどのように変化させているか説
明することができる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　毎回の授業の理解は、前回までの授業の理解が前提となる。
受講の前に、前回の授業でとったノートの内容を復習しておく
こと（60分）。
　また、近年、東アジアを中心に各国の貿易構造は急激に変化
している。日本の貿易の変化や、新興国の主力輸出品の変化に
関するメディアの報道などに積極的に接して、その理解に努め
ておくこと（30分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　上記のそれぞれの到達目標達成を測る問題を定期試験で出題
し、その点数で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　テキストは使用しない。授業で表示するスライドおよび
口頭での説明を参考にして、自分のノートをしっかり作る
ことが必須である。
　必要に応じて資料を配付する。

◎－－－　参考書　－－－◎

　『国際経済学』『国際貿易論』などと題された本なら、
たいてい授業で扱う内容の一部が含まれている。
　参考書として、特に以下の本を挙げる。いずれも図書館
にある。
　高増明・野口旭、『国際経済学』、ナカニシヤ出版、
1997年。ISBN:978-4-8884-8326-1（絶版。図書館にあ
る。）
　高橋信弘、『国際経済学入門　改訂第二版』、ナカニシ
ヤ出版、2015年。ISBN:978-4-7795-0923-0
　リチャード Ｅ．ケイブズほか、伊藤隆敏監訳、『国際
経済学入門Ⅰ』、日本経済新聞社、2003年。
ISBN:4-532-13249-5

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　※登録については、『学修ガイド』の「登録制限科目に
ついて」を参照してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　はじめに
2　リカードの比較生産費説１
3　リカードの比較生産費説２
4　リカードの比較生産費説３
5　自由貿易に関する論争
6　要素賦存と比較優位１
7　要素賦存と比較優位２
8　「規模の経済」と貿易１
9　「規模の経済」と貿易２
10　経済発展と貿易構造の変化１
11　経済発展と貿易構造の変化２
12　経済発展と貿易構造の変化３
13　多国籍企業の展開と貿易の変容１
14　多国籍企業の展開と貿易の変容２
15　まとめ
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松永　達

◎貿易:A-1,A-2,A-3

1.比較優位の正確な意味とその理論の概要を説明することができる。　(A-1)

2.自由貿易がもたらす貿易の利益、並びにそれに付随する問題点を説明するこ
とができる。　(A-3)

3.経済発展に伴う貿易構造の変化とその理由を説明することができる。　(A-2)

4.多国籍企業の行動が貿易構造をどのように変化させているか説明することが
できる。　(A-2)

◎　国際貿易　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論なら
びに人文科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけ
ている。
A-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用
いて、国際貿易や国際経済の現状を理解し、説明することができる
A-3　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用
いて、国際貿易や国際経済の課題を理解し、説明することができる。
A-4　経済に関して世界的な影響を持つ現在および過去の主な出来事につい
ての知識をもっている。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用い
て、新しい国際貿易や国際経済の課題を自ら発見することができる。
B-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用い
て、新しい国際貿易や国際経済の課題の解決策を自ら提案することができ
る。
B-3　国際貿易や国際経済の課題を解決するための組織やグループ活動におい
て、必要な役割を発揮するためのコミュニケーション能力やリーダーシップ
を身につけている。
B-4　異なる文化的背景を持つ人々と商取引や課題解決のために協働できるコ
ミュニケーション能力を身につけている。
B-5　グループで目標の設定とその達成に必要な行動を行う際、意思決定に貢
献し、目標達成に必要な役割を果たすことができる。（2018年度）
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　国際貿易や国際経済の課題解決のために、積極的に貢献しようとする態
度を身につけている。
C-2　国際貿易や国際経済の課題解決のために、常に新しい知識や理論を学ぼ
うとする態度を身につけている。
C-3　国際貿易や国際経済の課題解決のために、立場の異なる意見を理解し協
調的に行動しようとする態度を身につけている。
C-4　国際貿易や国際経済の課題解決のために、異なる文化的背景を持つ人々
と積極的に協働しようとする態度を身につけている。

◎商学:A-1,A-2,A-3

1.比較優位の正確な意味とその理論の概要を説明することができる。　(A-1)

2.自由貿易がもたらす貿易の利益、並びにそれに付随する問題点を説明するこ
とができる。　(A-3)

3.経済発展に伴う貿易構造の変化とその理由を説明することができる。　(A-2)

4.多国籍企業の行動が貿易構造をどのように変化させているか説明することが
できる。　(A-2)

◎　商学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけている。
A-2　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が置かれている経済社会状況（内外の環境与件）を説明すること
ができる。
A-3　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が取り組むべき課題が何であるかについて説明することができ
る。
A-4　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が発展する方向について説明することができる。
A-5　商学は実学であり、多種多様な知識、見識とともに商学に関する理
論的・歴史的・実践的な知識が用いられるべきであることを理解してい
る。(2018年度)
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　先入観にとらわれずに、企業、産業、地域が取り組むべき課題を発
見することができる。
B-2　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、商学に関
する理論的・歴史的・実践的な知識を応用したプロジェクトを企画、立案
することができる。
B-3　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、他者と連
携したチーム活動においてリーダーシップを発揮することができる。
B-4　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、情報技術
等を用いて国内外の事例を収集し、課題解決に必要な知見を抽出すること
ができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　社会の一員として、地域や社会の発展に商学的な見地から貢献する
姿勢をもっている。
C-2　社会の一員として、地域や社会の発展に貢献するために、自ら成長
し、商学的な知識や多種多様な知識、見識を学び続けることができる。
C-3　地域や社会の発展に向けて、主体的、協調的に他者を巻き込む行動
をとることができる。



2019-4030000391-02国際貿易論Ⅰ「（二部）」

松永　達

◎経営:A-1,A-2,A-3

1.比較優位の正確な意味とその理論の概要を説明することができる。　(A-1)

2.自由貿易がもたらす貿易の利益、並びにそれに付随する問題点を説明するこ
とができる。　(A-3)

3.経済発展に伴う貿易構造の変化とその理由を説明することができる。　(A-2)

4.多国籍企業の行動が貿易構造をどのように変化させているか説明することが
できる。　(A-2)

◎　経営学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　経営学および会計学をはじめとする商学の専門的知識ならびに人文
科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の現状を説明することができる。
A-3　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の課題を説明することができる。
A-4　経営学および会計学の知識を用いて企業の財務活動を説明すること
ができる。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題を
発見することができる。
B-2　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題に
対する解決策を提案することができる。
B-3　組織において、協働して問題解決に当たるために必要なコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　問題解決への取り組みの成果を発信するために必要なプレゼンテー
ション能力を活用することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題解決の成果を発信することにより、社会や組織の発展に貢献す
る姿勢をもっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　組織の内外において、協働して問題解決に当たる姿勢をもってい
る。



2019-4030000329-02国際マーケティング論Ａ「（二部）」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・二部１時限　　試験時間割：2019/07/30　夜１限　　

山口　夕妃子

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義は、国際マーケティングとグローバル・マーケティン
グの理論の理解ができることを主目的として進めていきます。
　企業のマーケティング活動のグローバルな展開を理解し、そ
れが企業活動全体としてどのような意味をもつのか、グローバ
ル市場において、どのような役割を果たしているのかを考察し
ていきます。
　適時、企業の事例を紹介しながら、理論的理解が深まるよう
に講義を行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

国際マーケティングやグローバル・マーケティングの基礎理論
を理解する。(知識・理解)

近年の市場のグローバル化といった市場の変化や社会的背景を
もとに企業活動のグローバルな展開を理解する。(知識・理解)

さまざまな企業の取り組みをグローバルな視点で捉えることが
でき、学んだ専門用語を用いて説明することができる。(知
識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：事前に資料教材を配布するので、読んでくること。また
各自関連する事柄については事前に調べること。
復習：講義で学んだテーマの中で自分の関心のあるところはさ
らに深く理解できるよう、関連する文献を読むこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

講義の到達目標の達成度を評価基準とします。
定期試験（70％）と課題・中間テスト（30％）で評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特に指定はありません。

◎－－－　参考書　－－－◎

大石芳弘・山口夕妃子編『グローバル・マーケティングの
新展開』白桃書房2013年　ISBN 978-4561662006
大石芳弘編『グローバル・マーケティング零（ゼロ）』白
桃書房2017年　ISBN 978-4561652236
その他参考書は講義中に適時紹介します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

マーケティング論に関する科目を受講していることが望ま
しい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1．ガイダンス
2．マーケティングの基礎理論
3．市場のグローバル化とセグメンテーション戦略
4．グローバル製品戦略
5．グローバル価格戦略
6．グローバル流通戦略
7．グローバル・コミュニケーション戦略
8．小括・中間テスト
9．グローバル・マーケティングの特徴
10．グローバル・ブランド戦略
11．ケーススタディ（１）：コカコーラ
12．ケーススタディ（２）：GAFA
13．Eコマースのグローバル展開
14．小売業のグローバル・マーケティング戦略
15．総括



2019-4030000329-02国際マーケティング論Ａ「（二部）」

山口　夕妃子

◎貿易:A-1,A-2

1.国際マーケティングやグローバル・マーケティングの基礎理論を理解する。
　(A-1)

2.近年の市場のグローバル化といった市場の変化や社会的背景をもとに企業活
動のグローバルな展開を理解する。　(A-2)

3.さまざまな企業の取り組みをグローバルな視点で捉えることができ、学んだ
専門用語を用いて説明することができる。　(A-2)

◎　国際貿易　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論なら
びに人文科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけ
ている。
A-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用
いて、国際貿易や国際経済の現状を理解し、説明することができる
A-3　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用
いて、国際貿易や国際経済の課題を理解し、説明することができる。
A-4　経済に関して世界的な影響を持つ現在および過去の主な出来事につい
ての知識をもっている。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用い
て、新しい国際貿易や国際経済の課題を自ら発見することができる。
B-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用い
て、新しい国際貿易や国際経済の課題の解決策を自ら提案することができ
る。
B-3　国際貿易や国際経済の課題を解決するための組織やグループ活動におい
て、必要な役割を発揮するためのコミュニケーション能力やリーダーシップ
を身につけている。
B-4　異なる文化的背景を持つ人々と商取引や課題解決のために協働できるコ
ミュニケーション能力を身につけている。
B-5　グループで目標の設定とその達成に必要な行動を行う際、意思決定に貢
献し、目標達成に必要な役割を果たすことができる。（2018年度）
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　国際貿易や国際経済の課題解決のために、積極的に貢献しようとする態
度を身につけている。
C-2　国際貿易や国際経済の課題解決のために、常に新しい知識や理論を学ぼ
うとする態度を身につけている。
C-3　国際貿易や国際経済の課題解決のために、立場の異なる意見を理解し協
調的に行動しようとする態度を身につけている。
C-4　国際貿易や国際経済の課題解決のために、異なる文化的背景を持つ人々
と積極的に協働しようとする態度を身につけている。

◎商学:A-1,A-2

1.国際マーケティングやグローバル・マーケティングの基礎理論を理解する。
　(A-1)

2.近年の市場のグローバル化といった市場の変化や社会的背景をもとに企業活
動のグローバルな展開を理解する。　(A-2)

3.さまざまな企業の取り組みをグローバルな視点で捉えることができ、学んだ
専門用語を用いて説明することができる。　(A-2)

◎　商学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけている。
A-2　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が置かれている経済社会状況（内外の環境与件）を説明すること
ができる。
A-3　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が取り組むべき課題が何であるかについて説明することができ
る。
A-4　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が発展する方向について説明することができる。
A-5　商学は実学であり、多種多様な知識、見識とともに商学に関する理
論的・歴史的・実践的な知識が用いられるべきであることを理解してい
る。(2018年度)
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　先入観にとらわれずに、企業、産業、地域が取り組むべき課題を発
見することができる。
B-2　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、商学に関
する理論的・歴史的・実践的な知識を応用したプロジェクトを企画、立案
することができる。
B-3　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、他者と連
携したチーム活動においてリーダーシップを発揮することができる。
B-4　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、情報技術
等を用いて国内外の事例を収集し、課題解決に必要な知見を抽出すること
ができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　社会の一員として、地域や社会の発展に商学的な見地から貢献する
姿勢をもっている。
C-2　社会の一員として、地域や社会の発展に貢献するために、自ら成長
し、商学的な知識や多種多様な知識、見識を学び続けることができる。
C-3　地域や社会の発展に向けて、主体的、協調的に他者を巻き込む行動
をとることができる。



2019-4030000329-02国際マーケティング論Ａ「（二部）」

山口　夕妃子

◎経営:A-1,A-2

1.国際マーケティングやグローバル・マーケティングの基礎理論を理解する。
　(A-1)

2.近年の市場のグローバル化といった市場の変化や社会的背景をもとに企業活
動のグローバルな展開を理解する。　(A-2)

3.さまざまな企業の取り組みをグローバルな視点で捉えることができ、学んだ
専門用語を用いて説明することができる。　(A-2)

◎　経営学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　経営学および会計学をはじめとする商学の専門的知識ならびに人文
科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の現状を説明することができる。
A-3　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の課題を説明することができる。
A-4　経営学および会計学の知識を用いて企業の財務活動を説明すること
ができる。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題を
発見することができる。
B-2　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題に
対する解決策を提案することができる。
B-3　組織において、協働して問題解決に当たるために必要なコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　問題解決への取り組みの成果を発信するために必要なプレゼンテー
ション能力を活用することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題解決の成果を発信することにより、社会や組織の発展に貢献す
る姿勢をもっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　組織の内外において、協働して問題解決に当たる姿勢をもってい
る。



2019-4030000016-03貿易商務論Ａ「（二部）」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・二部２時限　　試験時間割：2020/01/21　夜２限　　

田代　安彦

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義を担当する教員は、エネルギー関連（原油、石油製品、ガ
ス、石油化学製品）の貿易実務、各種プロジェクト、アドバイザー契
約、特許取得等を海外駐在の11年間（英国、中東、シンガポール）を
含めて約27年間経験しています。貿易商務に関する実務基礎知識の修
得から海外法人副社長や供給副本部長、国内法人の支店長、社長を経
験し修得したマネージメントとしての実践的経営ノウハウを貿易を切
り口に学ぶことができます。また、本教員は中東での人質体験や早期
解放を経験しており、異文化、海外の人々との相互理解のために何が
重要なのか、貿易商務の重要な意義を実践経験から講義します。
　本講義では、契約から実行までの基礎用語、きめ細かい手続き、貿
易商務の実践的ノウハウの修得だけでなく、その背景にある理論や環
境変化を見る目を養い、未来への課題を自ら考え、対応を企画、実行
していく基礎力を養成することが目的です
　輸出入の契約をする際は、取引条件をしっかり取り決める必要があ
ります。約束しても証拠となる文書が残っていないと、後々トラブル
が発生した時に、なかなか簡単には解決しません。我々が常識と思っ
ていることも世界では通じないということもあります。問題が起きる
と、その解決のための訴訟や仲裁に大変な労力と費用がかかります。
こうしたトラブルを避けるためには、国際的なルールや海外での法
律、しっかりとした契約知識やノウハウを修得していることが不可欠
です。 また、国際人としての各国政治、経済状況、異文化理解も欠
かせません。
　貿易は、国境を越えた人、モノ、お金、技術・ノウハウ、サービス
の流れを生む国際的な商取引で、国の経済を支える必要不可欠な活動
の一つです。この講義では、現在の貿易がどのような状況にあるのか
を理解し、将来どのように変化していくのかを見極める眼とそれら環
境変化に、皆さんが今後対応していくための方策を考える基礎能力を
身に付けているレベルが到達目標です。貿易商務の基礎用語、基礎知
識を修得し、貿易商務に関連する実践的な応用ができるような実務能
力の醸成を目指します。
　

◎－－－　到達目標　－－－◎

国際商取引契約の対象や流れ、貿易の意義や市場、市況の変化につい
て最新の環境を理解している。(知識・理解)

世界の政治、経済情勢の変化が、国際商取引にどのような影響を及ぼ
すかを分析して、ポイントを整理して説明し、新たな課題解決策を提
案できる。(技能)

世界各国の文化、習慣、歴史認識、法律の違いを認識し、常に知識を
更新し、主体的に相互理解を図る姿勢を持っている。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

自国のこと（歴史、文化、政治・経済、企業活動）や海外の情勢につ
いて、講義テーマに関係することを事前に学び、考える時間を日本経
済新聞やネットの英語ニュース、各種分析記事講読等を通じて持ちま
す。（予習３０分）
また、講義で学んだ基礎知識、気づきや視点を整理し、ノウハウを活
かして、自分の興味ある分野で将来何ができるのか、重要な課題は何
かをまとめ、社会貢献する方法について、他の人と意見交換できるよ
うにポイントを整理し、説明できるように復習をします。（復習４５
分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験結果６０％、授業への参加姿勢（講義小テスト、レポー
ト、討議への参加姿勢など）４０％とします。
　貿易の契約から輸送、支払までの流れを正しく理解しているか、貿
易商務に係わる基礎知識を修得し、関連用語を正しく理解している
か、現在や今後の貿易環境変化、リスクを捉え、未来の課題と対応な
どを自分なりに考え、文章で明確に表現し、人に伝えることができる
かどうかで評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　テキストは使用しません。プリントを配布します。

◎－－－　参考書　－－－◎

『実践貿易実務第１２版（ジェトロ）』　ISBN
978-4-8224-1156-5
その他　都度紹介します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．貿易の流れと対象
　　　ペティ＝クラークの法則と貿易商務
２．貿易の目的と意義の歴史的変遷
３．貿易と市場
　 　（１）需給変化と市況変動
　　　　　 リカードの比較優位と市場価値変動
４.　（２）日本市場の特徴
５.　（３）中東市場の特徴Ⅰ
６.　（４）中東市場の特徴Ⅱ
７.　（５）米国市場の特徴
８.　（６）中国市場の特徴
９.　（７）アジア市場の特徴
10.貿易商務の基礎知識
　 　（１）海外取引と国内取引の違い
11.　（２）国際商品売買契約
12.　（３）国際物流　船舶とインコタームス
　　　　　　滞船料
13.　（４）輸出入事務
　　　　　　Ｂ／Ｌ、ＩＮＶＯＩＣＥ，Ｌ／Ｃ
　　　　　　検査、保険、免責状（L/I、L/G）
　　　  　　通関、輸出入規制
14.　（５）クレーム、係争（裁判、仲裁
　　　　　　フォースマジュール（不可抗力）
15.貿易を取り巻く環境変化と未来
　　まとめ



2019-4030000016-03貿易商務論Ａ「（二部）」

田代　安彦

◎貿易:A-2,B-1,C-2

1.国際商取引契約の対象や流れ、貿易の意義や市場、市況の変化について最新
の環境を理解している。　(A-2)

2.世界の政治、経済情勢の変化が、国際商取引にどのような影響を及ぼすかを
分析して、ポイントを整理して説明し、新たな課題解決策を提案できる。　
(B-1)

3.世界各国の文化、習慣、歴史認識、法律の違いを認識し、常に知識を更新
し、主体的に相互理解を図る姿勢を持っている。　(C-2)

◎　国際貿易　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論なら
びに人文科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけ
ている。
A-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用
いて、国際貿易や国際経済の現状を理解し、説明することができる
A-3　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用
いて、国際貿易や国際経済の課題を理解し、説明することができる。
A-4　経済に関して世界的な影響を持つ現在および過去の主な出来事につい
ての知識をもっている。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用い
て、新しい国際貿易や国際経済の課題を自ら発見することができる。
B-2　貿易理論、貿易実務、各国経済をはじめとする商学の知識や理論を用い
て、新しい国際貿易や国際経済の課題の解決策を自ら提案することができ
る。
B-3　国際貿易や国際経済の課題を解決するための組織やグループ活動におい
て、必要な役割を発揮するためのコミュニケーション能力やリーダーシップ
を身につけている。
B-4　異なる文化的背景を持つ人々と商取引や課題解決のために協働できるコ
ミュニケーション能力を身につけている。
B-5　グループで目標の設定とその達成に必要な行動を行う際、意思決定に貢
献し、目標達成に必要な役割を果たすことができる。（2018年度）
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　国際貿易や国際経済の課題解決のために、積極的に貢献しようとする態
度を身につけている。
C-2　国際貿易や国際経済の課題解決のために、常に新しい知識や理論を学ぼ
うとする態度を身につけている。
C-3　国際貿易や国際経済の課題解決のために、立場の異なる意見を理解し協
調的に行動しようとする態度を身につけている。
C-4　国際貿易や国際経済の課題解決のために、異なる文化的背景を持つ人々
と積極的に協働しようとする態度を身につけている。

◎商学:A-2,B-1,C-2

1.国際商取引契約の対象や流れ、貿易の意義や市場、市況の変化について最新
の環境を理解している。　(A-2)

2.世界の政治、経済情勢の変化が、国際商取引にどのような影響を及ぼすかを
分析して、ポイントを整理して説明し、新たな課題解決策を提案できる。　
(B-1)

3.世界各国の文化、習慣、歴史認識、法律の違いを認識し、常に知識を更新
し、主体的に相互理解を図る姿勢を持っている。　(C-2)

◎　商学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけている。
A-2　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が置かれている経済社会状況（内外の環境与件）を説明すること
ができる。
A-3　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が取り組むべき課題が何であるかについて説明することができ
る。
A-4　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が発展する方向について説明することができる。
A-5　商学は実学であり、多種多様な知識、見識とともに商学に関する理
論的・歴史的・実践的な知識が用いられるべきであることを理解してい
る。(2018年度)
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　先入観にとらわれずに、企業、産業、地域が取り組むべき課題を発
見することができる。
B-2　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、商学に関
する理論的・歴史的・実践的な知識を応用したプロジェクトを企画、立案
することができる。
B-3　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、他者と連
携したチーム活動においてリーダーシップを発揮することができる。
B-4　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、情報技術
等を用いて国内外の事例を収集し、課題解決に必要な知見を抽出すること
ができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　社会の一員として、地域や社会の発展に商学的な見地から貢献する
姿勢をもっている。
C-2　社会の一員として、地域や社会の発展に貢献するために、自ら成長
し、商学的な知識や多種多様な知識、見識を学び続けることができる。
C-3　地域や社会の発展に向けて、主体的、協調的に他者を巻き込む行動
をとることができる。



2019-4030000016-03貿易商務論Ａ「（二部）」

田代　安彦

◎経営:A-2,B-1,C-2

1.国際商取引契約の対象や流れ、貿易の意義や市場、市況の変化について最新
の環境を理解している。　(A-2)

2.世界の政治、経済情勢の変化が、国際商取引にどのような影響を及ぼすかを
分析して、ポイントを整理して説明し、新たな課題解決策を提案できる。　
(B-1)

3.世界各国の文化、習慣、歴史認識、法律の違いを認識し、常に知識を更新
し、主体的に相互理解を図る姿勢を持っている。　(C-2)

◎　経営学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　経営学および会計学をはじめとする商学の専門的知識ならびに人文
科学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の現状を説明することができる。
A-3　経営学および会計学の専門的知識を用いて企業の経営管理、資金の
調達および運用ならびに財務業績の課題を説明することができる。
A-4　経営学および会計学の知識を用いて企業の財務活動を説明すること
ができる。（2018年度）
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題を
発見することができる。
B-2　経営学および会計学の専門的知識および理論を用いて組織の問題に
対する解決策を提案することができる。
B-3　組織において、協働して問題解決に当たるために必要なコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　問題解決への取り組みの成果を発信するために必要なプレゼンテー
ション能力を活用することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　問題解決の成果を発信することにより、社会や組織の発展に貢献す
る姿勢をもっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　組織の内外において、協働して問題解決に当たる姿勢をもってい
る。

◎商学:A-2,B-1,C-2

1.国際商取引契約の対象や流れ、貿易の意義や市場、市況の変化について最新
の環境を理解している。　(A-2)

2.世界の政治、経済情勢の変化が、国際商取引にどのような影響を及ぼすかを
分析して、ポイントを整理して説明し、新たな課題解決策を提案できる。　
(B-1)

3.世界各国の文化、習慣、歴史認識、法律の違いを認識し、常に知識を更新
し、主体的に相互理解を図る姿勢を持っている。　(C-2)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。



2019-4030000393-02ヨーロッパ経済論Ⅰ「（二部）」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・二部１時限　　試験時間割：2019/07/29　夜１限　　

佐々木　昇

◎－－－　概要　－－－◎

　戦後、ECSC （ヨーロッパ石炭・鉄鋼共同体）からEEC
（ヨーロッパ経済共同体）の結成として始まったヨーロッパ統
合の動きは、その後さらにマーストリヒト条約による現在の
EU（ヨーロッパ連合）へと進化と拡大を遂げています。統合
の過程は関税同盟から92年末の市場統合の完成を経て、欧州中
央銀行の創設と単一通貨ユーロの導入へと進み、この間、加盟
国も６ヶ国から中東欧諸国を含む28ヶ国へ拡大してきました。
しかしこのヨーロッパ統合はかならずしも順調に進んで来たわ
けではありません。イギリス、フランス、ドイツなどヨーロッ
パ諸国は、それぞれの個別の歴史と利害関係をもっており、
ヨーロッパ経済を理解するにはこれら諸国の利害の共通性と対
立関係を十分に認識しておく必要があります。
　この講義では、戦後ヨーロッパ経済の発展と統合の過程を、
歴史的に、また主要国の対立と協調の関係にも焦点を当てなが
ら、さらに世界経済との関連を明らかにしながら、ヨーロッパ
経済の主要問題を考察していきます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ヨーロッパ経済の戦後の過程やそこでの主要な出来事について
知識をもっている。(知識・理解)

国際貿易や国際経済の理論や知識を用いてヨーロッパ経済につ
いての現状を理解し説明することができる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　事前学習としては、テキストに代わる講義概要をあらかじめ
配布しますので、よく読んでおくこと。(60分）
　講義の後に内容の確認と整理をすること。(60分）
　参考書としてあげている文献などでさらに知識を深める。
(90分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　ヨーロッパ経済の現状について、基本的な経済的出来事につ
いてどの程度理解を深めているのか、またそれについて自分の
言葉で説明できるのかということを評価基準とします。
　評価方法は、基本的に学期末の試験によりますが、小テスト
も評価に加味します。配点の比率は定期試験８割、小テスト２
割とします。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　とくに指定したテキストは使用しませんが、講義概要の
プリントを適宜配布します。

◎－－－　参考書　－－－◎

現代ヨーロッパ経済　ISBN 9784641220270
EUの知識　ISBN 9784532112905

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　国際経済や貿易に興味を持って新聞や雑誌を読んでくだ
さい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　ヨーロッパ経済の概要
２　戦後体制とヨーロッパ
３　マーシャル援助とヨ－ロッパの復興
４　ドイツの戦後復興と高成長
５　小テスト
６　ECSCからEECへ
７　EECの成立
８　EECの関税同盟
９　ヨーロッパの対外直接投資
10　共通農業政策
11　小テスト
12　市場統合の完成
13　通貨統合とユーロ
14　安定成長協定と通貨統合
15　講義の総括



2019-4030000393-02ヨーロッパ経済論Ⅰ「（二部）」

佐々木　昇

◎商学:A-1,A-2

1.ヨーロッパ経済の戦後の過程やそこでの主要な出来事について知識をもって
いる。　(A-1)

2.国際貿易や国際経済の理論や知識を用いてヨーロッパ経済についての現状を
理解し説明することができる。　(A-2)

◎　商学（第二部）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学の知識を用いて企業および地域が置かれている社会経済的状況
(内外の環境与件) を理解できる。
A-3　商学の知識を用いて企業および地域が解決すべき経済的・社会的課
題を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題を自ら
発見できる。
B-2　商学の知識･理解を用いて企業および地域社会における課題の解決
策を自ら考え提案することができる。
B-3　協働して企業および地域における課題解決に当たるためのコミュニ
ケーション能力を活用することができる。
B-4　企業および地域社会において求められる情報処理能力を身につけて
いる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　企業および地域社会の発展に積極的に取り組み、貢献する姿勢を
もっている。
C-2　常に知識を更新しようとする主体的な学修の姿勢をもっている。
C-3　企業および地域社会において、協働して問題解決に当たる姿勢を
もっている。


