
2019-4020000250-01会計基礎ゼミナール「CA」

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

長束　航

◎－－－　概要　－－－◎

　企業会計に関する調査・報告・討論をグループ活動によって
行うというプロセスを通じて、会計専門職となるための資格試
験（公認会計士試験、税理士試験、日商簿記検定試験1級な
ど）に合格するための会計学の知識を身につけることはもとよ
り、コミュニケーションやプレゼンテーション能力を身につ
け、将来会計専門職として活躍するための人間力を身につける
ことを目標とする。主として財務会計論および監査論の分野の
研究を行う予定である。また、公認会計士試験や税理士試験な
どの高度な資格試験に合格するためのリテラシー修得も目標と
する。
　なお、皆で切磋琢磨しあって資格試験（特に公認会計士試
験）合格を目指す状況を醸成するため、ゼミ生同士の親睦を深
めるための行事を積極的に行うが、企画から運営までゼミ生全
員で協力して行うので、これらの行事については原則として全
員参加が前提となる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

会計学の基本的知識を学び、あらゆる企業活動を会計的な観点
から把握・考察できるようになる。(知識・理解)

将来、会計専門職として活躍するために、様々なことを主体的
に学修す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)　－－－◎

　グループ単位で調査・報告を行ってもらうので、そのための
準備を授業前に行う必要がある（調査・報告担当回に5時間程
度）。担当回以外においても討論の準備のための予習が必要と
なる（1時間程度）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　研究報告の内容、討論に対する参加態度、共同研究における
積極性と協調性、レポート等の評価項目毎の評点を総合して成
績を判定する。概ね研究報告の内容40％、討論に対する参加態
度30％、共同研究における積極性と協調性20％、レポート10％
の割合で評点を算出する。これらの評価項目については、会計
学の基本的知識を用いて企業活動を把握・考察できるように
なっているかどうか、将来会計専門職として活躍するために会
計学の基本的知識その他の能力を主体的に学修する姿勢を持っ
ているどうかを単位認定の判断基準とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

広瀬義州『財務会計』第13版　中央経済社／
ISBN978-4502163418
桜井久勝『財務諸表分析』第7版　中央経済社／
ISBN978-4502223518
　その他必要と思われるテキストは適宜指定する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

①ゼミ活動には積極的に参加すること。
②勉学および将来会計専門職として活躍するための活動
に、可能なかぎりの時間を投入すること。
③正当な理由なく欠席しないこと（正当な理由がある場合
には事前に連絡・相談すること）。なお、無断欠席は、
「討論に対する参加態度」および「共同研究における積極
性と協調性」の減点対象となる。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　ガイダンス
２　レジュメ・論文の作成方法
３　ゼミの進め方
４～１５　
　　会計学の基礎的論点に関する調査・
　　報告・討論



2019-4020000250-01会計基礎ゼミナール「CA」

長束　航

◎経営:A-1,C-2

1.会計学の基本的知識を学び、あらゆる企業活動を会計的な観点から把握・考
察できるようになる。　(A-1)

2.将来、会計専門職として活躍するために、様々なことを主体的に学修する姿
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。

◎商学:A-1,C-2

1.会計学の基本的知識を学び、あらゆる企業活動を会計的な観点から把握・考
察できるようになる。　(A-1)

2.将来、会計専門職として活躍するために、様々なことを主体的に学修する姿
勢をもっている。　(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。
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長束　航

◎貿易:A-1,C-2

1.会計学の基本的知識を学び、あらゆる企業活動を会計的な観点から把握・考
察できるようになる。　(A-1)

2.将来、会計専門職として活躍するために、様々なことを主体的に学修する姿
勢をもっている。　(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-1,C-2

1.会計学の基本的知識を学び、あらゆる企業活動を会計的な観点から把握・考
察できるようになる。　(A-1)

2.将来、会計専門職として活躍するために、様々なことを主体的に学修する姿
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。



2019-4020000703-01クリエイティブ社会論「（隔週講義）」

 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：金・４時限, ５時限　　試験時間割：2020/01/21　４時限　　

藤野　真

◎－－－　概要　－－－◎

本講義では、クリエイティブ産業（特にゲーム業界）の産業史を
技術の変遷とビジネスモデルの変化に焦点を当てて議論していき
ます。ゲーム業界はコンピュータの高度化、AIと呼ばれる人工知
能、VRやAR、MRなどの技術の発展と共に変化してきました。

本講義は、このような技術の変遷とビジネス、そして社会との関
係を俯瞰的に考えることができるようになることが一つの目的で
す。このような視点から技術の変化に目を向けることで将来的な
ビジネスのタネを探求する機会となることを期待しています。

本講義は実務経験がある教員がオムニバス形式で授業を一部を担
当します。授業を担当される実務経験のある教員は以下のような
授業を担当されます。

・ゲーム会社のトップマネジメント経験者によるゲーム産業・
ゲーム企業のビジネスモデルに関する講義。
・ゲーム会社のトップマネジメントによるゲーム制作およびゲー
ム制作哲学に関する講義。
・ゲーム会社においてAIを研究するリサーチャーによるゲームと
AIの現状と今後に関する講義。
・公的シンクタンクにおいて地元経済の振興に関連する業務を担
当している職員によるeスポーツの振興と文化「化」に関する講
義。
・ゲームエンジン開発会社において仮想と現実を研究する研究員
によるリアルとリアリティに関する講義。
・ゲーム会社においてゲームおよびゲーム関連商品に関するUI/
UXの設計を担当するディレクターによるUI/UXの設計に関する
講義。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ゲーム産業（企業）の企業活動をコンピュータ技術との関連で説
明することができる。(知識・理解)

ゲーム産業（企業）の各時代のビジネスモデルのおよびその経営
管理について説明できる。(知識・理解)

経営学および会計学の専門的知識および理論を用いてゲーム産業
（企業）の問題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)　－－－◎

・コンシューマーゲームやソーシャルゲームなどを試遊し、その
ゲームの面白さを分析する（60分）。

・授業内容の復習を行ってください（30-60分）。

・レポートの作成（60-90分）

・自分なりの時間外学習（30-60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

講義でのレポート（10％）×6回、定期試験（40％）で評価を行
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。

◎－－－　参考書　－－－◎

日経BP社ゲーム産業取材班『日本ゲーム産業史』日経BP
社　ISBN 978-4822272746
松尾 豊『人工知能は人間を超えるか ディープラーニング
の先にあるもの』KADOKAWA/中経出版　ISBN
978-4040800202

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

クリエイティブ・マネジメント・プログラムを目指す学生
は必ず履修してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. イントロダクション
2. ゲームを作るということとは（1）
3. ゲームを作るということとは（2）
4. ゲーム産業の可能性について（1）
5. ゲーム産業の可能性について（2）
6. 現実と仮想(1)
7. 現実と仮想(2)
8. AIの変遷(1)
9. AIの変遷(2)
10. ゲーム産業の歴史と主要なプレイヤー
11. ゲームとUX/UI
12. ゲームとUX/UI
13. ゲーム産業のビジネスモデル(1)
14. ゲーム産業のビジネスモデル(2)
15. まとめ

＊ゲストスピーカーに登壇してもらう予定です。その関連
で授業計画が前後することがあります。

◎－－－　URL　－－－◎

クリエイティブ・マネジメント・プログラム（福岡大学商
学部）
(https://www.comm.fukuoka-u.ac.jp/creative_management/)



2019-4020000703-01クリエイティブ社会論「（隔週講義）」

藤野　真

◎経営:A-1,A-2,A-3

1.ゲーム産業（企業）の企業活動をコンピュータ技術との関連で説明すること
ができる。　(A-1)

2.ゲーム産業（企業）の各時代のビジネスモデルのおよびその経営管理につい
て説明できる。　(A-2)

3.経営学および会計学の専門的知識および理論を用いてゲーム産業（企業）の
問題を発見し解決策を提案することができる。　(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。

◎商学:A-1,A-2,A-3

1.ゲーム産業（企業）の企業活動をコンピュータ技術との関連で説明すること
ができる。　(A-1)

2.ゲーム産業（企業）の各時代のビジネスモデルのおよびその経営管理につい
て説明できる。　(A-2)

3.経営学および会計学の専門的知識および理論を用いてゲーム産業（企業）の
問題を発見し解決策を提案することができる。　(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。



2019-4020000703-01クリエイティブ社会論「（隔週講義）」

藤野　真

◎貿易:A-1,A-2,A-3

1.ゲーム産業（企業）の企業活動をコンピュータ技術との関連で説明すること
ができる。　(A-1)

2.ゲーム産業（企業）の各時代のビジネスモデルのおよびその経営管理につい
て説明できる。　(A-2)

3.経営学および会計学の専門的知識および理論を用いてゲーム産業（企業）の
問題を発見し解決策を提案することができる。　(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。

◎商学:A-1,A-2,A-3

1.ゲーム産業（企業）の企業活動をコンピュータ技術との関連で説明すること
ができる。　(A-1)

2.ゲーム産業（企業）の各時代のビジネスモデルのおよびその経営管理につい
て説明できる。　(A-2)

3.経営学および会計学の専門的知識および理論を用いてゲーム産業（企業）の
問題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。



2019-4020000602-01経営管理論「（17台以降）」

 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・１時限　　試験時間割：2020/01/23　４時限　　

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。(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



2019-4020000602-01経営管理論「（17台以降）」

藤野　真

◎経営:A-1,A-2,A-3

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。　(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)

◎　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,A-3

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。　(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　　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。



2019-4020000602-01経営管理論「（17台以降）」

藤野　真

◎貿易:A-1,A-2,A-3

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。　(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)

◎　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。



2019-4020000601-02経営学総論「（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：火・３時限　　試験時間割：2020/01/23　２時限　　

三浦　隆之

◎－－－　概要　－－－◎

　企業所有の根本について考える。
　企業資本を純粋に運用面だけでとらえれば、実際に企業経営
に投下され運用されている実物資本の有用性・効率性の巧拙に
注目しがちになるが、その資本をどのようにして調達したか、
その資本は上場されているか否かは、企業経営の意思決定構造
あるいは支配構造にとって決定的な重要性をもっている。最近
のM&Aの動向もふまえながら、企業価値の多層化や経営者報
酬の在り方についても考察する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

企業経営の根本について、深い認識をえる。(知識・理解)

講義の内容・本質を変えずに、自分の血となり肉となった認識
を自分の言葉で説明できる。(知識・理解)

学んだことを自分の身の回りやニュースなどで話題になってい
る企業経営上の課題と結びつけて説明できる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　授業前後におけるテキストの入念な読み込みが不可欠であ
る。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験によって評価する。
　試験間際のつまみ食い的な棒暗記で合格点をとるのは至難の
業である。
　日頃の地道な努力が、そのまま答案用紙に反映される。
　

◎－－－　テキスト　－－－◎

三浦隆之稿「研究こぼれ話」研究雑話『福岡大学研究推進
部ニュース＆レポート』2015年12月、第20巻第4号、4-7
頁。受講者は、各自あらかじめ下記サイトからダウンロー
ドして下さい。https://fukuoka-u.repo.nii.ac.jp/?action=
pages_view_main&active_action=
repository_view_main_item_detail&item_id=3616&item_no=1-
&page_id=13&block_id=39
三浦隆之著『第４版・近代経営の基礎』創成社、2017年5
月、4,100円。ISBN978-4-7944-2507-2
三浦隆之著『成長を買うM&Aの深層』創成社新書、2015
年1月、800円。ISBN978-4-7944-5054-8

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

FUポータルの教員プロフィールにおける私のアドバイス
を参照して下さい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

①　企業資本の二重性
②　　　　〃
③　　　　〃
④　創業者利得の概念
⑤　　　　〃
⑥　　　　〃
⑦　現金買収と株式買収
⑧　　　　〃
⑨　　　　〃
⑩　企業価値の三重性
⑪　　　　〃
⑫　　　　〃
⑬　現金報酬と株式報酬
⑭　　　　〃
⑮　　　　〃



2019-4020000601-02経営学総論「（19台）」

三浦　隆之

◎経営:A-1,A-2,A-3

1.企業経営の根本について、深い認識をえる。　(A-1)

2.講義の内容・本質を変えずに、自分の血となり肉となった認識を自分の言葉
で説明できる。　(A-2)

3.学んだことを自分の身の回りやニュースなどで話題になっている企業経営上
の課題と結びつけて説明できる。　(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。



2019-4020000201-01経営基礎ゼミナール

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

福山　博文

◎－－－　概要　－－－◎

　基礎ゼミナールの目的は、皆さんがスムーズに大学4年間を
過ごす
ことができるよう、基本的な知識を学習することです。具体的
には、
レポートの書き方、プレゼンテーションやグループ学習の仕方
などを
学びます。
　本ゼミでは、図書館の使い方や発表の仕方などの初歩からは
じめ
て、数人のグループを作って研究を行い、その内容を題材にゼ
ミ生全
員で討論します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

グループ研究を通して、資料収集やディベート(議論)ができる
ようになる。(知識・理解)

経営学および会計学の知識を用いて、企業活動を説明すること
ができる。(態度・志向性)

協働して地域や企業の問題解決を考えることができる。(態
度・志向性)

経営学の知識を用いて、企業や地域の問題を発見し解決策を提
案することができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前学習
・授業計画で示したテキストの該当箇所をあらかじめ読んでお
くこと。（90分）

事後学習
・その日の討論の論点を整理すること。（30分）
・ゼミノートを作成すること。（30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準および方法
・グループ（班）内での成果をまとめ、適切な資料を準備し、
文章および口頭で発表できる。（50％）
・他のゼミ生と互いに協力し合いながら、研究をすることがで
きる。（25％）
・ゼミノートを含む提出物の内容は十分であるか。(25％)

◎－－－　テキスト　－－－◎

小山・出見世・谷口『問いから始める現代企業』有斐閣
ISBN978-4-641-15062-1

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　ゼミには毎回出席してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１．オリエンテーション
　２．グループ分けとグループワーク
　３．グループワーク
　４．図書館の活用
　５．個人またはグループでの報告及び質疑応答
　６．個人またはグループでの報告及び質疑応答
　７．個人またはグループでの報告及び質疑応答
　８．個人またはグループでの報告及び質疑応答
　９．個人またはグループでの報告及び質疑応答
１０．個人またはグループでの報告及び質疑応答
１１．個人またはグループでの報告及び質疑応答
１２．グループ単位での研究発表とディスカッション
１３．グループ単位での研究発表とディスカッション
１４．グループ単位での研究発表とディスカッション
１５．まとめ



2019-4020000201-01経営基礎ゼミナール

福山　博文

◎経営:A-1,C-2

1.グループ研究を通して、資料収集やディベート(議論)ができるようになる。
　(A-1)

2.経営学および会計学の知識を用いて、企業活動を説明することができる。　
(C-2)

3.協働して地域や企業の問題解決を考えることができる。　(C-2)

4.経営学の知識を用いて、企業や地域の問題を発見し解決策を提案することが
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。



2019-4020000201-02経営基礎ゼミナール

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

今野　孝

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、新入生の皆さんが大学で学ぶために必要な基本的
な事柄を学びます。
　皆さんがこれから4年間学ぶ、高等教育機関としての大学につい
て、さらには福岡大学について理解し、商学部経営学科の学生とし
て学ぶ基礎をしっかりと身につけるための授業です。
　講義とは異なり、皆さん自身が考え、作業をしながら学んでいく
授業です。

◎－－－　到達目標　－－－◎

高等教育機関としての「大学」、および「福岡大学」について理解
し、説明することができる。(知識・理解)

商学部の学生として4年間に学ぶもの概要について理解し、説明す
ることができる。(知識・理解)

商学部で学ぶ知識を用いることにより、社会的課題をより適切に理
解し解決する方法を説明できる。(知識・理解)

大学生としての4年間の生活、および学修を計画し、語ることがで
きる。(知識・理解)

大学生としての学修に必要なスキルを身に付け、それを活用するこ
とができる。(知識・理解)

大学生として、協働して問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。(知識・理解)

大学生として、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。(態度・志向性)

大学生として、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)

社会の一員として、地域社会の発展に積極的に取り組む姿勢をもっ
ている。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　毎回、その日の授業の復習と次回の授業の準備とをかねた課題を
出します。忘れずにやっておき、提出を求められた場合は必ず提出
してください。(90分)
　また、毎回の授業で学習した内容については、必ずその日のうち
にノートをまとめ直して整理し、内容を確認し着実に理解するよう
努めてください。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　社会経済に関わる事象への関心、課題の学習と報告に対する積極
性、討論に対する参加態度、レポート等の提出物、さらには出席状
況等、各評価要素を総合して成績を評価します。
　この基礎ゼミナールでは、特に遅刻を含めた出席状況を重視して
います。遅刻や欠席をしないという学生としての基本的な生活態度
は何よりも重要だからです。遅刻や欠席をすると、その分皆さん自
身が考え、作業をしながら学んでいくことができません。必然的に
平常点が低下することになります。
　評価は、平常点としての毎回の課題の提出状況や受講態度(積極
的な活動や発言)を数値化したものが70％を占めます。また、終了
時の課題レポート(小論文)の評価が30％の比重をもっています。
　なお、終了時の課題レポート(小論文)の提出は必須です。提出し
ない場合は定期試験を受けなかった場合と同様に「放棄」として取
扱います。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　特定のテキストはありませんが、『福大生のための学習
ナビ』はぜひ毎回持参してください。なお、毎回必要に応
じてプリント資料を配付します。配付資料は欠かさずに
ファイリングしてください。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　演習科目ですので、出席しなければ意味がありません。
遅刻を含め、出席状況が悪い場合は評価も低くなります。
無断欠席は厳禁です。欠席せざるをえない場合には必ず届
けてください。また、提出物なども忘れないように注意し
てください。
　資料等は必要に応じてFUポータルに掲載します。ポー
タルやEメールの利用には十分習熟するように心がけてく
ださい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.はじめに ―ガイダンス―
2.自己紹介とエッセイ
　　―効果を考える―
3.メモ・ノートの活用
　　―記録をとる・関心をもつ―
4.日本語と文章(1)
5.日本語と文章(2)
6.日本語と文章(3)
7.情報の活用 ―図書館の利用―
8.報告・発表に挑戦する
9.報告・発表の評価
10.報告・発表の資料
11.小論文に挑戦する(1)
　　―正しい引用―
12.小論文に挑戦する(2)
　　―タイトルとサブタイトル―
13.小論文に挑戦する(3)
　　―論文の構成―
14.小論文に挑戦する(4)
　　―論文・レポート作成の留意点―
15.まとめ
　　―入学後の自分を振り返る―

*諸般の事情でやむを得ず順序を変更することがありま
す。その場合はあらかじめお伝えします。

◎－－－　URL　－－－◎

経営基礎ゼミナ－ル(今野)のページ
(http://imano.comm.fukuoka-u.ac.jp/imano/ks1.html)



2019-4020000201-02経営基礎ゼミナール

今野　孝

◎経営:A-1,C-2

1.高等教育機関としての「大学」、および「福岡大学」について理解し、説明
することができる。　(A-1)

2.商学部の学生として4年間に学ぶもの概要について理解し、説明することがで
きる。　(A-1)

3.商学部で学ぶ知識を用いることにより、社会的課題をより適切に理解し解決
する方法を説明できる。　(A-1)

4.大学生としての4年間の生活、および学修を計画し、語ることができる。　
(A-1)

5.大学生としての学修に必要なスキルを身に付け、それを活用することができ
る。　(A-1)

6.大学生として、協働して問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。　(A-1)

7.大学生として、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-2)

8.大学生として、協働して問題解決に当たる姿勢をもっている。　(C-2)

9.社会の一員として、地域社会の発展に積極的に取り組む姿勢をもっている。
　(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。



2019-4020000201-04経営基礎ゼミナール

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

合力　知工

◎－－－　概要　－－－◎

　企業は、ヒト、モノ、カネ、情報などの経営資源をうまく活用し
て、利益を出していきます。しかし、企業には色々な規模、業種があ
りますので、経営資源の活用の仕方も色々です。
　本ゼミナールでは、企業がそれらの経営資源をどのように活用して
いくかを見ていきます。
　色々な規模、業種の企業のケースを紹介し、経営とはいかなるもの
であるかを勉強していきます。その他、新聞の読み方、レポートの書
き方なども指導します。

◎－－－　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。(態度・志向
性)

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。(態
度・志向性)

企業や社会の課題解決のためのプランを、チームで調整しながら考
え、発表することができる。(態度・志向性)

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)　－－－◎

　事前学習としては、翌週のテーマに関しての課題を出しますので、
それについて調べてきてもらいます。
　事後学習としては、ミニッツ・ペーパーを作成してもらうことによ
り、「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：講義への参加意欲、発表の内容、レポート（A4で3
枚：3,000字以上）の内容により総合的に評価します。
②割合：講義への参加意欲（20％）、発表の内容（20％）、レポート
の内容（60％）
③評価基準：参加意欲（ただ出席するだけでなく、他のメンバーの発
表においても、発言・助言などが言えているかどうか）、発表の内容
（テーマのオリジナリティ性、発表の仕方、データの使い方などの優
劣）、レポートの内容　（テーマのオリジナリティ性、データの使い
方、レポートとしての形式が整っているかなどの優劣）

◎－－－　テキスト　－－－◎

特に無し。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　単位のためではなく、経営の面白さを学ぶという姿勢で
講義に臨んで下さい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　まず、経営の基礎やレポートの書き方、新聞の読み方な
どについて指導します。
　慣れてきたところで、企業経営の実態について、班単位
で研究テーマを設定し、文献調査や企業へのヒアリングを
もとにレジュメを作成・発表し、それに基づいて全員で
ディスカッションをしていきます。
　テーマは身近な話題で構いません。経営基礎ゼミナール
では、プレゼンテーションのテクニックというよりも、社
会に対しての問題意識、課題の発見、それを解決していく
ための方法論などを勉強します。
　
１．経営の基礎①（企業とは何か）
２．経営の基礎②（経営とは何か）
３．経営の研究方法
４．レポートの書き方についての指導①
　　（課題の見つけ方、形式）
５．レポートの書き方についての指導②
　　（文章の構成方法）
６．データベースの利用の仕方についての指導
７．新聞の読み方についての指導①　（どんな
　　情報を、どのようにして理解していくか）
８．新聞の読み方についての指導②
　　（宿題への解説）
９～14．班単位での発表とディスカッション
15．総括（ゼミで学んだことを今後にどのよう
　　 に活かすか）



2019-4020000201-04経営基礎ゼミナール

合力　知工

◎経営:A-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-1)

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-1)

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-1)

5.柔軟な「モノの見方」で、企業や社会の課題発見できる。　(C-2)

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。　(C-2)

7.企業や社会の課題解決のためのプランを、チームで調整しながら考え、発表
することができる。　(C-2)

8.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-2)

9.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)

10.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)

◎　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。



2019-4020000201-06経営基礎ゼミナール

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：月・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

和田　剛明

◎－－－　概要　－－－◎

　本ゼミナールは、大学生としての基本的な能力（ディスカッ
ションの仕方、資料の調べ方・まとめ方、発表の仕方、レポー
トの書き方）を修得することを目指す。 このために、教員が学
習テーマを解説・指示し、学生が実践する演習を行う（たとえ
ば、ディスカッションの仕方を解説し、その後学生同士がディ
スカッションする）。

◎－－－　到達目標　－－－◎

人文科学、社会科学を学ぶ大学生として、資料調査、レポート
の作成、論理的な討議等の基礎的な活動についての手法を理解
し、実践する能力を身に着けている。(知識・理解)

様々な研究の場において、本ゼミナールで修得した知識（文献
や資料の調査・レポートの作成・ディスカッションの手法）を
活用し、実践で使いこなす能力を高めようとする姿勢を持って
いる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

以下に、一週間の授業時間外の学習時間を示す。

第01回～第07回
・講義内容の復習（60分）

第08回～第13回
・講義内容の復習（60分）
・発表資料の準備・作成（200分）

第14回、第15回
・講義内容の復習（60分）
・レポートの作成（300分）

※全講義期間の平均：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　－－－◎

必要に応じて資料を配布する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

解説→準備→演習というように、複数回に渡って講義内容
が連続していることがある。途中で欠席すると授業への参
加が困難になるため、欠席をしないように。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第01回　ガイダンス
第02回　グループワーク　
第03回　日本語能力テスト
第04回　大学で何を学ぶか
第05回　ケースを読む
第06回　ケース・ディスカッション
第07回　図書館利用演習
第08回　プレゼンテーションの仕方
第09回　グループ発表準備
第10回　グループ発表
第11回　個人発表準備　
第12回　個人発表(1)
第13回　個人発表(2)
第14回　レポートの書き方
第15回　講義のまとめ

※演習の進捗状況により内容を変更することがある。



2019-4020000201-06経営基礎ゼミナール

和田　剛明

◎経営:A-1,C-2

1.人文科学、社会科学を学ぶ大学生として、資料調査、レポートの作成、論理
的な討議等の基礎的な活動についての手法を理解し、実践する能力を身に着け
ている。　(A-1)

2.様々な研究の場において、本ゼミナールで修得した知識（文献や資料の調
査・レポートの作成・ディスカッションの手法）を活用し、実践で使いこなす
能力を高めようとす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。



2019-4020000201-07経営基礎ゼミナール

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：月・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

水野　博志

◎－－－　概要　－－－◎

　商学部経営学科に来た学生の多くは、企業経営をどのように進めたら
よいかに興味を持っているはずである。経営学科では経営に必要な知識
を提供している。ところがいくら知識を詰め込んでみたところで、経営
に成功するわけではない。経営に成功するためには、知識だけでなく経
験や成功するための哲学が必要である。
　わたしがこのようなことを言うのは、今から１８年ほど前にわたしの
父の切り絵のギャラリーと喫茶店を立ち上げ、また9年前にケーキ
ショップを立ち上げ、事業として軌道に乗せてきた経験があるからであ
る。さらに隔週土曜日、月1回の無料クラシックコンサートを企画し、
500回以上になり、文化的に貢献してきた。
　わたしは実践経営学を行う中で、京セラ、KDDIを創った稲盛和夫氏
の経営哲学に多くの影響を受けた。事業を行う中で、いかに彼の哲学が
正しいのかを感じ、それを若い人たちに伝えるのが自分の使命と思うよ
うになった。

　授業の進め方としては、わたしの経営する田園喫茶ワイルドベリーの
ケースを取り上げ、経営戦略、資金計画、販売戦略を有機的に検討して
いく。特に強調したいのは、大規模事業と小規模事業とでは、経営戦略
が正反対といえるほどに違いがあり、特に小規模事業においては、激し
い競争を避け個性的な商品、サービスを提供できるかがポイントになっ
てくる。ケースとしては喫茶店であるが、いろいろな小規模事業に応用
可能な実践的知識が詰まっていると思う。
　
　経営の目的は、利益ではなく、社会的に意義のあるかたちで存続する
ことであり、そのためには必要な利益を確保していかなければならない
というのが、稲盛氏の哲学である。わたしはその哲学に共感し、わたし
の実践を通じて皆さんに稲盛氏の哲学を伝えていきたいと考えている。
　
　

◎－－－　到達目標　－－－◎

小さな企業の経営戦略を説明できる。(知識・理解)

損益分岐点の概念を説明できる。(知識・理解)

収益性の高い産業の特徴を説明できる。(知識・理解)

企業経営の方向性を説明できる。(知識・理解)

実践経営のポイントと難しさを判断できる。(知識・理解)

企業の目的についての哲学を持っている。(知識・理解)

企業経営に興味を持っている。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　事業を立ち上げ、発展させていくためには、経済感覚を磨いていく必
要がある。経済感覚を磨くため、インターネットで毎日、日本経済新聞
社の経済ニュースに目を通すようにするのが効果的と思う。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。経済感覚は数冊の経済書を読むことによって身につくようなもので
はなく、毎日の経済政治のニュースに関心を持つことによって身につく
ようになるからである。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　ゼミナールなので、ゼミでの討論の参加も考慮する。また期末に課せ
られるレポートの内容も評価する。レポートは稲盛和夫著「生き方」。
おおよその目安として、ゼミ討論に対する参加態度80％、レポート報告
の内容20％で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特に指定しない。

◎－－－　参考書　－－－◎

稲盛和夫著『生き方』サンマーク出版、2004、1700円　
ISBN 4-7631-9543-3
坂上仁志著『小さな会社こそが№1になるランチェスター
経営戦略』明日香出版、2009、1500円　ISBN
978-4-7569-1289-3

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

実践経営学に興味のある学生を希望する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　小規模事業と大規模事業の経営戦略（１）
２　小規模事業と大規模事業の経営戦略（２）
３　ビジネスモデルの構築
４　損益分岐点分析（１）
５　損益分岐点分析（２）　
６　固定費の削り方
７　粗利益の産業別分析ベスト１０（１）
８　粗利益の産業別分析ベスト１０（２）
９　粗利益の産業別分析ワースト１０
10　これからの産業を考える
11　ビジネスを継続する条件
12～14　ビジネスの目的
　　　　 　収益性と継続性、文化、ホスピタリティ
　　　　　 京セラのケース
　　　　　 ディズニーランドのケース
　　　　　 ワイルドベリーのケース
15　稲盛和夫氏の経営哲学



2019-4020000201-07経営基礎ゼミナール

水野　博志

◎経営:A-1,C-2

1.小さな企業の経営戦略を説明できる。　(A-1)

2.損益分岐点の概念を説明できる。　(A-1)

3.収益性の高い産業の特徴を説明できる。　(A-1)

4.企業経営の方向性を説明できる。　(A-1)

5.実践経営のポイントと難しさを判断できる。　(A-1)

6.企業の目的についての哲学を持っている。　(A-1)

7.企業経営に興味を持っている。　(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。



2019-4020000201-08経営基礎ゼミナール

 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・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

水野　博志

◎－－－　概要　－－－◎

　商学部経営学科に来た学生の多くは、企業経営をどのように進めたら
よいかに興味を持っているはずである。経営学科では経営に必要な知識
を提供している。ところがいくら知識を詰め込んでみたところで、経営
に成功するわけではない。経営に成功するためには、知識だけでなく経
験や成功するための哲学が必要である。
　わたしがこのようなことを言うのは、今から１８年ほど前にわたしの
父の切り絵のギャラリーと喫茶店を立ち上げ、また9年前にケーキ
ショップを立ち上げ、事業として軌道に乗せてきた経験があるからであ
る。さらに隔週土曜日、月1回の無料クラシックコンサートを企画し、
500回以上になり、文化的に貢献してきた。
　わたしは実践経営学を行う中で、京セラ、KDDIを創った稲盛和夫氏
の経営哲学に多くの影響を受けた。事業を行う中で、いかに彼の哲学が
正しいのかを感じ、それを若い人たちに伝えるのが自分の使命と思うよ
うになった。

　授業の進め方としては、わたしの経営する田園喫茶ワイルドベリーの
ケースを取り上げ、経営戦略、資金計画、販売戦略を有機的に検討して
いく。特に強調したいのは、大規模事業と小規模事業とでは、経営戦略
が正反対といえるほどに違いがあり、特に小規模事業においては、激し
い競争を避け個性的な商品、サービスを提供できるかがポイントになっ
てくる。ケースとしては喫茶店であるが、いろいろな小規模事業に応用
可能な実践的知識が詰まっていると思う。
　
　経営の目的は、利益ではなく、社会的に意義のあるかたちで存続する
ことであり、そのためには必要な利益を確保していかなければならない
というのが、稲盛氏の哲学である。わたしはその哲学に共感し、わたし
の実践を通じて皆さんに稲盛氏の哲学を伝えていきたいと考えている。
　
　

◎－－－　到達目標　－－－◎

小さな企業の経営戦略を説明できる。(知識・理解)

損益分岐点の概念を説明できる。(知識・理解)

収益性の高い産業の特徴を説明できる。(知識・理解)

企業経営の方向性を説明できる。(知識・理解)

実践経営のポイントと難しさを判断できる。(知識・理解)

企業の目的についての哲学を持っている。(知識・理解)

企業経営に興味を持っている。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　事業を立ち上げ、発展させていくためには、経済感覚を磨いていく必
要がある。経済感覚を磨くため、インターネットで毎日、日本経済新聞
社の経済ニュースに目を通すようにするのが効果的と思う。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。経済感覚は数冊の経済書を読むことによって身につくようなもので
はなく、毎日の経済政治のニュースに関心を持つことによって身につく
ようになるからである。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　ゼミナールなので、ゼミでの討論の参加も考慮する。また期末に課せ
られるレポートの内容も評価する。レポートは稲盛和夫著「生き方」。
おおよその目安として、ゼミ討論に対する参加態度80％、レポート報告
の内容20％で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特に指定しない。

◎－－－　参考書　－－－◎

稲盛和夫著『生き方』サンマーク出版、2004、1700円　
ISBN 4-7631-9543-3
坂上仁志著『小さな会社こそが№1になるランチェスター
経営戦略』明日香出版、2009、1500円　ISBN
978-4-7569-1289-3

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

実践経営学に興味のある学生を希望する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　小規模事業と大規模事業の経営戦略（１）
２　小規模事業と大規模事業の経営戦略（２）
３　ビジネスモデルの構築
４　損益分岐点分析（１）
５　損益分岐点分析（２）　
６　固定費の削り方
７　粗利益の産業別分析ベスト１０（１）
８　粗利益の産業別分析ベスト１０（２）
９　粗利益の産業別分析ワースト１０
10　これからの産業を考える
11　ビジネスを継続する条件
12～14　ビジネスの目的
　　　　 　収益性と継続性、文化、ホスピタリティ
　　　　　 京セラのケース
　　　　　 ディズニーランドのケース
　　　　　 ワイルドベリーのケース
15　稲盛和夫氏の経営哲学



2019-4020000201-08経営基礎ゼミナール

水野　博志

◎経営:A-1,C-2

1.小さな企業の経営戦略を説明できる。　(A-1)

2.損益分岐点の概念を説明できる。　(A-1)

3.収益性の高い産業の特徴を説明できる。　(A-1)

4.企業経営の方向性を説明できる。　(A-1)

5.実践経営のポイントと難しさを判断できる。　(A-1)

6.企業の目的についての哲学を持っている。　(A-1)

7.企業経営に興味を持っている。　(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。



2019-4020000201-09経営基礎ゼミナール

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

池田　健一

◎－－－　概要　－－－◎

　このゼミでは、大学在学中や社会に出てから必要になる様々
な学習スキルを通常の多人数クラスにおける講義とは少し異な
るゼミ形式で学習していきます。なお、授業の後半に示すレ
ポート課題に取り組んだうえでレポートを作成することが必要
になります。

◎－－－　到達目標　－－－◎

講義で学んでいる経営や会計の知識を文献に示された企業の状
況や課題を検討することを通じてゼミで生かすことができる。
(知識・理解)

グループで課題に取り組み、グループとしての考えをまとめる
ことができる。(知識・理解)

グループでテーマを決めて主体的に取り組むことができる。
(態度・志向性)

グループでプレゼンテーションをすることができる。(態度・
志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　ゼミの時間中に示す課題（レポートも含む）に取り組み指定
された期日までに提出すること（めやす15分）。なお、課題が
ない回もあります。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　大学在学中や社会に出てから必要になる様々な学習スキルを
習得し、大学生活の中で十分に使いこなせるようになったかど
うかを評価基準とします。
　評価方法とその配分割合は提出されたレポートの評価を２
割、提出された課題の評価を１割、平常点（発表内容や討論で
の発言内容、グループワークへの貢献度など）７割を目安とし
て各評価項目における評点を総合的に評価して成績を判定しま
す。なお、到達目標に則し評価するにあたり必ずレポートを提
出しなければなりません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　なし

◎－－－　参考書　－－－◎

　必要に応じて、ゼミの時間中に示します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　きちんと出席して、ゼミでの学習に取り組んでくださ
い。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１．オリエンテーション
　２．図書館を活用しよう①
　３．図書館を活用しよう②
　４．グループワーク①
　５．グループワーク②
　６．グループワーク③
　７．グループワーク④
　８．レポートの作成①
　９．レポートの作成②
１０．プレゼンテーション①
１１．プレゼンテーション②
１２．プレゼンテーション③
１３．プレゼンテーション④
１４．プレゼンテーション⑤
１５．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。



2019-4020000201-09経営基礎ゼミナール

池田　健一

◎経営:A-1,C-2

1.講義で学んでいる経営や会計の知識を文献に示された企業の状況や課題を検
討することを通じてゼミで生かすことができる。　(A-1)

2.グループで課題に取り組み、グループとしての考えをまとめることができ
る。　(A-1)

3.グループでテーマを決めて主体的に取り組むことができる。　(C-2)

4.グループでプレゼンテーションをすることができる。　(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。



2019-4020000201-10経営基礎ゼミナール

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

山内　進

◎－－－　概要　－－－◎

　最初は、ゼミの仲間を知ってもらうために自己紹介を行って
もらいます。大学生活を充実させるためには仲間が重要だから
です。そして大学で学ぶ意義、大学での学習の仕方について学
習します。さらに学生諸君に自己の体験、将来の夢等について
語ってもらい、自己分析に繋げたい。
　実践的な経営、経営に役立つ会計の学習もします。学生諸君
の将来の進路が決定できる参考になればと思います。
　授業の進め方は、グループワークを中心に行います。
　

◎－－－　到達目標　－－－◎

経営及び会計の基礎的知識の習得(知識・理解)

積極的な学習能力、発表能力の習得(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　授業前に、グループワーク、プレゼンテーションの準備が必
要です。また後半には、レポートの作成をしていかなければな
りません。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　ゼミナールへの積極的参加、グループ発表における積極性と
協調性30%、報告の内容40%、提出されたレポート30%と総合
して評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　テキストはゼミナールの授業で随時指示します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１授業の予定と自己紹介、福大の歴史等
２二人ずつグループを組みコミュニケーションの
　練習
３自分の体験を語る
４自分の夢を語る
５自己分析し自分の長所と短所を語る
６経営の理解
７経営に役立つ会計
８グループワーク1
９グループワーク2
１０グループワーク3
１１レポート作成１
１２レポート作成２
１３レポート作成３
１４レポート発表大会①　
１５レポート発表大会②



2019-4020000201-10経営基礎ゼミナール

山内　進

◎経営:A-1,C-2

1.経営及び会計の基礎的知識の習得　(A-1)

2.積極的な学習能力、発表能力の習得　(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。



2019-4020000201-11経営基礎ゼミナール（担当教員と学生の人間的交流の場）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：月・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

田坂　公

◎－－－　概要　－－－◎

　1年次の演習（ゼミ）ですから，ゼミを「担当教員と学生の
人間的交流の場」と捉えることを第1目標とします。
　そのうえで，大学で学ぶことの意義，大学で学ぶための方
法，学生として日本を含む世界情勢を踏まえて自分の将来（進
路，職業）について議論していきます。
　みなさんの中には，まだ将来の目標をはっきりと定めていな
い人もいることでしょう。しかし，大学の4年間は，高校と社
会の中間に位置しますから，まさに将来の目標を定める時期で
もあるのです。自分は何をしたいのか，自分に何が向いている
か･･･このような大切なことを真剣に考えるのが大学生です。
　授業の進め方は，グループ討論等を進め，最後にレポートを
作成して発表していただく予定です。

◎－－－　到達目標　－－－◎

商学の専門的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)

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。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　報告者は，テキストをまとめ，資料をワードやパワーポイン
トを使って報告してもらいます。また，割り当てられた部分だ
けをまとめるのではなく，自分でいろいろ調べながら報告を行
うことが望ましいです。そのためには，毎回の授業に関して予
習に1.5時間，復習に1.5時間の準備学習を想定しておいてくだ
さい。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

(1)ゼミナールへの積極的参加度40％，
(2)報告の内容（テキストの内容を理解してレジュメを作成して
いるか）30％，
(3)提出されたレポート等（体裁の整ったレポートになっている
か。自分の意見が少しでも反映できているか）30％を総合して
評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

長谷部葉子著『今，ここを真剣に生きていますか？－やり
たいことを見つけたいあなたへ』講談社，2012年
(ISBN:9784062178433)

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

「ほうれんそう」（報告，連絡，相談）の原則を説明する
ので，しっかり守ってください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　ゼミの進め方の説明，自己紹介
２　福岡大学紹介（歴史，校歌など）
３　自己分析をしてみよう（過去・現在・未来）
４　3分間スピーチの披露
５　受験学力と社会学力の違いとは
６　コミュニケーションゲーム
７　ノートの取り方
８　レジュメの書き方
９　テキストの報告(1)
10　テキストの報告(2)
11　テキストの報告(3)
12　レポートの書き方(1)
13　レポートの書き方(2)
14　レポート発表会(1)
15　レポート発表会(2)，まとめ
（注意）上記の他に，図書館見学ツアー，お食事会などを
開催する場合は，予定が一部変わることがあるのでご留意
ください。



2019-4020000201-11経営基礎ゼミナール（担当教員と学生の人間的交流の場）

田坂　公

◎経営:A-1,C-2

1.商学の専門的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.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-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。



2019-4020000201-12経営基礎ゼミナール

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

飯塚　雄基

◎－－－　概要　－－－◎

　本ゼミナールは，商学の様々なテーマについて主体的に考え
る力を養うために，文献や各自の関心を持つ問題について，プ
レゼンテーションとディスカッションを行います。
　ゼミナールの進め方は，基本的に，テキストの輪読または各
人もしくは各班が関心を持ったテーマまたは問題について，そ
の内容を正しく理解し報告したうえで，他のゼミ生も交えた
ディスカッションを行います。
　ゼミナールの醍醐味は，ディスカッションを通じてお互いに
成長しあうところにあると考えています。テキストの知識の習
得ももちろん大事ですが，他の人たちとともに報告し，ディス
カッションしあうことで，より実践的な思考能力と表現能力を
養うことに重点を置いています。

◎－－－　到達目標　－－－◎

レジュメの作り方や引用の仕方，プレゼンテーションおよび
ディスカッションの方法に関する基本的な知識を身につけてい
る。(知識・理解)

主体的な学修姿勢を持ってプレゼンテーションやディスカッ
ション，問題意識の持ち方について常に知識を更新しようとす
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
六角明雄『図解でわかる経営の基本 いちばん最初に読む
本』アニモ出版，2017年　ISBN 4897951992

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

本ゼミはプレゼンテーションとディスカッションを中心に
行います。欠席や遅刻は他のゼミ生に迷惑となるおそれが
あるので注意するように心がけてください。

◎－－－　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　能力確認テスト
第4回　論文とレポートの意義
第5回　プレゼンテーションの意義
第6回　ディスカッションの意義　
第7回　問題意識の持ち方
第8回　レジュメの作成方法
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）



2019-4020000201-12経営基礎ゼミナール

飯塚　雄基

◎経営:A-1,C-2

1.レジュメの作り方や引用の仕方，プレゼンテーションおよびディスカッショ
ンの方法に関する基本的な知識を身につけている。　(A-1)

2.主体的な学修姿勢を持ってプレゼンテーションやディスカッション，問題意
識の持ち方について常に知識を更新しようとする。　(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。



2019-4020000201-13経営基礎ゼミナール

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：月・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

篠原　巨司馬

◎－－－　概要　－－－◎

　基礎ゼミナールは、ゼミナール形式の講義である。ゼミナー
ル形式とは、少人数制で参加者同士による議論やワークを中心
に進めるやり方である。
　大きなテーマは設けるが、通常講義とは異なり、受講生自身
が問題を設定し、その問題への解答も自分達で出してもらう。
　福岡大学の学内や周辺でも、さまざまな「経済活動」が行わ
れている。
　このゼミナールでは、その経済活動を行われている方々と接
しながら、ビジネスや社会を科学的に捉える方法を学ぶ。
　講座の前半では、文献や雑誌等の資料収集の方法を身につ
け、他人の前での発表の方法やレポート作成の基本を学ぶ。講
義の後半では、フィールドワークを行う。
　社会は組織によって構成されている。チームで物事を進める
という難しさや楽しさ、また「組織」においてのコミュニケー
ションの重要性についても実感し学んで欲しい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

経営学、会計学を学ぶ上で学問および研究とは何かを理解して
いる。(知識・理解)

学問に取り組むための基本的な心構えを身につけている。(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　講義以外に、パソコンなどで資料を収集したり、実際に現場
を取材に行ったりすることも必要になる。
　また、報告書を作成したり、プレゼンテーションの準備をす
るには、講義時間以外で実施する必要もある。 その場合はグ
ループで集まって実施してもらう。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

グループによるプレゼンおよびその内容：20%
グループワーク、およびディスカッションへの積極的参
加：30％
レポート等提出課題：50％

◎－－－　テキスト　－－－◎

　指定なし

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　課外での学習を前提とします。必ず準備して参加する
事。
　また、適宜、先輩学生に手伝ってもらう予定にしてい
る。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　オリエンテーション （アイスブレイク）
２　科学的な研究方法
３　資料収集について
４　論理とは何か
５　フィールドワークの技法ワーク１
６　フィールドワークの技法ワーク２
７　フィールドワークの技法ワーク３
８　統計技法を学ぶ１
９　統計技法を学ぶ２
10　フィールドワーク１
11　フィールドワーク２
12　フィールドワーク３
13　フィールドワーク４
14　成果報告会
15　全体振り返り



2019-4020000201-13経営基礎ゼミナール

篠原　巨司馬

◎経営:A-1,C-2

1.経営学、会計学を学ぶ上で学問および研究とは何かを理解している。　(A-1)

2.学問に取り組むための基本的な心構えを身につけている。　(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。



2019-4020000201-14経営基礎ゼミナール

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

飛田　努

◎－－－　概要　－－－◎

　この講義は，学生として，あるいは社会を構成する1人の人間として持
つべき基本的な素養を身につけることを目標とします。
　具体的には，（1） 聞く-話す-書くを通じて大学で学ぶために必要な
「スキル」とモノゴトを批判的に見つめ，状況や現象に囚われることなく
その本質を見抜くための「論理的思考」を身につけることを主眼としま
す。また，（2）グループディスカッションやアクティブ・ラーニングを
通じて，同じグループ内の学生と協力しながら「問いを自ら立て，その問
いに対する解を仲間と協力しながら導く」ことを通じて，チームワークや
リーダーシップ，成果を実現していくためにどのようなプロセスを構築す
れば良いのかについて学習します。
　（1）については，ディスカッションを進めていく上で必要な基本的な
考え方を共有するために，テキストを用いて学生からの報告，教員からの
解説，全員でのディスカッション（議論）を行います。
　（2）については，VTRを見ながら社長の考え方，ビジネス（事業）の
仕組み，企業が経営目標を実現していくまでの過程やゲーム形式で大学で
学ぶ知識がどのように生かされていくのかを学習します。
　これらは教員からの講義だけではなく，そのほとんどをグループワーク
で行いますので，学生の積極的な参加を求めます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

経営者兼デザイナーの著書をもとに企業経営のあり方や文献の読み方，論
理的な思考を学ぶことを通じて，経営学科で学ぶための基本的な姿勢を身
につける。(知識・理解)

テキストに基づいて，企業経営におけるデザインの意味や重要性を説明す
ることができる。(知識・理解)

テキストに基づいて，経営者である筆者が経営管理上どのような取り組み
を行っているのかを説明することができる。(知識・理解)

テキストの言及に基づいて，基本的な経営学や会計学の理論を用いて問題
を発見し，解決策をいかに提示しているのかを追体験できる。(知識・理
解)

テキストの輪読，グループワークを通じて，テキストの論理的構造につい
て説明し，論点を抽出するためにグループ内の他者と協力してコミュニ
ケーションをとることができる。(態度・志向性)

テキストの輪読，グループワークによって得られた結果を，他者に伝わる
ように説明することができる。(態度・志向性)

テキストから得られた理論や知識のみならず，それを関連した事象に適用
できるように主体的に考え，実行できる。(態度・志向性)

テキストの輪読，グループワークを通じて他者と協働して課題を抽出し，
問題解決を図る方法について議論することができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　いわゆる「ゼミナール（ゼミ）形式」の講義はほとんどの学生が初めて
経験することになるでしょう。1人1人がゼミに何かの形で貢献することに
よって，ゼミでの学習がより楽しくなります。ここで言う貢献とは，何か
を調べて知識を得ること，プレゼンテーションを積極的にすること，場を
盛り上げること，人を笑わせることなど何でも構いません。自分に何がで
きるのかを一生懸命考えてください。
　レジュメ作成や報告等で2-3時間ほどのミーティングが必要になる場合
があります。報告順に当たっていない学生でも，予習のために必要な箇所
を読んでおくことが求められます（60分程度）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　期末レポート（40％）と，グループの報告内容（30%），ディスカッ
ションへの参加度（30%）を総合的に評価します。期末レポートはグルー
プディスカッション，テキスト輪読による学びをもとにした課題を設定
し，その内容，論理構成等を勘案して採点を行います。グループ報告は報
告内容，理解を深めるための工夫，ゼミ生の理解度を基準に，ディスカッ
ションでは一方的に意見を述べること無く，議論を建設的に行い，相互理
解を図ることができたかどうかを測定し，評価を行います。

◎－－－　テキスト　－－－◎

佐藤可士和『佐藤可士和の超整理術』日経ビジネス人文庫
（ISBN 978-4532195878）
その他，参考となるテキストは適宜紹介します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　学生として，社会の一員としての基本的な素養と個々人
の自主性を求めます。
　講義は必ず毎回出席すること。理由なき欠席は厳正に対
処します。学期末レポートを提出することを求めます。詳
細は講義にて説明します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回　ガイダンス（自己紹介・グループ分け）
第2回　グループディスカッション1（他己紹介）
第3回　グループディスカッション2（大学で学ぶことの意
義を考えよう）
第4回　レジュメを作成する（内容を要約する）
第5回　ビジネスの最前線で活躍するデザイナーの働き方
を学ぶ
第6回　グループディスカッション3（デザイナーの働き方
から何を学べたか？）
第7回　テキスト「【第1章】問題解決のための"超整理
術」
第8回　テキスト「【第2章】すべては整理から始まる」
第9回　グループディスカッション4（情報を整理し，課題
を抽出するにはどうすれば良いのか？）
第10回　テキスト「【第3章】レベル1「空間」の整理術-
プライオリティをつける」
第11回　テキスト「【第4章】レベル2「情報」の整理術-
独自の視点を導入する」
第12回　テキスト「【第5章】レベル3「思考」の整理術-
思考を情報化する」
第13回　グループディスカッション5（実際にここまでの
学びを活かしてみよう）
第14回　テキスト「【第6章】整理術は，新しいアイデア
の扉を開く」
第15回　講義のまとめ



2019-4020000201-14経営基礎ゼミナール

飛田　努

◎経営:A-1,C-2

1.経営者兼デザイナーの著書をもとに企業経営のあり方や文献の読み方，論理
的な思考を学ぶことを通じて，経営学科で学ぶための基本的な姿勢を身につけ
る。　(A-1)

2.テキストに基づいて，企業経営におけるデザインの意味や重要性を説明する
ことができる。　(A-1)

3.テキストに基づいて，経営者である筆者が経営管理上どのような取り組みを
行っているのかを説明することができる。　(A-1)

4.テキストの言及に基づいて，基本的な経営学や会計学の理論を用いて問題を
発見し，解決策をいかに提示しているのかを追体験できる。　(A-1)

5.テキストの輪読，グループワークを通じて，テキストの論理的構造について
説明し，論点を抽出するためにグループ内の他者と協力してコミュニケーショ
ンをとることができる。　(C-2)

6.テキストの輪読，グループワークによって得られた結果を，他者に伝わるよ
うに説明することができる。　(C-2)

7.テキストから得られた理論や知識のみならず，それを関連した事象に適用で
きるように主体的に考え，実行できる。　(C-2)

8.テキストの輪読，グループワークを通じて他者と協働して課題を抽出し，問
題解決を図る方法について議論することができる。　(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。



2019-4020000201-16経営基礎ゼミナール「CA」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：演習　　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：金・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

井上　修

◎－－－　概要　－－－◎

　本ゼミナールでは、会計論点に関する新聞事例や公認会計士・税理
士試験の例題を通じて財務会計に対する体系的な理解と応用的な思考
力を養う。
　我が国の会計に最も大きな影響を与えた「会計ビックバン」以降の
会計基準、すなわち、国際的な会計基準に基づいた最新の会計基準を
基礎として、会計がいかに実社会において使われているのかを題材と
し、その背景にある実務的及び会計理論的な解釈を検討し意見を交換
する。
　具体的には、粉飾決算に関する事例や有名企業の実際の決算報告を
用いて、会計情報の重要性を実際の事例を通じて理解し、公認会計士
や経営者の立場から会計的判断の是非や背景にある会計基礎概念につ
いて、問題提起やディスカッションを行い意見を述べていく。
　また、プレゼンテーション能力を養うための指導やトレーニングに
も力を入れる。その基礎として、論理の組み立て方、文章のまとめ方
も習得する。
　本ゼミナールを担当する教員は監査を独占業務とする公認会計士で
あり，監査実務に従事してきた者である。そのため，本ゼミナールは
その監査実務経験を活かして，監査現場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実践的にディスカッションをしてい
く。

◎－－－　到達目標　－－－◎

会計学の知識を用いて粉飾決算等の会計諸問題について説明すること
ができる。(知識・理解)

会計学の専門的知識および理論を用いて会計実務の課題を発見し解決
策を提案することができる。(知識・理解)

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。(知識・理解)

粉飾決算を中心とした会計実務固有の課題について，ディスカッショ
ンを通じて意見を述べることができる。(知識・理解)

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。
(態度・志向性)

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。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・指定された資料を読み込み、自分の言葉で説明できるようにするこ
と。
・参考書における説明を拠り所にして、効率よく資料を作成するこ
と。
・ASBJや公認会計士協会のホームページ、監査法人のホームページ
から
　情報を収集すること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績評価方法および割合
・講義内レポート（50%）および報告（50%）による平常点評価を行
う。
成績評価基準
・会計が実際にどのように使われ、どのような役割を果たしているか
を理解
　すること。
・公認会計士の使命や役割を理解すること。
・プレゼンテーション能力を身に付け、聞く相手の理解を促すことが
できる
　こと。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特になし。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　ディスカッション形式の場合は、積極的な意見を述べる
ことに注力すること。また、相手の意見を促すようなファ
シリテート力も評価の対象となる。
　発表形式の場合は、わかりやすいプレゼンテーション資
料の作成と発表を意識すること。
　その他、調査方法については講義内において説明する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.イントロダクション
2～14.基準研究とディスカッション
15.レポート発表・提出



2019-4020000201-16経営基礎ゼミナール「CA」

井上　修

◎経営:A-1,C-2

1.会計学の知識を用いて粉飾決算等の会計諸問題について説明することができ
る。　(A-1)

2.会計学の専門的知識および理論を用いて会計実務の課題を発見し解決策を提
案することができる。　(A-1)

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。　(A-1)

4.粉飾決算を中心とした会計実務固有の課題について，ディスカッションを通
じて意見を述べることができる。　(A-1)

5.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。　(C-2)

6.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)

◎　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。



2019-4020000112-01経営史概論

 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・１時限　　試験時間割：2020/01/27　１時限　　

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1年次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)
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今野　孝

◎経営: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)

◎　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,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　　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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今野　孝

◎貿易: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)

◎　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。



2019-4020000600-02経営入門「（19台）」

 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・３時限　　試験時間割：2019/07/29　２時限　　

三浦　隆之

◎－－－　概要　－－－◎

　企業経営の根本について考える。
　現代の企業経営のすべては、伝統的な企業経営の延長線上に
おいて展開される。したがって、もし技術水準を落とさずに、
より安い人件費で生産できるところがあれば、生産拠点の移転
を検討するのは昔も今も自然である。また、もし競合他社より
も優れた性能やサービスを提供できるのであれば、より高い価
格設定を検討するのは昔も今も自然である。
　ただし、企業経営がうまくいき、収益力が高まったとき、企
業経営者の対応は一様ではない。たとえ収益力が高まっても、
賃金と価格を相場水準で維持しようとする経営者もいる。そう
することで、当面の短期的な利益が保持できるからである。と
ころが、継続企業としての長期的な利益は、どうなるであろう
か？
　継続企業としては、顧客の満足と従業員の満足を連関させた
ほうが理にかなっている。しかし、たとえば、低価格と高賃金
を長期的な利益と連関させるためには、多様な費用節約の中か
ら、どのような費用節約がとくに求められるのだろうか？
　アメリカ建国の父、ベンジャミン・フランクリンに端を発
し、中国深圳市蛇口港湾地区の開発者、袁庚の標語として受け
継がれた、"Time is money. Efficiency is life."という言葉の意味を
ヘンリー・フォードなどの近代経営の先駆的な事例から学ぶ。

◎－－－　到達目標　－－－◎

企業経営の根本について、深い認識をえる。(知識・理解)

講義の内容・本質を変えずに、自分の血となり肉となった認識
を自分の言葉で説明できる。(知識・理解)

学んだことを自分の身の回りやニュースなどで話題になってい
る企業経営上の課題に結びつけて説明できる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　授業前後におけるテキストの入念な読み込みが不可欠であ
る。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験によって評価する。
　試験間際のつまみ食い的な棒暗記で合格点をとるのは至難の
業である。
　日頃の地道な努力が、そのまま答案用紙に反映される。
　

◎－－－　テキスト　－－－◎

三浦隆之稿「研究こぼれ話」研究雑話『福岡大学研究推進
部ニュース＆レポート』2015年12月、第20巻第4号、4-7
頁。受講者は、各自あらかじめ下記サイトからダウンロー
ドして下さい。https://fukuoka-u.repo.nii.ac.jp/?action=
pages_view_main&active_action=
repository_view_main_item_detail&item_id=3616&item_no=1-
&page_id=13&block_id=39
三浦隆之著『第４版・近代経営の基礎』創成社、2017年5
月、4,100円。ISBN978-4-7944-2507-2

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

FUポータルの教員プロフィールにおける私のアドバイス
を参照して下さい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

①　企業の存立条件
②　　　　〃
③　　　　〃
④　価格決定の基本
⑤　　　　〃
⑥　　　　〃
⑦　賃金決定の基本
⑧　　　　〃
⑨　　　　〃
⑩　分業の原理
⑪　　　　〃
⑫　　　　〃
⑬　規模の経済
⑭　　　　〃
⑮　　　　〃



2019-4020000600-02経営入門「（19台）」

三浦　隆之

◎経営:A-1,A-2,A-3

1.企業経営の根本について、深い認識をえる。　(A-1)

2.講義の内容・本質を変えずに、自分の血となり肉となった認識を自分の言葉
で説明できる。　(A-2)

3.学んだことを自分の身の回りやニュースなどで話題になっている企業経営上
の課題に結びつけて説明できる。　(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。



2019-4020000380-01原価計算論（原価意識と会計学の融合）

 期別：後期　　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：後期：月・４時限, 木・５時限　　試験時間割：2020/01/22　５時限　　

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　－－－◎

会計学をはじめとする商学の専門的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。(知
識・理解)

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。(知
識・理解)

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。(技能)

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。(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　－－－◎

1　講義の進め方
2　工業簿記総論
3　原価の分類
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)
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 前半のまとめ

16 部門別原価計算(1)
17 部門別原価計算(2)
18 部門別原価計算(3)
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。



2019-4020000380-01原価計算論（原価意識と会計学の融合）

田坂　公

◎経営:A-1,A-2,A-3,B-1,B-2,C-2

1.会計学をはじめとする商学の専門的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-2)

3.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-3)

4.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-1)

5.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-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。

◎商学:A-1,A-2,A-3,B-1,B-2,C-2

1.会計学をはじめとする商学の専門的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-2)

3.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-3)

4.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-1)

5.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-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　　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。



2019-4020000380-01原価計算論（原価意識と会計学の融合）

田坂　公

◎貿易:A-1,A-2,A-3,B-1,B-2,C-2

1.会計学をはじめとする商学の専門的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-2)

3.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-3)

4.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-1)

5.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-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)

◎　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。



2019-4020000604-03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。



2019-4020000002-01簿記原理「（19台）」

 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：月・４時限, 木・１時限　　試験時間割：2019/07/31　３時限　　

中村　信博

◎－－－　概要　－－－◎

　簿記の学修においては、簿記固有の一定のルールを習得する
ために、語学や数学の学習の場合と同様に、基礎固めのための
地道な努力と、辛抱強い反復練習の積み重ねを必要とします。
　しかしながら、それだからといって、簿記は決して無味乾燥
なものではないはずであって、かの文豪ゲーテさえもが、自ら
の著書『ヴィルヘルムマイステルの修業時代』のなかで、簿記
固有のメカニズムのことを「人知の創造し得た最高のものの一
つである」とまで賞賛しているほどです。
　以上のことを踏まえた上で、本講義では、まず、基本課題を
理解した上で例題・問題演習を繰り返すことにより、記帳計算
技術を段階的に身に付け、3級レベルの検定試験に合格する能
力を養成します。具体的には、12回で中間テスト、13回以降は
毎回授業の最初に前回授業内容に係る小テストを実施します。
　とはいえ、大学における「簿記原理」に関する講義であるこ
とから当然のことですが、単なる簿記技術の習得が本来の目的
であるはずがなく、簿記独特の勘定形式による計算方法に関す
る論理・機能を理解することを最終目的とします。
　

◎－－－　到達目標　－－－◎

複式簿記の基礎知識を修得する。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　簿記の基本プロセスに関する理解度を確認するため、12回目
では中間テストを、また、13回以降は毎回授業の最初に前回授
業内容に係る小テストを実施します。したがって、最低90分程
度の問題演習を含めた復習が毎回必須となります。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　日商簿記３級検定試験に合格する能力を評価基準として、定
期試験80%、中間テストおよび小テスト20%を目安として総合
的に評価します。
　13回以降は授業の最初に10分程度の小テストを行います。

◎－－－　テキスト　－－－◎

渡辺裕亘・片山覚・北村敬子編著『検定簿記講義3級商業
簿記』中央経済社、2019年、￥700、
ISBN978-4-502-89563-0

◎－－－　参考書　－－－◎

渡辺裕亘・片山覚・北村敬子編著『検定簿記ワークブック
3級商業簿記』中央経済社、2019年、￥700、
ISBN978-4-502-06590-3

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　前期完結４単位科目であるため、週二回開講されるので
留意すること。
　また、科目の性格上、理解度を確認しながら進める必要
があるため、13回以降は毎回小テストを課すことになるの
で、そのつもりで授業に臨むこと。
　

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１ 簿記の意義、歴史、種類
　２ 勘定形式による計算構造
　３ 簿記の基礎概念およびプロセス
　４ 仕訳の意義（日付、勘定科目、金額）
　５ 仕訳と転記
　６ 仕訳帳と総勘定元帳
　７ 決算（予備手続、本手続）
　８ 試算表の作成
　９ 精算表（６桁）
１０ 勘定の振替（損益勘定）
１１ 帳簿の締切、財務諸表の作成
１２ 中間テスト
１３ 現金勘定
１４ 預金勘定
１５ 商品勘定の分割（三分法）
１６ 売上原価の計算
１７ 商品有高帳
１８ その他の債権・債務
１９ 手形取引1（約束手形）
２０ 手形取引2（為替手形）
２１ 手形取引3（裏書・割引）・有価証券1
２２ 有形固定資産
２３ 有形固定資産2（減価償却）
２４ 貸倒損失と貸倒引当金
２５ 収益・費用の見越し、繰り延べ
２６ 株式会社会計
２７ 資本金と剰余金
２８ 決算手続
２９ 精算表（8桁）
３０ 決算と財務諸表、まとめ



2019-4020000002-01簿記原理「（19台）」

中村　信博

◎経営:A-1

1.複式簿記の基礎知識を修得する。　(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。



2019-4020000002-02簿記原理「（19台）」

 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：月・４時限, 木・１時限　　試験時間割：2019/07/31　３時限　　

渡辺　剛

◎－－－　概要　－－－◎

　簿記とは、一言で言えば、企業の経済活動を帳簿に記録する
技術であると言えます。企業は、日々様々な経済活動を行って
いますが、その結果どのような財政状態にあり、経営成績をあ
げたのかを経営目的、納税目的等様々な理由から把握する必要
があります。簿記は、その財政状態、経営成績を把握するため
の手段として広く用いられています。
　本講義は、この簿記の基本原理を理解し、簿記一巡の手続き
を習得することを目的としています。
　多くの方は、初めて簿記を学ぶことと思われますので、でき
るだけわかりやすく、皆さんの理解に応じて進めていく予定で
すが、簿記を修得するためには、自分自身でできるだけ多くの
問題を解く必要があります。したがって、必ず自宅で前回の復
習をして講義に出席して下さい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

(1)簿記の基礎知識および基本原理を理解し、小規模企業におけ
る簿記一巡の手続きを行うことができる。(知識・理解)

(2)中規模企業における取引を仕訳することができる。(知識・
理解)

(3)中規模企業における損益計算書および貸借対照表を作成する
ことができる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　前回の講義の復習(60分)を必ず行って出席して下さい。ま
た、次回の授業内容の予告をしますので、予習して来て下さい
(30分)。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験の結果によって評価します。定期試験では、中規模
企業において行われる取引の仕訳ができるか、精算表を作成す
ることができるかを中心に到達目標の達成度を測ります。

◎－－－　テキスト　－－－◎

渡部裕亘、片山覚、北村敬子編著『検定簿記講義/3級商業
簿記(2019年度版)』2019年(予定)、中央経済社。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　簿記は、外国語の勉強と同じように聞いたことのないよ
うな単語が多く出てきますし、外国語の文法のように簿記
のルールがあります。そこで、簿記では反復練習が不可欠
です。同じ問題を繰り返しやることで単語やルールをおぼ
えることができます。したがって、他の科目以上に簿記で
は日頃の学習が必要になります。しかし、いったん身につ
ければ、他の科目以上に役立ちますので、頑張って下さ
い。なお、遅刻・欠席をするとすぐに全くわからなくなり
ますので、遅刻・欠席はしないで下さい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１　簿記の基礎概念
　２　資産・負債・資本と貸借対照表
　３　収益・費用と損益計算書
　４　取引と勘定
　５　仕訳と転記
　６　仕訳帳と総勘定元帳
　７　現金と預金
　８　試算表と精算表
　９　決算手続(1)決算の意義、振替仕訳
１０　決算手続(2)勘定の締切り
１１　決算手続(3)
　　　損益計算書および貸借対照表の作成
１２　現金
１３　当座預金
１４　三分法による商品売買(1)
１５　三分法による商品売買(2)
１６　手形の処理(1)約束手形
１７　手形の処理(2)手形の裏書
１８　手形の処理(3)手形の割引
１９　貸し倒れと貸倒引当金(1)
２０　貸し倒れと貸倒引当金(2)
２１　その他の債権・債務
２２　有価証券の処理
２３　有形固定資産の処理(1)
２４　有形固定資産の処理(2)
２５　資本の処理―資本金と引出金
２６　費用・収益の繰り延べ
２７　費用・収益の見越し
２８　決算と財務諸表(1)８桁精算表の作成
２９　決算と財務諸表(2)８桁精算表の作成
３０　決算と財務諸表(3)
　　　損益計算書と貸借対照表の作成



2019-4020000002-02簿記原理「（19台）」

渡辺　剛

◎経営:A-1

1.(1)簿記の基礎知識および基本原理を理解し、小規模企業における簿記一巡の
手続きを行うことができる。　(A-1)

2.(2)中規模企業における取引を仕訳することができる。　(A-1)

3.(3)中規模企業における損益計算書および貸借対照表を作成することができ
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。



2019-4020000002-07簿記原理「（19台既習者）」

 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・４時限, ５時限　　試験時間割：2019/07/31　３時限　　

金田　堅太郎

◎－－－　概要　－－－◎

本講義は、簿記の学習経験者を対象に、日商簿記１級レベルの
商業簿記・会計学を取り扱います。日商簿記１級の内容は、税
理士試験の簿記論・財務諸表論、公認会計士試験の財務会計論
(短答式)・会計学(論文式)の内容でもあります。そこで、本講
義では、将来会計専門家として活躍したい人や会計専門職プロ
グラムへ進みたい人がスムースに高度な簿記の学習に移行でき
るよう橋渡しすることに主眼を置きたいと思います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

複雑な取引についてもきちんと仕訳ができる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業時間内に解ききれなかった問題を自宅等で解いておきま
しょう。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

● 評価基準
仕訳や財務諸表に正しい勘定科目または金額を記入できている
かどうかを評価します。

● 評価方法
定期試験および平常点(問題集を解く)で評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

TAC「合格トレーニング日商簿記１級 商業簿記・会計学
Ⅰ」
TAC「合格トレーニング日商簿記１級 商業簿記・会計学
Ⅱ」
TAC「合格トレーニング日商簿記１級 商業簿記・会計学
Ⅲ」

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

本講義は前期の金曜４限および金曜５限の週２コマ開講で
す(前期で合計30コマ、４単位)。あわせて後期の金曜４限
および金曜５限の会社簿記(後期で合計30コマ、４単位)も
履修が望ましい。両科目あわせて日商簿記１級の商業簿
記・会計学を60コマ勉強します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１ 簿記一巡の手続
２ 値引・割戻・返品・割引
３ 原価率の利用
４ 商品評価損の洗替法と切放法
５ 売価還元法
６ 割賦販売の販売基準
７ 割賦販売の回収基準
８ 割賦販売の戻り商品
９ 委託販売
10 試用販売
11 未着品取引
12 長期請負契約
13 税効果会計
14 先日付小切手、定期預金
15 割引計算
16 債権の評価と貸倒引当金
17 財務構成要素アプローチ
18 有価証券の期末評価
19 外貨換算
20 有価証券の換算
21 先物取引とヘッジ会計
22 為替予約
23 オプション
24 スワップ
25 減価償却
26 減損会計
27 圧縮記帳
28 資産除去債務
29 損益会計のまとめ
30 資産・負債会計のまとめ



2019-4020000002-07簿記原理「（19台既習者）」

金田　堅太郎

◎経営:A-1

1.複雑な取引についてもきちんと仕訳ができる。　(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。

◎商学:A-1

1.複雑な取引についてもきちんと仕訳ができる。　(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。



2019-4020000002-07簿記原理「（19台既習者）」

金田　堅太郎

◎貿易:A-1

1.複雑な取引についてもきちんと仕訳ができる。　(A-1)

◎　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

1.複雑な取引についてもきちんと仕訳ができる。　(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。



2019-4010000360-04会社簿記「（19台既習者）」

 期別：後期　　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：後期：金・４時限, ５時限　　試験時間割：2020/01/16　３時限　　

金田　堅太郎

◎－－－　概要　－－－◎

本講義は、簿記の学習経験者を対象に、日商簿記１級レベルの
商業簿記・会計学を取り扱います。日商簿記１級の内容は、税
理士試験の簿記論・財務諸表論、公認会計士試験の財務会計論
(短答式)・会計学(論文式)の内容でもあります。そこで、本講
義では、将来会計専門家として活躍したい人や会計専門職プロ
グラムへ進みたい人がスムースに高度な簿記の学習に移行でき
るよう橋渡しすることに主眼を置きたいと思います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

複雑な取引についてもきちんと仕訳ができる。(知識・理解)

債権者保護思考のある日本基準と投資者保護思考のある国際基
準との違いがわかる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業時間内に解ききれなかった問題を自宅等で解いておきま
しょう。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

● 評価基準
仕訳や財務諸表に正しい勘定科目または金額を記入できている
かどうか、および日本基準と国際基準の違いを理解できている
かを評価します。

● 評価方法
定期試験および平常点(問題集を解く)で評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

TAC「合格トレーニング日商簿記１級 商業簿記・会計学
Ⅰ」
TAC「合格トレーニング日商簿記１級 商業簿記・会計学
Ⅱ」
TAC「合格トレーニング日商簿記１級 商業簿記・会計学
Ⅲ」

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

本講義は、後期の金曜４限および金曜５限の週２コマ開講
です(後期で合計30コマ、４単位)。あわせて前期の金曜４
限および金曜５限の簿記原理(前期で合計30コマ、４単位)
も履修が望ましい。両科目あわせて日商簿記１級の商業簿
記・会計学を60コマ勉強します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１ リース会計
２ セールアンドリースバック
３ R&D・ソフトウェア
４ 各種引当金
５ 退職給付会計
６ 未認識差異
７ 社債の会計
８ 資本の会計
９ 新株予約権
10 配当可能利益
11 本支店会計
12 連結会計(投資と資本の相殺)
13 連結会計(連結損益計算書)
14 連結会計(成果連結)
15 連結会計(追加取得)
16 連結会計(アップストリームとダウンストリーム)
17 連結会計(連結調整仕訳)
18 連結会計のまとめ
19 持分法
20 持分法における未実現利益消去
21 連結キャッシュフロー計算書
22 直接法
23 間接法
24 株式交換・株式移転
25 合併
26 在外支店と在外子会社
27 SPC・ストックオプション
28 会社分割
29 期中取引の総まとめ
30 連結会計の総まとめ



2019-4010000360-04会社簿記「（19台既習者）」

金田　堅太郎

◎商学:A-1,A-2

1.複雑な取引についてもきちんと仕訳ができる。　(A-1)

2.債権者保護思考のある日本基準と投資者保護思考のある国際基準との違いが
わかる。　(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。

◎経営:A-1,A-2

1.複雑な取引についてもきちんと仕訳ができる。　(A-1)

2.債権者保護思考のある日本基準と投資者保護思考のある国際基準との違いが
わかる。　(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。



2019-4010000360-04会社簿記「（19台既習者）」

金田　堅太郎

◎貿易:A-1,A-2

1.複雑な取引についてもきちんと仕訳ができる。　(A-1)

2.債権者保護思考のある日本基準と投資者保護思考のある国際基準との違いが
わかる。　(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.複雑な取引についてもきちんと仕訳ができる。　(A-1)

2.債権者保護思考のある日本基準と投資者保護思考のある国際基準との違いが
わかる。　(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。



2019-4010002113-01会計学総論

 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・２時限　　試験時間割：2020/01/24　３時限　　

長束　航

◎－－－　概要　－－－◎

　会計とは、ある経済主体に関する経済事象を、主として貨幣
額で測定し、それを記録・整理して作成した情報（会計情報）
を、当該経済主体の利害関係者に報告する一連の行為をいう。
この会計という行為を研究対象とする学問が、会計学である。
　会計は、個人という小さい単位から国家という大きい単位ま
で様々な経済主体によって行われており、それぞれ重要な役割
を果たしているが、特に企業において会計が果たしている役割
は、どんなに大きく評価してもしすぎることはない。経営意思
決定、財産管理、資金調達、人事考課、配当可能額の算定、課
税所得の計算など、あらゆる場面で会計情報が利用される。企
業会計が、「ビジネスの言語」と称されることがあるのも、あ
ながち大げさな表現というわけではない。
　したがって、会計学も企業会計を研究の対象とすることが多
く、この講義でも企業会計を中心として取り扱う。なお、企業
会計の研究分野は、企業外部の利害関係者（投資家、株主、銀
行、税務署など）に対して報告される会計情報を研究対象とす
る「財務会計論」という分野と、企業内部の利害関係者（経営
者など）に対して報告される会計情報を研究対象とする「管理
会計論」という分野に大別される。この講義では、やや「財務
会計論」の分野を重視した講義を行うが、それは企業会計が、
最終的には企業外部の利害関係者向けの内容・形式で会計情報
を作成しなければならないという制約のもとで行われているか
らである。
　この講義は、皆さんが会計学を学び始めるにあたって、まず
知っておくべき会計学という学問の全体像を理解してもらうた
めのものである。「財務会計論」、「管理会計論」、「監査
論」、「税務会計論」、「経営分析論」その他の会計諸学を専
攻するための基礎としてはもちろん、昨今、社会で強く求めら
れるようになってきている「数字の読めるビジネス・パーソ
ン」をめざすための第一歩として、ぜひ履修してほしい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

会計の制度的および理論的フレームワークに関する基礎知識を
身につけている。(知識・理解)

会計の制度的および理論的フレームワークを理解し、企業会計
の現状を説明することができる。(知識・理解)

会計の制度的および理論的フレームワークを理解し、企業会計
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、授業後に記入
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）。些末な知識の有無よりも、会
計学の全体像の把握および会計の理論的フレームワークと制度
的フレームワークの理解がなされ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。

◎－－－　参考書　－－－◎

中央経済社編『新版会計法規集』第10版　中央経済社　
ISBN 978-4502273513
広瀬義州『財務会計』第13版　中央経済社／
978-4502163418

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　会計を理解するためには、簿記の知識がある程度必要と
なる。したがって、「簿記原理」を履修済みであることが
望ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　会計および会計学の意義と種類
２　財務会計の制度的フレームワーク①
　　金融商品取引法会計
３　財務会計の制度的フレームワーク②
　　会社法会計
４　財務会計の制度的フレームワーク③
　　会計基準
５　財務会計の制度的フレームワーク④
　　財務諸表監査制度
６　財務会計の理論的フレームワーク①
　　会計公準と概念フレームワーク
７　財務会計の理論的フレームワーク②
　　企業会計原則の一般原則
８　財務会計の理論的フレームワーク③
　　財務会計の目的と会計情報の質的特性
９　財務会計の理論的フレームワーク④
　　資産負債アプローチと収益費用アプローチ
10　財務会計の理論的フレームワーク⑤
　　資産概念と資産の測定
11　財務会計の理論的フレームワーク⑥
　　負債概念と負債の測定
12　財務会計の理論的フレームワーク⑦
　　純資産と資本維持概念
13　財務会計の理論的フレームワーク⑧
　　収益および費用の意義と計上基準
14　財務会計の理論的フレームワーク⑨
　　財務報告――財務諸表と非財務情報
15　管理会計と財務諸表分析



2019-4010002113-01会計学総論

長束　航

◎商学:A-1,A-2,A-3

1.会計の制度的および理論的フレームワークに関する基礎知識を身につけてい
る。　(A-1)

2.会計の制度的および理論的フレームワークを理解し、企業会計の現状を説明
することができる。　(A-2)

3.会計の制度的および理論的フレームワークを理解し、企業会計の課題を説明
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。

◎経営:A-1,A-2,A-3

1.会計の制度的および理論的フレームワークに関する基礎知識を身につけてい
る。　(A-1)

2.会計の制度的および理論的フレームワークを理解し、企業会計の現状を説明
することができる。　(A-2)

3.会計の制度的および理論的フレームワークを理解し、企業会計の課題を説明
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。



2019-4010002113-01会計学総論

長束　航

◎貿易:A-1,A-2,A-3

1.会計の制度的および理論的フレームワークに関する基礎知識を身につけてい
る。　(A-1)

2.会計の制度的および理論的フレームワークを理解し、企業会計の現状を説明
することができる。　(A-2)

3.会計の制度的および理論的フレームワークを理解し、企業会計の課題を説明
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。



2019-4010000360-01会社簿記

 期別：後期　　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：後期：水・３時限, 金・３時限　　試験時間割：2020/01/16　３時限　　

長束　航

◎－－－　概要　－－－◎

　簿記とは、一般に、ある経済主体の経済活動および経済事象
を、貨幣額でもって帳簿に記録し、情報利用者が利用可能とな
るように集計する技術である。「簿記原理」では、簿記の基礎
として個人商店における簿記を学習したが、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。
　将来、諸君のうちほとんどの者が、株式会社と何らかの形で
関わっていくものと思われるが、その際には、株式会社の仕組
みおよびそこで行われる会計処理に関する知識が必要不可欠な
ものとなろう。したがって、本講義では、今後、他の会計諸学
（財務会計論、管理会計論、原価計算論、会計監査論、経営分
析論など）を専攻しようと志す者や、公認会計士・税理士など
の職業会計人を目指す者はもとより、すべての学生が株式会社
における簿記を修得できるように、できるだけわかりやすく講
義するとともに、数多くの問題演習を行ってもらう。

◎－－－　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)

簿記の知識を用いて企業（企業集団を含む）の財務諸表を作成
し、企業の経営成績および財務状況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、復習のための課題を提出してもらうので、復習だけは
必ずやってください。（50分程度。ただし、定期試験や3回実
施される中間テストのためには、それに加えて各5時間程度の
学習が必要になる。）

◎－－－　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3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」を履修済みの者であれば身にしみてい
ると思うが、簿記をマスターするためには、会計処理方法を
理解するだけではなく、それが体にしみつくまで練習するこ
とが必要である。したがって、講義中にもできるだけ多くの
練習問題を解いてもらうつもりであるが、それにくわえて自
宅での復習および問題演習を必ず行ってほしい。また、簿記
の学習は積み重ねの要素が強く、欠席するとその後の理解が
困難になるので、必ず出席してほしい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　ガイダンス／「簿記原理」の復習（1）簿記一巡
２　「簿記原理」の復習（2）期中取引
３　「簿記原理」の復習（3）決算
４　財務諸表（損益計算書と貸借対照表）
５　商品売買
６　現金預金
７　債権・債務（手形取引を含む）
８　有形固定資産（1）購入・売却・減価償却
９　有形固定資産（2）その他の処理
10　中間テスト（1）
11　有価証券（1）購入・売却
12　有価証券（2）期末評価
13　リース取引
14　無形固定資産等と研究開発費／引当金／税金
15　株式の発行／事業譲渡と合併
16　剰余金の配当と処分
17　中間テスト（2）
18　決算手続（1）決算振替
19　決算手続（2）財務諸表の作成（損益計算書と貸借対照
表）
20　決算手続（3）株主資本等変動計算書／収益・費用の計上
21　本支店会計（1）本支店間取引
22　本支店会計（2）決算手続／本支店合併財務諸表の作成
23　税効果会計（1）課税所得の算定
24　中間テスト（3）
25　税効果会計（2）税効果
26　外貨建取引
27　連結会計（1）資本連結
28　連結会計（2）成果連結
29　連結会計（3）連結財務諸表の作成
30　伝票

　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。



2019-4010000360-01会社簿記

長束　航

◎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.簿記の知識を用いて企業（企業集団を含む）の財務諸表を作成し、企業の経
営成績および財務状況を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。

◎経営: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.簿記の知識を用いて企業（企業集団を含む）の財務諸表を作成し、企業の経
営成績および財務状況を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。
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長束　航

◎貿易: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.簿記の知識を用いて企業（企業集団を含む）の財務諸表を作成し、企業の経
営成績および財務状況を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。
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 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：月・３時限　　試験時間割：2019/08/01　４時限　　

福山　博文

◎－－－　概要　－－－◎

　現代のような複雑な情報社会においては、企業や官公庁などの
経営
組織体は、市場の変動に対処し、社会のニーズに応えるため、柔
軟か
つ迅速に意思決定をすることが求められています。勘や経験に頼
るだ
けでは十分に対処できない時代になったのです。複雑に激しく変
化す
る環境状況の把握・分析を的確に行い、解決すべき課題を整理
し、そ
の解決手段を示すことが必要です。このためには、数理的モデル
を構
築し、コンピュータによる解析を利用するという視点も大切に
なって
きます。数学的素養を身につけることによって、より高度な次元
で問
題発見や問題解決ができるようになります。
　本講義では、ベクトル、行列、微分などの数学の基礎を商学や
経営
学の例題を用いて説明します。数学は初歩的レベルから始めるの
で、
高度な数学的知識は必要ではありませんが、受講者は数学が嫌い
でな
いことが重要です。それから、授業中に小テストを実施します。
　

◎－－－　到達目標　－－－◎

商学部の学生に必要な数学の基礎を理解することを評価の基準と
する。(知識・理解)

一次関数の応用である損益分岐点分析について、説明することが
できるようになる。(技能)

行列の積の計算ができるようになる。(技能)

クラメルの公式を用いて、連立方程式の解を求めることができる
ようになる。(技能)

微分を用いて、極大値・極小値を求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)　－－－◎

・前回の講義の内容を復習してから、授業に出席すること（30
分）。
・配布資料がある場合には、事前に読んでおくこと。（20分）
・事後には授業の内容と小テストの問題を復習すること。（30
分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準
・商学や経営学の勉強に必要な数学の基礎知識を習得し、現実の
問題に応用できるかどうかを評価基準とする。

評価方法
・原則として定期試験を70％、課題レポート及び小テスト30％に
よる。

◎－－－　テキスト　－－－◎

ありません。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・本講義は、1年次の科目ですが、２，３，４年次でも、
もう一度基礎から数学・統計学を勉強したい学生は歓迎し
ます。また、経営学科・商学科の学生だけではなく、貿易
学科の学生も歓迎します。
・受講に際しては、ルート（平方根）の計算ができる電卓
を持参すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１．関数（１）
　２．関数（２）
　３．関数（３）
　４．ベクトルと行列（１）
　５．ベクトルと行列（２）
　６．ベクトルと行列（３）
　７．ベクトルと行列（４）
　８．ベクトルと行列（５）
　９．微分（１）
１０．微分（２）
１１．微分（３）
１２．微分（４）
１３．極大・極小（１)
１４．極大・極小（２)
１５．極大・極小（３)
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福山　博文

◎商学:A-1,B-2

1.商学部の学生に必要な数学の基礎を理解することを評価の基準とする。　
(A-1)

2.一次関数の応用である損益分岐点分析について、説明することができるよう
になる。　(B-2)

3.行列の積の計算ができるようになる。　(B-2)

4.クラメルの公式を用いて、連立方程式の解を求めることができるようにな
る。　(B-2)

5.微分を用いて、極大値・極小値を求めることができるようになる。　(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。

◎経営:A-1,B-2

1.商学部の学生に必要な数学の基礎を理解することを評価の基準とする。　
(A-1)

2.一次関数の応用である損益分岐点分析について、説明することができるよう
になる。　(B-2)

3.行列の積の計算ができるようになる。　(B-2)

4.クラメルの公式を用いて、連立方程式の解を求めることができるようにな
る。　(B-2)

5.微分を用いて、極大値・極小値を求めることができるようになる。　(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。
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福山　博文

◎貿易:A-1,B-2

1.商学部の学生に必要な数学の基礎を理解することを評価の基準とする。　
(A-1)

2.一次関数の応用である損益分岐点分析について、説明することができるよう
になる。　(B-2)

3.行列の積の計算ができるようになる。　(B-2)

4.クラメルの公式を用いて、連立方程式の解を求めることができるようにな
る。　(B-2)

5.微分を用いて、極大値・極小値を求めることができるようになる。　(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。

◎商学:A-1,B-2

1.商学部の学生に必要な数学の基礎を理解することを評価の基準とする。　
(A-1)

2.一次関数の応用である損益分岐点分析について、説明することができるよう
になる。　(B-2)

3.行列の積の計算ができるようになる。　(B-2)

4.クラメルの公式を用いて、連立方程式の解を求めることができるようにな
る。　(B-2)

5.微分を用いて、極大値・極小値を求めることができるようになる。　(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。



2019-4010000362-01商学のための数学・統計学Ⅱ

 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・３時限　　試験時間割：2020/01/27　４時限　　

福山　博文

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義では、統計学に焦点を当てて講義をします。最初に、
観察の対象となっている集団から標本を収集して、その結果を
平均や分散（バラツキ）などの指標やグラフにより考察する記
述統計を学びます。次いで、標本をもとに集団全体の特徴につ
いて、推測する推測統計を学びます。データ生成の記述やそれ
から求められる統計量を理解する上で、基礎となるのが確率の
概念なので、確率理論も商学や経営学の例題を用いて説明しま
す。
　統計学は様々な分野で利用され、生産計画・経営計画・投資
計画において、合理的な判断・意思決定をするための必要不可
欠なものとなっています。
　また、企業経営では顧客のニーズを経営に役立てたい場合な
ど、大量のデータを処理・加工する必要性がでてくるので、コ
ンピュータを自在に使いこなせるようになることが重要になっ
ています。そこで本講義では、コンピュータ実習は行いません
が、コンピュータの利用を意識した講義を行います。
　

◎－－－　到達目標　－－－◎

・商学や経営学の勉強に必要な統計学の基礎知識を習得し、現
実の問題に応用できるかどうかを評価基準とする。(知識・理
解)

データより平均値と分散値を求めることができる。(技能)

点推定と区間推定について、説明できる。(技能)

母平均の仮説検定ができるようになる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・前回の講義の内容を復習してから、授業に出席すること（30
分）。
・配布資料がある場合には、事前に読んでおくこと。（20分）
・事後には授業の内容と小テストの問題を復習すること。（30
分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準
・商学や経営学の勉強に必要な数学の基礎知識を習得し、現実
の問題に応用できるかどうかを評価基準とする。

評価方法
・原則として定期試験を70％、課題レポート及び小テスト30％
による。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　テキストは用いません。ノート中心の講義です。

◎－－－　参考書　－－－◎

・石村園子『大学新入生のための数学入門』共立出版　
ISBN 4-320-01688-2
・三和義秀『Excelで学ぶやさしい統計処理のテクニッ
ク』　ISBN 4-320-01798-6
・石村園子『やさしく学べる統計学』共立出版　ISBN
4-320-01808-7

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

1.本講義は、1年次の科目ですが、２，３，４年次でも、
もう一度基礎から数学・統計学を勉強したい学生は歓迎し
ます。また、経営学科・商学科の学生だけではなく、貿易
学科の学生も歓迎します。
2.受講に際しては、ルート（平方根）の計算ができる電卓
を持参すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１．統計学とは
　２．データと基本統計量
　３．データのグラフ表現
　４．度数分布表とヒストグラム
　５．散布図と相関係数
　６．母集団と標本
　７．点推定（１）
　８．点推定（２）
　９．区間推定（１）
１０．区間推定（２）
１１．母平均の検定（１）
１２．母平均の検定（２）
１３．母平均の検定（３）
１４．母比率の検定（１）
１５．母比率の検定（２）



2019-4010000362-01商学のための数学・統計学Ⅱ

福山　博文

◎商学:A-1,B-2

1.・商学や経営学の勉強に必要な統計学の基礎知識を習得し、現実の問題に応
用できるかどうかを評価基準とする。　(A-1)

2.データより平均値と分散値を求めることができる。　(B-2)

3.点推定と区間推定について、説明できる。　(B-2)

4.母平均の仮説検定ができるようになる。　(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。

◎経営:A-1,B-2

1.・商学や経営学の勉強に必要な統計学の基礎知識を習得し、現実の問題に応
用できるかどうかを評価基準とする。　(A-1)

2.データより平均値と分散値を求めることができる。　(B-2)

3.点推定と区間推定について、説明できる。　(B-2)

4.母平均の仮説検定ができるようになる。　(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。



2019-4010000362-01商学のための数学・統計学Ⅱ

福山　博文

◎貿易:A-1,B-2

1.・商学や経営学の勉強に必要な統計学の基礎知識を習得し、現実の問題に応
用できるかどうかを評価基準とする。　(A-1)

2.データより平均値と分散値を求めることができる。　(B-2)

3.点推定と区間推定について、説明できる。　(B-2)

4.母平均の仮説検定ができるようになる。　(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。

◎商学:A-1,B-2

1.・商学や経営学の勉強に必要な統計学の基礎知識を習得し、現実の問題に応
用できるかどうかを評価基準とする。　(A-1)

2.データより平均値と分散値を求めることができる。　(B-2)

3.点推定と区間推定について、説明できる。　(B-2)

4.母平均の仮説検定ができるようになる。　(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。



2019-4010000193-02金融入門

 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：火・２時限　　試験時間割：2020/01/20　４時限　　

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



2019-4010000193-02金融入門

永田　裕司

◎経営: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)

◎　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。

◎貿易: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)

◎　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。



2019-4010000194-02交通経済入門

 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・２時限　　試験時間割：2019/07/24　２時限　　

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　－－－◎

ミクロ経済学を中心に、商学の基本的な知識を説明することが
できる。(知識・理解)

交通事業者のビジネスモデルを経済学、経営学などの知識をも
とに説明することができる。(知識・理解)

交通システム全般が抱える問題を経済学、経営学などの知識を
もとに説明することができる。(知識・理解)

交通システムが抱える問題を、経済学や経営学の視点から見つ
け出すことができる。(技能)

交通システムが抱える問題について、経済学や経営学の知識を
もとに、その解決策を議論することができる。(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



2019-4010000194-02交通経済入門

鈴木　裕介

◎経営:A-1,A-2,A-3,B-1,B-2

1.ミクロ経済学を中心に、商学の基本的な知識を説明することができる。　
(A-1)

2.交通事業者のビジネスモデルを経済学、経営学などの知識をもとに説明する
ことができる。　(A-2)

3.交通システム全般が抱える問題を経済学、経営学などの知識をもとに説明す
ることができる。　(A-3)

4.交通システムが抱える問題を、経済学や経営学の視点から見つけ出すことが
できる。　(B-1)

5.交通システムが抱える問題について、経済学や経営学の知識をもとに、その
解決策を議論することができる。　(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。

◎貿易:A-1,A-2,A-3,B-1,B-2

1.ミクロ経済学を中心に、商学の基本的な知識を説明することができる。　
(A-1)

2.交通事業者のビジネスモデルを経済学、経営学などの知識をもとに説明する
ことができる。　(A-2)

3.交通システム全般が抱える問題を経済学、経営学などの知識をもとに説明す
ることができる。　(A-3)

4.交通システムが抱える問題を、経済学や経営学の視点から見つけ出すことが
できる。　(B-1)

5.交通システムが抱える問題について、経済学や経営学の知識をもとに、その
解決策を議論することができる。　(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。



2019-4010000196-01商業史入門

 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：火・１時限　　試験時間割：2020/01/21　３時限　　

本村　希代

◎－－－　概要　－－－◎

　この科目は、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。
　この授業科目の設置のねらいは、商学部の授業科目群の一つ
である商業史分野について紹介することである。いわゆる社会
科学系の学問は、商学も含めて、主な対象となるのは現代社会
であり、過去のことそれ自体を中心課題とする研究は、その中
ではマージナルな存在である。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可能となるからで
ある。
　本講義では、まずわれわれがあたりまえのこととしてなじん
でいる経済・商業関係の制度やしくみについて、日本におい
て、それが成立する過程を跡づけていく。そして最後に、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　－－－◎

さまざまな経済社会状況の歴史的背景を理解できるようにな
る。(知識・理解)

経済・商業関係の制度やしくみの成立過程を説明できるように
なる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　歴史は得てして暗記するものだと思われがちだが、全体の大
きな流れを理解することが大切である。それゆえ毎回の講義
テーマごとに、なぜそのような姿にいたったのか、原因・結果
など、歴史の流れを整理しておくこと（60分）。またそれが次
回の講義の予習にもなる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験で評価する。講義内で取り上げたテーマについて、
きちんと歴史の流れとして把握できているか、またそれらを自
分の言葉で説明できているかを評価の基準とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　特に指定しない。

◎－－－　参考書　－－－◎

廣田誠他『日本商業史』　ISBN 9784641165069
石井寛治『日本流通史』　ISBN 9784641161696
社会経済史学会編『社会経済史学の課題と展望（学会創立
80周年記念）』　ISBN 9784641163881

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　はじめに
２　日本型企業経営の起源
３　商家経営から会社経営へ①
４　商家経営から会社経営へ②
５　商人道とは何か
６　奉公人からサラリーマンへ①
７　奉公人からサラリーマンへ②
８　奉公人からサラリーマンへ③
９　両替商から銀行へ①
10　両替商から銀行へ②
11　呉服商から百貨店へ
12　伝統的商業経験から純国産品の創製へ
13　水上輸送から陸上輸送へ
14　商業史・経済史研究の動向
15　まとめ
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◎商学:A-1,A-2

1.さまざまな経済社会状況の歴史的背景を理解できるようになる。　(A-1)

2.経済・商業関係の制度やしくみの成立過程を説明できるようになる。　(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。

◎経営:A-1,A-2

1.さまざまな経済社会状況の歴史的背景を理解できるようになる。　(A-1)

2.経済・商業関係の制度やしくみの成立過程を説明できるようになる。　(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。



2019-4010000196-01商業史入門

本村　希代

◎貿易:A-1,A-2

1.さまざまな経済社会状況の歴史的背景を理解できるようになる。　(A-1)

2.経済・商業関係の制度やしくみの成立過程を説明できるようになる。　(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。
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 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：木・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

永星　浩一

◎－－－　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。(知識・
理解)

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。(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。(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/)
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◎商学:A-1,A-2,A-3,A-4,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。　(A-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。　(A-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　　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-1,A-2,A-3

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。　(A-3)

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。　(A-3)

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。　
(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。
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永星　浩一

◎貿易:A-1,A-2,A-3

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。　(A-3)

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。　(A-3)

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。　
(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。
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 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：水・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

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、本講座では、次のよ
うな実習を含めて学習を進めていきます。
　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。(知識・理
解)

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。(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。(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/)
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弘津　真澄

◎商学:A-1,A-2,A-3,A-4,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。　(A-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。　(A-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　　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-1,A-2,A-3

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。　(A-3)

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。　(A-3)

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。

◎　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。
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弘津　真澄

◎貿易:A-1,A-2,A-3

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。　(A-3)

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。　(A-3)

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。

◎　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。
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 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：水・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

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、本講座では、次のよう
な実習を含めて学習を進めていきます。
　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。(知識・理解)

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。(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。(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/)



2019-4010000347-03情報表現技術

弘津　真澄

◎商学:A-1,A-2,A-3,A-4,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。　(A-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。　(A-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　　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-1,A-2,A-3

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。　(A-3)

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。　(A-3)

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。

◎　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。
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弘津　真澄

◎貿易:A-1,A-2,A-3

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。　(A-3)

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。　(A-3)

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。

◎　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。
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 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：火・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

押本　則子

◎－－－　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。(知識・
理解)

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。(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。(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/)
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押本　則子

◎商学:A-1,A-2,A-3,A-4,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。　(A-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。　(A-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　　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-1,A-2,A-3

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。　(A-3)

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。　(A-3)

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。

◎　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。
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押本　則子

◎貿易:A-1,A-2,A-3

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。　(A-3)

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。　(A-3)

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。

◎　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。
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 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：火・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

押本　則子

◎－－－　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。(知識・
理解)

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。(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。(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/)
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押本　則子

◎商学:A-1,A-2,A-3,A-4,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。　(A-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。　(A-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　　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-1,A-2,A-3

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。　(A-3)

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。　(A-3)

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。

◎　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。
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押本　則子

◎貿易:A-1,A-2,A-3

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。　(A-3)

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。　(A-3)

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。

◎　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。
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 授業時間割：後期：火・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

押本　則子

◎－－－　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。(知識・
理解)

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。(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。(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/)
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押本　則子

◎商学:A-1,A-2,A-3,A-4,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。　(A-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。　(A-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　　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-1,A-2,A-3

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。　(A-3)

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。　(A-3)

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。

◎　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。
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押本　則子

◎貿易:A-1,A-2,A-3

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。　(A-3)

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。　(A-3)

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。

◎　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。
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 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：火・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

押本　則子

◎－－－　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。(知識・
理解)

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。(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。(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/)
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押本　則子

◎商学:A-1,A-2,A-3,A-4,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。　(A-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。　(A-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　　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-1,A-2,A-3

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。　(A-3)

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。　(A-3)

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。

◎　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。
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押本　則子

◎貿易:A-1,A-2,A-3

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。　(A-3)

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。　(A-3)

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。

◎　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。
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 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・３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。(知識・
理解)

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。(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。(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/)
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諸原　真樹

◎商学:A-1,A-2,A-3,A-4,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。　(A-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。　(A-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　　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-1,A-2,A-3

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。　(A-3)

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。　(A-3)

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。

◎　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。
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諸原　真樹

◎貿易:A-1,A-2,A-3

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。　(A-3)

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。　(A-3)

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。

◎　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。
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 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・３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。(知識・
理解)

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。(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。(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/)
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諸原　真樹

◎商学:A-1,A-2,A-3,A-4,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。　(A-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。　(A-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　　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-1,A-2,A-3

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。　(A-3)

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。　(A-3)

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。

◎　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。
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諸原　真樹

◎貿易:A-1,A-2,A-3

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。　(A-3)

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。　(A-3)

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。

◎　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。
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 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：木・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

川場　隆

◎－－－　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。(知識・
理解)

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。(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。(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/)
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川場　隆

◎商学:A-1,A-2,A-3,A-4,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。　(A-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。　(A-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　　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-1,A-2,A-3

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。　(A-3)

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。　(A-3)

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。

◎　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。
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川場　隆

◎貿易:A-1,A-2,A-3

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。　(A-3)

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。　(A-3)

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。

◎　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。
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 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：月・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

野崎　竜太郎

◎－－－　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。(知識・
理解)

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。(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。(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/)
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野崎　竜太郎

◎商学:A-1,A-2,A-3,A-4,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。　(A-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。　(A-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　　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-1,A-2,A-3

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。　(A-3)

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。　(A-3)

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。

◎　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。
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◎貿易:A-1,A-2,A-3

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。　(A-3)

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。　(A-3)

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。

◎　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。
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野崎　竜太郎

◎－－－　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。(知識・
理解)

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。(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。(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/)
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◎商学:A-1,A-2,A-3,A-4,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。　(A-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。　(A-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　　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-1,A-2,A-3

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。　(A-3)

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。　(A-3)

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。

◎　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。
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野崎　竜太郎

◎貿易:A-1,A-2,A-3

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。　(A-3)

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。　(A-3)

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。

◎　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。
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 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・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

津曲　隆

◎－－－　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。(知識・
理解)

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。(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。(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/)
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津曲　隆

◎商学:A-1,A-2,A-3,A-4,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。　(A-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。　(A-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　　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-1,A-2,A-3

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。　(A-3)

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。　(A-3)

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。

◎　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。
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津曲　隆

◎貿易:A-1,A-2,A-3

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。　(A-3)

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。　(A-3)

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。

◎　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。
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 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・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

津曲　隆

◎－－－　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。(知識・
理解)

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。(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。(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/)
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◎商学:A-1,A-2,A-3,A-4,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。　(A-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。　(A-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　　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-1,A-2,A-3

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。　(A-3)

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。　(A-3)

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。

◎　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。
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◎貿易:A-1,A-2,A-3

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。　(A-3)

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。　(A-3)

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。

◎　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。
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 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：金・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

永島　徹

◎－－－　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。(知識・
理解)

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。(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。(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/)
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永島　徹

◎商学:A-1,A-2,A-3,A-4,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。　(A-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。　(A-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　　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-1,A-2,A-3

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。　(A-3)

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。　(A-3)

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。

◎　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。
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永島　徹

◎貿易:A-1,A-2,A-3

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。　(A-3)

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。　(A-3)

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。

◎　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。
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 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：金・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

永島　徹

◎－－－　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。(知識・
理解)

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。(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。(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/)
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永島　徹

◎商学:A-1,A-2,A-3,A-4,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。　(A-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。　(A-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　　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-1,A-2,A-3

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。　(A-3)

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。　(A-3)

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。

◎　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。
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永島　徹

◎貿易:A-1,A-2,A-3

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。　(A-3)

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。　(A-3)

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。

◎　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。



2019-4010000354-01情報倫理

 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：月・１時限　　試験時間割：2019/07/26　３時限　　

永星　浩一

◎－－－　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。(知識・理解)

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/)
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永星　浩一

◎商学:A-1,A-2,A-3,A-4,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。　(A-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　　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-1,A-2,A-3

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。　(A-2)

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。　(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。



2019-4010000354-01情報倫理

永星　浩一

◎貿易:A-1,A-2,A-3

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。　(A-2)

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。　(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。



2019-4010000354-02情報倫理

 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・４時限　　試験時間割：2020/01/21　３時限　　

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。(知識・理解)

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/)
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津曲　隆

◎商学:A-1,A-2,A-3,A-4,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。　(A-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　　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-1,A-2,A-3

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。

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。

◎　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。



2019-4010000354-02情報倫理

津曲　隆

◎貿易:A-1,A-2,A-3

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。

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。

◎　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。



2019-4010000355-01特別講義Ａ「（キャリア形成入門）」

 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・５時限　　試験時間割：2019/07/30　６時限　　

森脇　淳子

◎－－－　概要　－－－◎

　自分の大学生活を自己責任で作っていく大切さを知ることが
「キャリア形成」の第一歩です。この講義では、みなさんがこれ
からどのような人生を送りたいか、そのために大学生活をどのよ
うに過ごすかを一緒に考えます。自分の生き方を考えるときにヒ
ントをくれるのが、共に学ぶ仲間です。授業はペアワークやグ
ループワークを中心に進めます。自分とは異なる考えや意見にも
丁寧に耳を傾けましょう。同時に、自分の考えや意見を相手に素
直に伝えることにも挑戦しましょう。
　講義の後半では、大学生活をどのように過ごすか計画を立案
し、発表します。毎回授業終了時には、ふりかえりレポートを書
きます。論理的な文章を書くためのトレーニングと考え、取り組
みましょう。

◆就業支援施設での求職支援、企業でのキャリア開発の経験を活
かし、キャリア形成に必要な心構えや知識、スキルについて講義
します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

自己分析を行い、自分の特性（価値観・興味・能力）を理解す
る。(知識・理解)

他者の様々な意見を聴き、討論を行うためのコミュニケーション
能力を身につける。(知識・理解)

自分の将来について意欲的に考える姿勢を身につける。(知識・理
解)

大学生活の目標や目的を明確にし、どのように過ごすか計画を立
てることができる。(知識・理解)

論理的な文章を書くことができる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

課題レポート作成のために対象者にインタビューすること。（60
分）
課題レポートを作成すること。（60分）
毎回授業の最初に前回の授業内容に係る小テストを実施するの
で、復習しておくこと。（60分）
プレゼン発表のための自主学習をすること。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

①基準
・自分の特性を理解し、レポートに論理的に記述できているか
・ペアワーク、グループワークにおいて傾聴や発言ができている
か
・キャリアデザインにおいて、大学での学びの目的を理解し、計
画を立案できているか

②方法
定期試験30%、平常点70%（小テスト、小レポート、課題レポー
ト、プレゼンテーション、ペアワーク・グループワークにおける
積極性や協調性）を目安として総合的に評価します。
フィードバックとして小テストを回収後、解答の解説を行いま
す。
フィードバックとしてレポートにコメントして返します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

担当者がレジュメや資料を作成し、配布します。

◎－－－　参考書　－－－◎

『自立へのキャリアデザイン』　ISBN 9784779512032

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

自分が将来どのように働くのか、そのためには大学でどの
ようなことを学び、どう活かしていくのかをイメージして
考えていく構成になっています。正解はそれぞれ異なるた
め、正解を導き出す過程や姿勢を重視します。主体的に講
義に参加し、自ら学び発表することを期待します。

ペアワーク・グループワークにおいては積極的傾聴や発言
が求められます。
欠席や遅刻をすると、「ペアワーク・グループワークにお
ける積極性や協調性」の評価が減点されます。

※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　オリエンテーション　自己紹介
２　キャリアデザインとは
３　「働く」をイメージする（DVD視聴）
４　協働のためのコミュニケーション　①傾聴
５　協働のためのコミュニケーション　②アサーション
６　協働のためのコミュニケーション　③グループディス
カッション
７　自分を知る　①興味
８　自分を知る　②能力
９　自分を知る　③価値観
１０　大学生活の計画を立てる
１１　自分を伝える　①プレゼンテーションの基礎
１２　自分を伝える　②プレゼンテーション準備
１３　自分を伝える　③プレゼンテーション発表 １回目
１４　自分を伝える　④プレゼンテーション発表 ２回目
１５　プレゼンテーションのふりかえり、まとめ
※履修人数によって、プレゼンテーション発表の回数に増
減があります。



2019-4010000355-01特別講義Ａ「（キャリア形成入門）」

森脇　淳子

◎商学:A-1

1.自己分析を行い、自分の特性（価値観・興味・能力）を理解する。　(A-1)

2.他者の様々な意見を聴き、討論を行うためのコミュニケーション能力を身に
つける。　(A-1)

3.自分の将来について意欲的に考える姿勢を身につける。　(A-1)

4.大学生活の目標や目的を明確にし、どのように過ごすか計画を立てることが
できる。　(A-1)

5.論理的な文章を書くことができる。　(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。

◎経営:A-1

1.自己分析を行い、自分の特性（価値観・興味・能力）を理解する。　(A-1)

2.他者の様々な意見を聴き、討論を行うためのコミュニケーション能力を身に
つける。　(A-1)

3.自分の将来について意欲的に考える姿勢を身につける。　(A-1)

4.大学生活の目標や目的を明確にし、どのように過ごすか計画を立てることが
できる。　(A-1)

5.論理的な文章を書くことができる。　(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。
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森脇　淳子

◎貿易:A-1

1.自己分析を行い、自分の特性（価値観・興味・能力）を理解する。　(A-1)

2.他者の様々な意見を聴き、討論を行うためのコミュニケーション能力を身に
つける。　(A-1)

3.自分の将来について意欲的に考える姿勢を身につける。　(A-1)

4.大学生活の目標や目的を明確にし、どのように過ごすか計画を立てることが
できる。　(A-1)

5.論理的な文章を書くことができる。　(A-1)

◎　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。



2019-4010000356-01特別講義Ｂ「（キャリア形成を考える）」

 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：木・２時限　　試験時間割：2020/01/24　６時限　　

森脇　淳子

◎－－－　概要　－－－◎

　これからみなさんが働く世界は、ますます不確実な時代を迎え
ています。少子高齢化やグローバル化、IT化が急速に進み、新た
なビジネスモデルが求められる中、これまでの考え方や方法では
理想とする職業生活の実現は難しいと言えるでしょう。特に人工
知能やテクノロジーの発展により、多くの職業が失われ、新たな
仕事や働き方が創出されています。それに伴い、「与えられた問
題を解く」能力よりも「自ら問いを立て、解く」能力が求められ
ています。
　この講義では、「職場や地域社会で多様な人々と仕事をしてい
くために必要な基礎的な力」（社会人基礎力）と「答えの無い課
題に取り組む力」を身につけることを目標とします。そのため
に、多様なメンバーでチームを作り、意見を交わし合いながら提
示された課題をひとつずつ解決していきます。
　授業はグループワークを中心に進めます。ひとりでは得られな
かった気づきや発見をし、自然と新たなものの見方や捉え方を得
ていく楽しさを実感しましょう。毎回授業終了時には、ふりかえ
りレポートを書きます。論理的な文章を書くためのトレーニング
と考え、取り組みましょう。

◆就業支援施設での求職支援、企業でのキャリア開発の経験を活
かし、キャリア形成に必要な考え方や知識、スキルについて講義
します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

社会人基礎力を理解する。(知識・理解)

自分の意見をまとめ、論理的に伝えることができる。(知識・理
解)

他者の意見を共感を持って聞き、適切に理解することができる。
(知識・理解)

与えられた課題を解決するための問題点を洗い出すことができ
る。(知識・理解)

問題点を解決するための資料を集め、解決案を立案できる。(知
識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

グループワークを中心に授業を進めるため、あらかじめ課題に則
した資料をまとめておくこと。（90分）
課題について、グループのメンバーと議論をすること。（60分）
課題レポートを作成すること。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

①基準
・社会人基礎力を理解し、実践できているか
・グループワークにおいて、討論を行うためのコミュニケーショ
ン能力を身につけているか
・課題解決において、手法を理解し実践できているか

②方法
定期試験30%、平常点70%（小レポート、課題レポート、プレゼ
ンテーション、グループワークにおける積極性や協調性）を目安
として総合的に評価します。
フィードバックとしてレポートにコメントして返します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

担当者がレジュメや資料を作成し、配布します。

◎－－－　参考書　－－－◎

『プロジェクト学習で始めるアクティブラーニング入門』
　ISBN 9784339078138

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

社会で活躍するために必要な「社会人基礎力」と「答えの
無い課題に取り組む力」をグループワークから学びます。
正解はそれぞれ異なるため、正解を導き出す過程や姿勢を
重視します。主体的に講義に参加し、自ら学び発表するこ
とを期待します。

グループワークにおいては積極的傾聴や発言が求められま
す。
欠席や遅刻をすると、「グループワークにおける積極性や
協調性」の評価が減点されます。

※特別講義A（キャリア形成入門）を受講していることが
望ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　オリエンテーション　自己紹介、チーム決め
２　社会人基礎力とは
３　協働のためのコミュニケーションの確認（傾聴、グ
ループディスカッション）
４　プロジェクト①　本格的に議論をしてみよう
５　プロジェクト①　発表・ふりかえり（PDCA）
６　プロジェクト②　情報を集めよう
７　プロジェクト②　発表・ふりかえり（情報収集）
８　前半のふりかえり　新チーム決め
９　プロジェクト③　情報を分析しよう
１０　プロジェクト③　発表・ふりかえり（チーム活動の
ルール確認）
１１　プロジェクト④　問題を提起しよう
１２　プロジェクト④　発表・ふりかえり（課題発見のポ
イント）
１３　プロジェクト⑤　計画を構想しよう
１４　プロジェクト⑤　発表・ふりかえり（目的の明確
化）
１５　総ふりかえり、まとめ
※進捗状況によって、プロジェクトの回数の減少がありま
す



2019-4010000356-01特別講義Ｂ「（キャリア形成を考える）」

森脇　淳子

◎商学:A-1

1.社会人基礎力を理解する。　(A-1)

2.自分の意見をまとめ、論理的に伝えることができる。　(A-1)

3.他者の意見を共感を持って聞き、適切に理解することができる。　(A-1)

4.与えられた課題を解決するための問題点を洗い出すことができる。　(A-1)

5.問題点を解決するための資料を集め、解決案を立案できる。　(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。

◎経営:A-1

1.社会人基礎力を理解する。　(A-1)

2.自分の意見をまとめ、論理的に伝えることができる。　(A-1)

3.他者の意見を共感を持って聞き、適切に理解することができる。　(A-1)

4.与えられた課題を解決するための問題点を洗い出すことができる。　(A-1)

5.問題点を解決するための資料を集め、解決案を立案できる。　(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。



2019-4010000356-01特別講義Ｂ「（キャリア形成を考える）」

森脇　淳子

◎貿易:A-1

1.社会人基礎力を理解する。　(A-1)

2.自分の意見をまとめ、論理的に伝えることができる。　(A-1)

3.他者の意見を共感を持って聞き、適切に理解することができる。　(A-1)

4.与えられた課題を解決するための問題点を洗い出すことができる。　(A-1)

5.問題点を解決するための資料を集め、解決案を立案できる。　(A-1)

◎　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。



2019-4010000356-02特別講義Ｂ「（メディア社会論）」

 期別：集中後期　　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：集中後期　　試験時間割：2019/09/06　４時限　　

三浦　元

◎－－－　概要　－－－◎

メディアを学ぶ「メディアリテラシー」は、より一層グローバ
ル化する社会と深く係わる現代人にとってのリベラル・アーツ
（基礎教養科目）。公共放送NHKでの政治部記者・会長秘書・
福岡放送局長等の勤務経験を活かして、流動的・不透明な日本
を取り巻く政治・経済・地域情勢を解説。2020年の東京五輪を
前に、急速に進展するスーパーハイビジョン（4K・8K）放送
やVR・AR技術、コンピュータ技術、スマホ展開活用の「新映
像時代」を解析する。放送と通信が文字通り融合する中で、地
球的規模の課題から身近な消費生活に至るまで関心の高い出来
事を取り上げメディアの舞台裏を説く。講義の中で提起した課
題をめぐって聴講生が自分で考え自分で答えを見出し、互いの
意見や感想を述べ合う「双方向の講義」を展開する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

我々を取り巻く政治・経済・社会状況について意見を述べ説明
することができる。(知識・理解)

情報技術等を活用して国内外の課題を取捨選択し解決の為の方
策を見いだす。

地域や社会の発展に貢献するため自ら成長し多種多様な知識・
見識を学び続ける。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

新聞・テレビの報道や放送内容に普段から関心を持って接触す
ること。（20分）
講義前には、書物やインターネットなどを通して、次回テーマ
の基礎知識や専門用語の意味を理解すること。（20分）
講義中に提起する課題について、事前の準備も必要だが、突然
の質問に柔軟に受け答えできる能力も重要で、発言も含め積極
的な対応が出来る心構えをしっかり身に付けておくこと。（10
分）
自分の能力を出し惜しみせず出し切ったかどうか反省し、講義
内容を復習すること。（10分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

講義中の発言や講義後のリポートなど毎回の講義に参加する姿
勢・平常点も重視する。
平常点50％・定期試験（集中講義の最終講義後に実施の確認テ
スト）50％で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

講義では使用しない。

◎－－－　参考書　－－－◎

吉岡友治、2013、「いい文章には型がある」PHP新書や望
月和彦、2003、「ディベートのすすめ」有斐閣選書などを
講義中に適宜紹介。
NHK放送研究所、2002、「放送の20世紀」は参考になる。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

講義の場は、自分を鍛え、尊敬し親しい仲間を増やす場。
就職活動に役立つ面接や小論文の書き方の指導は随時、対
応する。これまでの夏季集中講義の聴講生の「意欲」を高
く評価している。「情熱」「集中力」「努力」「執着心」
を大切にして講義に臨んで欲しい。会えるのを楽しみにし
ている。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回：なぜ晴れた空は青く雲は白く夕焼けは紅色？なぜ
ドレミ？Whyの大切さ
第2回：映像革新時代～世界最速ウサイン・ボルトの肉体
の秘密～
第3回：オリンピック放送の舞台裏～スポーツ放送権料の
高騰と放送イノベーション～
第4回：“異常気象新時代”社会の危機対応～東日本大震
災と関東大震災～
第5回：ハゲワシと少女～生命か報道か 　ピューリッツア
賞カメラマンの苦闘～　
第6回：ハンセン病報道～差別とどう向き合うか～
第7回：テニス　大坂なおみ急成長の背景～特撮映像と
データ解析～
第8回：サッカー　ネイマールとイニエスタの華麗なる足
技　２刀流大谷の世界への挑戦
第9回：義足のジャンパー・マルクスレームと車イスバス
ケット
第10回：CGディズニーアニメヒットの舞台裏
第11回：手描きアニメ細田守の世界
第12回：アニメ表現の説得力～9秒台を目指せ男子陸上100
～　アニパラ車イステニス
第13回：国際化時代の放送サービス～伝説シルクロードと
世界初大王イカの国際共同制作～
第14回：ドキュメンタリー冬の時代～“現代のベートー
ヴェン”の罪～
第15回：大林宣彦監督『最後の講義』　もう一度作りたい
～RKB木村栄文の執念～
第16回：定期試験（確認テスト）



2019-4010000356-02特別講義Ｂ「（メディア社会論）」

三浦　元

◎商学:A-1

1.我々を取り巻く政治・経済・社会状況について意見を述べ説明することがで
きる。　(A-1)

2.情報技術等を活用して国内外の課題を取捨選択し解決の為の方策を見いだ
す。

3.地域や社会の発展に貢献するため自ら成長し多種多様な知識・見識を学び続
ける。

◎　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-1

1.我々を取り巻く政治・経済・社会状況について意見を述べ説明することがで
きる。　(A-1)

2.情報技術等を活用して国内外の課題を取捨選択し解決の為の方策を見いだ
す。

3.地域や社会の発展に貢献するため自ら成長し多種多様な知識・見識を学び続
ける。

◎　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。



2019-4010000356-02特別講義Ｂ「（メディア社会論）」

三浦　元

◎貿易:A-1

1.我々を取り巻く政治・経済・社会状況について意見を述べ説明することがで
きる。　(A-1)

2.情報技術等を活用して国内外の課題を取捨選択し解決の為の方策を見いだ
す。

3.地域や社会の発展に貢献するため自ら成長し多種多様な知識・見識を学び続
ける。

◎　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。



2019-4010000195-01保険論入門

 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・４時限　　試験時間割：2019/07/31　４時限　　

根本　篤司

◎－－－　概要　－－－◎

　経済社会には、自然災害や交通事故、企業倒産のほか、人為的
事故など様々なリスクが存在する。このようなリスクへの科学
的・合理的な対応として、現代ではリスクマネジメントが発展し
ており、保険はその有効な対応手段として活用されている。

　個人の生活設計の計画や企業のリスクマネジメントの策定で
は、適切な保険活用のために、保険の仕組みや種類をはじめ、制
度運営のための原理・原則（ルール）を学び、保険を正しく理解
していることが大切である。

　そこで本講義では保険の基礎理論について講述する。具体的に
は、社会のなかのリスクを分類し、整理を加える。その上で、保
険を体系的に分類し、保険料・保険金の点から保険の構造を分析
する。さらには保険制度の成立に欠くことのできない原理・原則
を解説する。これらの取り組みにより保険の経済的特徴を明らか
にする。

　また、経営的な観点からも保険制度の特徴を試みる。たとえ
ば、保険事業を営む相互会社は保険業独自の企業形態であり、株
式会社との比較を通じて、その特徴を明らかにされるだろう。保
険制度の経営的特徴は、保険会社の収益構造や経営戦略の検討を
通じても得られる。

　その他、講義では簡易生命保険や共済についても取り上げる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

保険理論の基礎的内容を正しく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)　－－－◎

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、板書の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　－－－◎

・評価基準：保険理論の基礎的な内容について、講義で取り上げ
た専門用語を適切に用いて正しく説明できているかを評価基準と
する。具体的な内容は次のとおりである。
　（1）保険料の構造をもとに保険制度運営に重要な原理原則の
内容を適切に説明できているか。
　（2）保険の経済的特徴を使って類似制度との比較を説明でき
ているか。
　（3）保険事業を営む経営体の特徴および二大収益の特徴を適
切に説明できているか
　（4）保険制度の運営が困難となる諸条件について適切に説明
できているか。

・評価方法：定期試験を実施し、講義内での課題提出（ミニッ
ツ・ペーパー）をその方法とする。

・割合：定期試験を90％、提出された課題の評価を10％として評
価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

田畑康人＝岡村国和（2018）『読みながら考える保険論』
増補改訂第3版、八千代出版。
ISBN-10: 4842917148
ISBN-13: 978-4842917146

◎－－－　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　現代社会における「リスク」と保険
2　リスクの概念と分類
3　保険の仕組み（1）
4　保険の仕組み（2）
5　保険制度の特徴
6　保険と類似制度の比較（1）
7　保険と類似制度の比較（2）
8　保険事業の経営体
9　相互会社と株式会社の比較
10　保険会社の二大収益
11　保険会社の経営戦略（1）
12　保険会社の経営戦略（2）
13　保険の限界とその対応（1）
14　保険の限界とその対応（2）
15　まとめ

※講義の進捗状況により授業計画を一部変更する場合があ
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。



2019-4010000195-01保険論入門

根本　篤司

◎経営:A-1

1.保険理論の基礎的内容を正しく理解することができる。　(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。

◎貿易:A-1

1.保険理論の基礎的内容を正しく理解することができる。　(A-1)

◎　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。



2019-4010000600-02流通・マーケティング入門

 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：金・２時限　　試験時間割：2020/01/16　５時限　　

田村　馨

◎－－－　概要　－－－◎

　どのような産業、業種、企業であれ、商品やサービスを開発
し、消費者に届け、買ってもらい、満足を得てもらう活動が不
可欠です。たとえエンジニアであれ、研究者であれ、ビジネス
社会で生きていく以上、そのような活動とは無縁で働くことは
難しくなっています。
　そのような活動がどのようなものであり、そこにはどのよう
なメカニズムや仕組みがあるのかを、流通とマーケティングの
２つの側面から学ぶのが本講義の目的です。
　具体的には、流通とは何か、流通がなぜ社会的に必要なの
か、日本の流通の特徴は何か、日本の流通はいまどのように変
化しているかを解説します。また、マーケティングについて
は、マーケティングとは何か、マーケティングが生まれた経緯
と日本に入ってきた背景、時代とともに変わってきたマーケ
ティングの変遷を解説します。
　コンビニやスーパー、ヒット商品、テレビ広告など具体的な
ケースを対象に、流通、マーケティングの果たす役割やメカニ
ズム、仕組みが解説されていきます。
　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、流通ビジネスをめぐる理論と実践の橋渡しがどのよう
に行われるかを解説する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

マーケティングがなぜ必要であるかが説明できる。(知識・理
解)

スーパーマーケットやコンビニエンスストアの成長を例に日本
の流通の発展メカニズムを説明できる。(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
等を復習し講義を振り返ることが必要です（復習180分）。
・流通、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　－－－◎

　定期試験で評価します。割合は１００％。流通、マーケティ
ングとは何か、日本の流通、マーケティングの変化はどういっ
たものであったか、その変化のメカニズムはどういうものだっ
たか、流通とマーケティングの課題と可能性を理解しているか
否かが評価基準となります。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　教科書は使用しません。

◎－－－　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　流通とは何か
２　流通機能と流通産業
３　流通産業を構成する企業
４　流通の社会的存立意義
５　マーケティングとは何か
６　マーケティングの仕組み
７　マーケティングと時代の変化
８　コンビニの誕生と成長
９　なぜコンビニは多くの消費者に支持されたのか
10　コンビニが起こしたイノベーション
11　ヒット商品の秘密
12　消費者の買い物行動を解剖する
13　消費者の商品選択行動を解剖する
14　流通、マーケティングの最前線
15　未来に向けた流通、マーケティングの展望



2019-4010000600-02流通・マーケティング入門

田村　馨

◎経営:A-1

1.マーケティングがなぜ必要であるかが説明できる。　(A-1)

2.スーパーマーケットやコンビニエンスストアの成長を例に日本の流通の発展
メカニズムを説明できる。　(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。

◎貿易:A-1

1.マーケティングがなぜ必要であるかが説明できる。　(A-1)

2.スーパーマーケットやコンビニエンスストアの成長を例に日本の流通の発展
メカニズムを説明できる。　(A-1)

◎　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。
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 期別：通年　　単位数：4　　開講年次： 1 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：有り　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：通年：水・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ヤング，シャーリー

◎－－－　概要　－－－◎

Business English Conversation Elementary is a year-long communication skills course
for first year students. Students will develop confidence in understanding and speaking
English at a functional level in a business context. Using a combination of authentic
materials and a content-based textbook, students will be introduced to the English
vocabulary and practices of the workplace environment. In addition, they will do basic
research on Japan’s trade with other countries.

Speaking and listening will be the main skills focus in class with additional reading and
writing tasks to be done outside of class time. The use of basic business terminology
will secure student’s confidence in using the language. Such activities will include
projects comprised of group work, brainstorming, describing things, the language of
comparison and at least one presentation. A range of materials drawn from British,
American, Australian and Asian contexts will be used.

Lastly, dr awing on my 10 year’s experience in the Australian Customs Service, I will
give practical instruction on the government’s role in administering and enforcing the
laws regulating trade between countries, and how those laws affect business.

これは年間を通した学習を通して、一年次のみなさんにヒ シ ネス英語に よる
コミュニケーション・スキルを修得してもらうための授業て す。英語 のヒ シ
ネス環境て 会話を理解し、話すことに対する自信の形成か その狙い て す。実
用的な教材とコンテンツ主体の教科書を用いた指導により、みな さんはヒ シ
ネスの現場て 実際に使われている英語に接することになりま す。更に日本の
貿易についても調へ ることか 求められます。毎週の授業て  は聞くことと話す
ことに焦点か おかれますか 、読むことと書くことも宿題 として課せられま
す。ヒ シ ネスに固有の英語を使った会話学習か 、それを 使いこなすことへの
自信につなか ります。これは更に、批評と意思決定を 必要とする演習によ
り、一層深まることになるて しょう。演習には年間を 通して取り組むひとつ
のフ ロシ ェクトか 含まれます。これはク ルーフ 学 習、フ レーンストーミン
ク 、事案説明と少なくとも1回のフ レセ ンテー ションによって構成されてい
ます。この授業て は英国、米国、オーストラ リア、アシ ア諸国の教材か 用い
られます。
なお、この講義では、オーストラリア税関における10年間の実務経験を生かし
て、国際貿易関連法規を順守させる上での政府の役割およびビジネスへの影響
について実例に基づいて説明する予定です。

◎－－－　到達目標　－－－◎

To describe in English various international trade organizations and the import/export
trade of Japan with various countries.(態度・志向性)

Confidently research, plan and make a short presentation in English, as part of a small
group project.(技能)

Become familiar with the multi-cultural environment of the business world today and
learn some trade-related vocabulary.(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students are expected to actively participate in the classroom as well as complete
weekly homework tasks.
　積極的に授業に参加することに加え、毎週課せられる宿題を全てやりこなす
ことが求められます。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

Assessment is continuous throughout the semester. There will be no final exam for this
course.

(Project 40%:  two group presentations in English of an acceptable quality, Homework
20%: complete a specified weekly quantity of listening and comprehension questions,
Vocabulary 20%: 100+ business related words, Listening 10%, Class Contribution
10%: how often student asks and answers questions with teacher and classmates).

全期を通した取組み姿勢をもとに評価する。期末試験は実施しない。(フ  ロ
シ ェクト40%:ク ルーフ フ レセ ンテーションをする。英語て 、他の国 と日本
の貿易関係を説明する、宿題20%:理解の質問、ホ キャフ ラリー 20%:100以上
のヒ シ ネス用語、聞き取り10%、授業への貢献1 0%:発言の頻度)
授業形態: 講義(外国語による)期別:

◎－－－　テキスト　－－－◎

Buckingham, A., & Whitney, N. (2002). Passport to work. Oxford: Oxford University Press.
ISBN978-0-19-457364-1

◎－－－　参考書　－－－◎

978-0-19-　ISBN 457364-1

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Effective communication is the principle focus of this course and language skills require practice.
Students are expected to actively participate in classroom discussions and activities, as well as
complete the homework assignments.  Poor English when spoken is an act of communication and
sharing; perfect English when unspoken is not.

Students should also monitor their own progress throughout the semester, with the help of tools
provided by the teacher (Moodle), and ask for help at any time they need it.  This is most important for
the success of each individual student.
　この授業の焦点は効率的なコミュニケーションにありますが、その語学能力を養しなうた
めには練習を必要とします。ですから、みなさんにはクラスでの会話学習に積極的に参加し
てもらった上で、宿題をきちんとこなすことが求められます。不完全な英語であっても構い
ません。それが実際に使われればコミュニケーションの道具としての役割を十分果たすから
です。完璧な英語であっても使われなければ何の意味もなしません。また自分の進歩を常に
意識しながら学習し、分からないところは必ず教員に聞く習慣をつけることが必要です。こ
うすれば必ず成果が上がります。

◎－－－　授業計画　－－－◎

Spring (前期)
1. Introduction to course
授業概要
2. Job titles + company organization
Unit 1: 役職と企業組織
3. Job descriptions + department names
Unit 2: 業務内容と部課名
4. Describing locations
Unit 3: 指示を出す
5. Giving Instructions
Unit 4: 指示の出し方
6. Making requests
Unit 6: 要望の出し方
7. Project: overview
フ ロシ ェクト概要
8. Project: topics & research
フ ロシ ェクトのテーマと調査
9. Project - research
フ ロシ ェクトの構築
10. Presentation: main idea
11. Presentation structure
フ レセ ンテーション:構造
12. Acronyms
略語の活用
13. Presentation: elements for introduction
フ レセ ンテーションの基礎知識
14. Presentation: pronunciation
フ レセ ンテーションのための発音練習
15. Presentation: recording audio
オーテ ィオ機器の利用
Autumn (後期)
1. Project: introduction + note-taking
フ ロシ ェクトの基礎知識とノート取り
2. Assessing sources
情報源の評価
3. Presentation structure: review
フ レセ ンテーションの構造のリヒ ュ
4. Presentation: language of comparison
フ レセ ンテーションのための言語表現
5. Poster design
掲示板のテ サ イン
6. Presentation: aids
フ レセ ンテーションのための補完的ツール
7. Presentation: delivery
フ レセ ンテーションの伝達
8. Presentation: practice
フ レセ ンテーションの練習
9. Presentations
フ レセ ンテーション全般
10. Presentations
フ レセ ンテーション全般
11. Talking about sales and numbers
Unit 8: 販売実績に関する発表
12. Discussing future plans, talking about yourself
Units 10 & 11: 事業計画の打ち合わせ
13. Dealing with inquiries
Unit 12: 業務内容の背景説明
14. Predicting and making comparisons
Unit 13: 比較をする
15. Vocabulary & listening tests, Review
テスト、復習

◎－－－　URL　－－－◎

2019 ビジネス英会話初級：ヤング
(https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/)



2019-4030000409-01ビジネス英会話　初級

ヤング，シャーリー

◎貿易:B-3,C-4

1.To describe in English various international trade organizations and the import/export
trade of Japan with various countries.　(C-4)

2.Confidently research, plan and make a short presentation in English, as part of a small
group project.　(B-3)

3.Become familiar with the multi-cultural environment of the business world today and
learn some trade-related vocabulary.　(C-4)

◎　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:B-3

1.To describe in English various international trade organizations and the import/export
trade of Japan with various countries.　(B-3)

2.Confidently research, plan and make a short presentation in English, as part of a small
group project.　(B-3)

3.Become familiar with the multi-cultural environment of the business world today and
learn some trade-related vocabulary.　(B-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。
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ヤング，シャーリー

◎経営:B-3

1.To describe in English various international trade organizations and the import/export
trade of Japan with various countries.　(B-3)

2.Confidently research, plan and make a short presentation in English, as part of a small
group project.　(B-3)

3.Become familiar with the multi-cultural environment of the business world today and
learn some trade-related vocabulary.　(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。
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 期別：通年　　単位数：4　　開講年次： 1 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：有り　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：通年：水・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ヤング，シャーリー

◎－－－　概要　－－－◎

Business English Conversation Elementary is a year-long communication skills
course for first year students. Students will develop confidence in understanding and
speaking English at a functional level in a business context. Using a combination of
authentic materials and a content-based textbook, students will be introduced to the
English vocabulary and practices of the workplace environment. In addition, they will
do basic research on Japan’s trade with other countries.

Speaking and listening will be the main skills focus in class with additional reading
and writing tasks to be done outside of class time. The use of basic business
terminology will secure student’s confidence in using the language. Such activities
will include projects comprised of group work, brainstorming, describing things, the
language of comparison and at least one presentation. A range of materials drawn
from British, American, Australian and Asian contexts will be used.

Lastly, dr awing on my 10 year’s experience in the Australian Customs Service, I
will give practical instruction on the government’s role in administering and
enforcing the laws regulating trade between countries, and how those laws affect
business.

これは年間を通した学習を通して、一年次のみなさんにヒ シ ネス英語に よ
るコミュニケーション・スキルを修得してもらうための授業て す。英語 のヒ
シ ネス環境て 会話を理解し、話すことに対する自信の形成か その狙い て
す。実用的な教材とコンテンツ主体の教科書を用いた指導により、みな さん
はヒ シ ネスの現場て 実際に使われている英語に接することになりま す。更
に日本の貿易についても調へ ることか 求められます。毎週の授業て  は聞く
ことと話すことに焦点か おかれますか 、読むことと書くことも宿題 として
課せられます。ヒ シ ネスに固有の英語を使った会話学習か 、それを 使いこ
なすことへの自信につなか ります。これは更に、批評と意思決定を 必要とす
る演習により、一層深まることになるて しょう。演習には年間を 通して取り
組むひとつのフ ロシ ェクトか 含まれます。これはク ルーフ 学 習、フ レー
ンストーミンク 、事案説明と少なくとも1回のフ レセ ンテー ションによって
構成されています。この授業て は英国、米国、オーストラ リア、アシ ア諸
国の教材か 用いられます。
なお、この講義では、オーストラリア税関における10年間の実務経験が生か
して、国際貿易関連法規を順守させる上での政府の役割およびビジネスへの
影響について実例に基づいて説明する予定です。

◎－－－　到達目標　－－－◎

To describe in English various international trade organizations and the import/export
trade of Japan with various countries.(態度・志向性)

Confidently research, plan and make a short presentation in English, as part of a small
group project.(技能)

Become familiar with the multi-cultural environment of the business world today and
learn some trade-related vocabulary.(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students are expected to actively participate in the classroom as well as complete
weekly homework tasks.
積極的に授業に参加することに加え、毎週課せられる宿題を全てやりこなす
ことが求められます。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

Assessment is continuous throughout the semester. There will be no final exam for
this course.

(Project 40%: two group presentations in English of an acceptable quality, Homework
20%: complete a specified weekly quantity of listening and comprehension questions,
Vocabulary 20%: 100+ business related words, Listening 10%, Class Contribution
10%: how often student asks and answers questions with teacher and classmates).

全期を通した取組み姿勢をもとに評価する。期末試験は実施しない。(フ  ロ
シ ェクト40%:ク ルーフ フ レセ ンテーションをする。英語て 、他の国 と日
本の貿易関係を説明する、宿題20%:理解の質問、ホ キャフ ラリー 20%:100以
上のヒ シ ネス用語、聞き取り10%、授業への貢献1 0%:発言の頻度)
授業形態: 講義(外国語による)期別:

◎－－－　テキスト　－－－◎

Buckingham, A., & Whitney, N. (2002). Passport to work. Oxford: Oxford University Press.

◎－－－　参考書　－－－◎

978-0-19-　ISBN 457364-1

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Effective communication is the principle focus of this course and language skills require practice.
Students are expected to actively participate in classroom discussions and activities, as well as
complete the homework assignments. Poor English when spoken is an act of communication and
sharing; perfect English when unspoken is not.

Students should also monitor their own progress throughout the semester, with the help of tools
provided by the teacher (Moodle), and ask for help at any time they need it. This is most important
for the success of each individual student.
　この授業の焦点は効率的なコミュニケーションにありますが、その語学能力を養しな
うためには練習を必要とします。ですから、みなさんにはクラス での会話学習に積極的
に参加してもらった上で、宿題をきちんとこなすことが求められます。不完全な英語で
あっても構いません。それが実際に使われればコ ミュニケーションの道具としての役割
を十分果たすからです。完璧な英語であっても使われなければ何の意味もなしません。
また自分の進歩を常に意識しながら 学習し、分からないところは必ず教員に聞く習慣を
つけることが必要です。こうすれば必ず成果が上がります。

◎－－－　授業計画　－－－◎

Spring (前期)
1. Introduction to course
授業概要
2. Job titles + company organization
Unit 1: 役職と企業組織
3. Job descriptions + department names
Unit 2: 業務内容と部課名
4. Describing locations
Unit 3: 指示を出す
5. Giving Instructions
Unit 4: 指示の出し方
6. Making requests
Unit 6: 要望の出し方
7. Project: overview
フ ロシ ェクト概要
8. Project: topics & research
フ ロシ ェクトのテーマと調査
9. Project - research
フ ロシ ェクトの構築
10. Presentation: main idea
11. Presentation structure
フ レセ ンテーション:構造
12. Acronyms
略語の活用
13. Presentation: elements for introduction
フ レセ ンテーションの基礎知識
14. Presentation: pronunciation
フ レセ ンテーションのための発音練習
15. Presentation: recording audio
オーテ ィオ機器の利用
Autumn (後期)
1. Project: introduction + note-taking
フ ロシ ェクトの基礎知識とノート取り
2. Assessing sources
情報源の評価
3. Presentation structure: review
フ レセ ンテーションの構造のリヒ ュ
4. Presentation: language of comparison
フ レセ ンテーションのための言語表現
5. Poster design
掲示板のテ サ イン
6. Presentation: aids
フ レセ ンテーションのための補完的ツール
7. Presentation: delivery
フ レセ ンテーションの伝達
8. Presentation: practice
フ レセ ンテーションの練習
9. Presentations
フ レセ ンテーション全般
10. Presentations
フ レセ ンテーション全般
11. Talking about sales and numbers
Unit 8: 販売実績に関する発表
12. Discussing future plans, talking about yourself
Units 10 & 11: 事業計画の打ち合わせ
13. Dealing with inquiries
Unit 12: 業務内容の背景説明
14. Predicting and making comparisons
Unit 13: 比較をする
15. Vocabulary & listening tests, Review
テスト、復習

◎－－－　URL　－－－◎

2019ビジネス英会話初級:ヤング
(https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp)
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ヤング，シャーリー

◎貿易:B-3,C-4

1.To describe in English various international trade organizations and the import/export
trade of Japan with various countries.　(C-4)

2.Confidently research, plan and make a short presentation in English, as part of a small
group project.　(B-3)

3.Become familiar with the multi-cultural environment of the business world today and
learn some trade-related vocabulary.　(C-4)

◎　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:B-3

1.To describe in English various international trade organizations and the import/export
trade of Japan with various countries.　(B-3)

2.Confidently research, plan and make a short presentation in English, as part of a small
group project.　(B-3)

3.Become familiar with the multi-cultural environment of the business world today and
learn some trade-related vocabulary.　(B-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。
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ヤング，シャーリー

◎経営:B-3

1.To describe in English various international trade organizations and the import/export
trade of Japan with various countries.　(B-3)

2.Confidently research, plan and make a short presentation in English, as part of a small
group project.　(B-3)

3.Become familiar with the multi-cultural environment of the business world today and
learn some trade-related vocabulary.　(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。



2019-4030000409-03ビジネス英会話　初級

 期別：通年　　単位数：4　　開講年次： 1 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：通年：水・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

スカンロン，アラン

◎－－－　概要　－－－◎

Business English Conversation Elementary is a year-long communication skills
course for first year students. Students will develop confidence in understanding
and speaking English at a functional level in a business context. Using a
combination of authentic materials and a content-based textbook, students will be
introduced to the English vocabulary and practices of the workplace environment.
In addition, they will do basic research on Japan’s trade with other countries.

Speaking and listening will be the main skills focus in class with additional reading
and writing tasks to be done outside of class time. The use of basic business
terminology will secure student’s confidence in using the language. Such
activities will include projects comprised of group work, brainstorming, describing
things, the language of comparison and at least one presentation. A range of
materials drawn from British, American, Australian and Asian contexts will be
used.

これは年間を通した学習を通して、一年次のみなさんにヒ シ ネス英語に
よるコミュニケーション・スキルを修得してもらうための授業て す。英語
のヒ シ ネス環境て 会話を理解し、話すことに対する自信の形成か その狙
い て す。実用的な教材とコンテンツ主体の教科書を用いた指導により、み
な さんはヒ シ ネスの現場て 実際に使われている英語に接することになり
ま す。更に日本の貿易についても調へ ることか 求められます。毎週の授
業て  は聞くことと話すことに焦点か おかれますか 、読むことと書くこと
も宿題 として課せられます。ヒ シ ネスに固有の英語を使った会話学習
か 、それを 使いこなすことへの自信につなか ります。これは更に、批評
と意思決定を 必要とする演習により、一層深まることになるて しょう。演
習には年間を 通して取り組むひとつのフ ロシ ェクトか 含まれます。これ
はク ルーフ 学 習、フ レーンストーミンク 、事案説明と少なくとも1回の
フ レセ ンテー ションによって構成されています。この授業て は英国、米
国、オーストラ リア、アシ ア諸国の教材か 用いられます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

To describe in English various international trade organizations and the import/
export trade of Japan with various countries.(態度・志向性)

Confidently research, plan and make a short presentation in English, as part of a
small group project.(技能)

Become familiar with the multi-cultural environment of the business world today
and learn some trade-related vocabulary.(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students are expected to actively participate in the classroom as well as complete
weekly homework tasks.
　積極的に授業に参加することに加え、毎週課せられる宿題を全てやりこ
なすことが求められます。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

Assessment is continuous throughout the semester. There will be no final exam for
this course.

(Project 40%:  two group presentations in English of an acceptable quality,
Homework 20%: complete a specified weekly quantity of listening and
comprehension questions, Vocabulary 20%: 100+ business related words,
Listening 10%, Class Contribution 10%: how often student asks and answers
questions with teacher and classmates).

全期を通した取組み姿勢をもとに評価する。期末試験は実施しない。(フ
ロシ ェクト40%:ク ルーフ フ レセ ンテーションをする。英語て 、他の国
と日本の貿易関係を説明する、宿題20%:理解の質問、ホ キャフ ラリー
20%:100以上のヒ シ ネス用語、聞き取り10%、授業への貢献1 0%:発言の頻
度)
授業形態: 講義(外国語による)期別:

◎－－－　テキスト　－－－◎

Buckingham, A., & Whitney, N. (2002). Passport to work. Oxford: Oxford University Press.
ISBN978-0-19-457364-1

◎－－－　参考書　－－－◎

978-0-19-　ISBN 457364-1

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Effective communication is the principle focus of this course and language skills require practice.
Students are expected to actively participate in classroom discussions and activities, as well as
complete the homework assignments.  Poor English when spoken is an act of communication and
sharing; perfect English when unspoken is not.

Students should also monitor their own progress throughout the semester, with the help of tools
provided by the teacher (Moodle), and ask for help at any time they need it.  This is most important for
the success of each individual student.
　この授業の焦点は効率的なコミュニケーションにありますが、その語学能力を養うために
は練習を必要とします。ですから、みなさんにはクラスでの会話学習に積極的に参加しても
らった上で、宿題をきちんとこなすことが求められます。不完全な英語であっても構いませ
ん。それが実際に使われればコミュニケーションの道具としての役割を十分果たすからで
す。完璧な英語であっても使われなければ何の意味もなしません。また自分の進歩を常に意
識しながら学習し、分からないところは必ず教員に聞く習慣をつけることが必要です。こう
すれば必ず成果が上がります。

◎－－－　授業計画　－－－◎

Spring (前期)
1. Introduction to course
授業概要
2. Job titles + company organization
Unit 1: 役職と企業組織
3. Job descriptions + department names
Unit 2: 業務内容と部課名
4. Describing locations
Unit 3: 指示を出す
5. Giving Instructions
Unit 4: 指示の出し方
6. Making requests
Unit 6: 要望の出し方
7. Project: overview
フ ロシ ェクト概要
8. Project: topics & research
フ ロシ ェクトのテーマと調査
9. Project - research
フ ロシ ェクトの構築
10. Presentation: main idea
11. Presentation structure
フ レセ ンテーション:構造
12. Acronyms
略語の活用
13. Presentation: elements for introduction
フ レセ ンテーションの基礎知識
14. Presentation: pronunciation
フ レセ ンテーションのための発音練習
15. Presentation: recording audio
オーテ ィオ機器の利用
Autumn (後期)
1. Project: introduction + note-taking
フ ロシ ェクトの基礎知識とノート取り
2. Assessing sources
情報源の評価
3. Presentation structure: review
フ レセ ンテーションの構造のリヒ ュ
4. Presentation: language of comparison
フ レセ ンテーションのための言語表現
5. Poster design
掲示板のテ サ イン
6. Presentation: aids
フ レセ ンテーションのための補完的ツール
7. Presentation: delivery
フ レセ ンテーションの伝達
8. Presentation: practice
フ レセ ンテーションの練習
9. Presentations
フ レセ ンテーション全般
10. Presentations
フ レセ ンテーション全般
11. Talking about sales and numbers
Unit 8: 販売実績に関する発表
12. Discussing future plans, talking about yourself
Units 10 & 11: 事業計画の打ち合わせ
13. Dealing with inquiries
Unit 12: 業務内容の背景説明
14. Predicting and making comparisons
Unit 13: 比較をする
15. Vocabulary & listening tests, Review
テスト、復習

◎－－－　URL　－－－◎

2019 ビジネス英会話初級：ヤング
(https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/)
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スカンロン，アラン

◎貿易:B-3,C-4

1.To describe in English various international trade organizations and the import/export
trade of Japan with various countries.　(C-4)

2.Confidently research, plan and make a short presentation in English, as part of a small
group project.　(B-3)

3.Become familiar with the multi-cultural environment of the business world today and
learn some trade-related vocabulary.　(C-4)

◎　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:B-3

1.To describe in English various international trade organizations and the import/export
trade of Japan with various countries.　(B-3)

2.Confidently research, plan and make a short presentation in English, as part of a small
group project.　(B-3)

3.Become familiar with the multi-cultural environment of the business world today and
learn some trade-related vocabulary.　(B-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。
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スカンロン，アラン

◎経営:B-3

1.To describe in English various international trade organizations and the import/export
trade of Japan with various countries.　(B-3)

2.Confidently research, plan and make a short presentation in English, as part of a small
group project.　(B-3)

3.Become familiar with the multi-cultural environment of the business world today and
learn some trade-related vocabulary.　(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。
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 期別：通年　　単位数：4　　開講年次： 1 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：通年：水・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

スカンロン，アラン

◎－－－　概要　－－－◎

Business English Conversation Elementary is a year-long communication skills
course for first year students. Students will develop confidence in understanding
and speaking English at a functional level in a business context. Using a
combination of authentic materials and a content-based textbook, students will be
introduced to the English vocabulary and practices of the workplace environment.
In addition, they will do basic research on Japan’s trade with other countries.

Speaking and listening will be the main skills focus in class with additional
reading and writing tasks to be done outside of class time. The use of basic
business terminology will secure student’s confidence in using the language.
Such activities will include projects comprised of group work, brainstorming,
describing things, the language of comparison and at least one presentation. A
range of materials drawn from British, American, Australian and Asian contexts
will be used.

これは年間を通した学習を通して、一年次のみなさんにヒ シ ネス英語に
よるコミュニケーション・スキルを修得してもらうための授業て す。英
語 のヒ シ ネス環境て 会話を理解し、話すことに対する自信の形成か そ
の狙い て す。実用的な教材とコンテンツ主体の教科書を用いた指導によ
り、みな さんはヒ シ ネスの現場て 実際に使われている英語に接すること
になりま す。更に日本の貿易についても調へ ることか 求められます。毎
週の授業て  は聞くことと話すことに焦点か おかれますか 、読むことと書
くことも宿題 として課せられます。ヒ シ ネスに固有の英語を使った会話
学習か 、それを 使いこなすことへの自信につなか ります。これは更に、
批評と意思決定を 必要とする演習により、一層深まることになるて しょ
う。演習には年間を 通して取り組むひとつのフ ロシ ェクトか 含まれま
す。これはク ルーフ 学 習、フ レーンストーミンク 、事案説明と少なく
とも1回のフ レセ ンテー ションによって構成されています。この授業て
は英国、米国、オーストラ リア、アシ ア諸国の教材か 用いられます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

To describe in English various international trade organizations and the import/
export trade of Japan with various countries.(態度・志向性)

Confidently research, plan and make a short presentation in English, as part of a
small group project.(技能)

Become familiar with the multi-cultural environment of the business world today
and learn some trade-related vocabulary.(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students are expected to actively participate in the classroom as well as complete
weekly homework tasks.
積極的に授業に参加することに加え、毎週課せられる宿題を全てやりこな
すことが求められます。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

Assessment is continuous throughout the semester. There will be no final exam for
this course.

(Project 40%: two group presentations in English of an acceptable quality,
Homework 20%: complete a specified weekly quantity of listening and
comprehension questions, Vocabulary 20%: 100+ business related words,
Listening 10%, Class Contribution 10%: how often student asks and answers
questions with teacher and classmates).

全期を通した取組み姿勢をもとに評価する。期末試験は実施しない。(フ
ロシ ェクト40%:ク ルーフ フ レセ ンテーションをする。英語て 、他の国
と日本の貿易関係を説明する、宿題20%:理解の質問、ホ キャフ ラリー
20%:100以上のヒ シ ネス用語、聞き取り10%、授業への貢献1 0%:発言の
頻度)
授業形態: 講義(外国語による)期別:

◎－－－　テキスト　－－－◎

Buckingham, A., & Whitney, N. (2002). Passport to work. Oxford: Oxford University Press.

◎－－－　参考書　－－－◎

978-0-19-　ISBN 457364-1

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Effective communication is the principle focus of this course and language skills require practice.
Students are expected to actively participate in classroom discussions and activities, as well as
complete the homework assignments. Poor English when spoken is an act of communication and
sharing; perfect English when unspoken is not.

Students should also monitor their own progress throughout the semester, with the help of tools
provided by the teacher (Moodle), and ask for help at any time they need it. This is most important
for the success of each individual student.
　この授業の焦点は効率的なコミュニケーションにありますが、その語学能力を養うた
めには練習を必要とします。ですから、みなさんにはクラス での会話学習に積極的に参
加してもらった上で、宿題をきちんとこなすことが求められます。不完全な英語であっ
ても構いません。それが実際に使われればコ ミュニケーションの道具としての役割を十
分果たすからです。完璧な英語であっても使われなければ何の意味もなしません。また
自分の進歩を常に意識しながら 学習し、分からないところは必ず教員に聞く習慣をつけ
ることが必要です。こうすれば必ず成果が上がります。

◎－－－　授業計画　－－－◎

Spring (前期)
1. Introduction to course
授業概要
2. Job titles + company organization
Unit 1: 役職と企業組織
3. Job descriptions + department names
Unit 2: 業務内容と部課名
4. Describing locations
Unit 3: 指示を出す
5. Giving Instructions
Unit 4: 指示の出し方
6. Making requests
Unit 6: 要望の出し方
7. Project: overview
フ ロシ ェクト概要
8. Project: topics & research
フ ロシ ェクトのテーマと調査
9. Project - research
フ ロシ ェクトの構築
10. Presentation: main idea
11. Presentation structure
フ レセ ンテーション:構造
12. Acronyms
略語の活用
13. Presentation: elements for introduction
フ レセ ンテーションの基礎知識
14. Presentation: pronunciation
フ レセ ンテーションのための発音練習
15. Presentation: recording audio
オーテ ィオ機器の利用
Autumn (後期)
1. Project: introduction + note-taking
フ ロシ ェクトの基礎知識とノート取り
2. Assessing sources
情報源の評価
3. Presentation structure: review
フ レセ ンテーションの構造のリヒ ュ
4. Presentation: language of comparison
フ レセ ンテーションのための言語表現
5. Poster design
掲示板のテ サ イン
6. Presentation: aids
フ レセ ンテーションのための補完的ツール
7. Presentation: delivery
フ レセ ンテーションの伝達
8. Presentation: practice
フ レセ ンテーションの練習
9. Presentations
フ レセ ンテーション全般
10. Presentations
フ レセ ンテーション全般
11. Talking about sales and numbers
Unit 8: 販売実績に関する発表
12. Discussing future plans, talking about yourself
Units 10 & 11: 事業計画の打ち合わせ
13. Dealing with inquiries
Unit 12: 業務内容の背景説明
14. Predicting and making comparisons
Unit 13: 比較をする
15. Vocabulary & listening tests, Review
テスト、復習

◎－－－　URL　－－－◎

2019ビジネス英会話初級:ヤング
(https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp)
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スカンロン，アラン

◎貿易:B-3,C-4

1.To describe in English various international trade organizations and the import/export
trade of Japan with various countries.　(C-4)

2.Confidently research, plan and make a short presentation in English, as part of a small
group project.　(B-3)

3.Become familiar with the multi-cultural environment of the business world today and
learn some trade-related vocabulary.　(C-4)

◎　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:B-3

1.To describe in English various international trade organizations and the import/export
trade of Japan with various countries.　(B-3)

2.Confidently research, plan and make a short presentation in English, as part of a small
group project.　(B-3)

3.Become familiar with the multi-cultural environment of the business world today and
learn some trade-related vocabulary.　(B-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。
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スカンロン，アラン

◎経営:B-3

1.To describe in English various international trade organizations and the import/export
trade of Japan with various countries.　(B-3)

2.Confidently research, plan and make a short presentation in English, as part of a small
group project.　(B-3)

3.Become familiar with the multi-cultural environment of the business world today and
learn some trade-related vocabulary.　(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。
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 期別：通年　　単位数：4　　開講年次： 1 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：通年：水・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ライカーズ　アレクサンダー

◎－－－　概要　－－－◎

Business English Conversation Elementary is a year-long communication skills
course for first year students. Students will develop confidence in understanding
and speaking English at a functional level in a business context. Using a
combination of authentic materials and a content-based textbook, students will
be introduced to the English vocabulary and practices of the workplace
environment. In addition, they will do basic research on Japan’s trade with
other countries.

Speaking and listening will be the main skills focus in class with additional
reading and writing tasks to be done outside of class time. The use of basic
business terminology will secure student’s confidence in using the language.
Such activities will include projects comprised of group work, brainstorming,
describing things, the language of comparison and at least one presentation. A
range of materials drawn from British, American, Australian and Asian contexts
will be used.

これは年間を通した学習を通して、一年次のみなさんにビジネス英語に
よるコミュニケーション・スキルを修得してもらうための授業です。英
語 のビジネス環境で会話を理解し、話すことに対する自信の形成がその
狙い です。実用的な教材とコンテンツ主体の教科書を用いた指導によ
り、みな さんはビジネスの現場で実際に使われている英語に接すること
になりま す。更に日本の貿易についても調べることが求められます。毎
週の授業で は聞くことと話すことに焦点がおかれますが、読むことと書
くことも宿題 として課せられます。ビジネスに固有の英語を使った会話
学習が、それを 使いこなすことへの自信につながります。これは更に、
批評と意思決定を 必要とする演習により、一層深まることになるでしょ
う。演習には年間を 通して取り組むひとつのプロジェクトが含まれま
す。これはグループ学 習、ブレーンストーミング、事案説明と少なくと
も1回のプレゼンテー ションによって構成されています。この授業では
英国、米国、オーストラ リア、アジア諸国の教材が用いられます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

To describe in English various international trade organizations and the import/
export trade of Japan with various countries.(態度・志向性)

Confidently research, plan and make a short presentation in English, as part of a
small group project.(技能)

Become familiar with the multi-cultural environment of the business world today
and learn some trade-related vocabulary.(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students are expected to actively participate in the classroom as well as complete
weekly homework tasks.
積極的に授業に参加することに加え、毎週課せられる宿題を全てやりこ
なすことが求められます。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

Assessment is continuous throughout the semester. There will be no final exam
for this course. (Project 40%:  two group presentations in English of an
acceptable quality, Homework 20%: complete a specified weekly quantity of
listening and comprehension questions, Vocabulary 20%: 100+ business related
words, Listening 10%, Class Contribution 10%: how often student asks and
answers questions with teacher and classmates).
全期を通した取組み姿勢をもとに評価する。期末試験は実施しない。(プ
ロジェクト40%:グループプレゼンテーションをする。英語で、他の国 と
日本の貿易関係を説明する、宿題20%:理解の質問、ボキャブラリー
20%:100以上のビジネス用語、聞き取り10%、授業への貢献1 0%:発言の
頻度)
授業形態: 講義(外国語による)期別:

◎－－－　テキスト　－－－◎

Buckingham, A., & Whitney, N. (2002). Passport to work. Oxford: Oxford University
Passport to Work (workbook). (2002). Oxford: Oxford University Press.

◎－－－　参考書　－－－◎

978-0-19-        　ISBN 457364-1
978-0-19-　ISBN 457334-4

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students should also monitor their own progress throughout the semester, with the help of tools
provided by the teacher (Moodle), and ask for help at any time they need it.  This is most
important for the success of each individual student.
　この授業の焦点は効率的なコミュニケーションにありますが、その語学能力を養うた
めには練習を必要とします。ですから、みなさんにはクラスでの会話学習に積極的に参
加してもらった上で、宿題をきちんとこなすことが求められます。不完全な英語であっ
ても構いません。それが実際に使われればコミュニケーションの道具としての役割を十
分果たすからです。完璧な英語であっても使われなければ何の意味もなしません。また
自分の進歩を常に意識しながら学習し、分からないところは必ず教員に聞く習慣をつけ
ることが必要です。こうすれば必ず成果が上がります。

◎－－－　授業計画　－－－◎

Spring (前期)
1. Introduction to course
授業概要
2. Job titles + company organization
Unit 1: 役職と企業組織
3. Job descriptions + department names
Unit 2: 業務内容と部課名
4. Describing locations
Unit 3: 指示を出す
5. Giving Instructions
Unit 4: 指示の出し方
6. Making requests
Unit 6: 要望の出し方
7. Project: overview
プロジェクト概要
8. Project: topics & research
プロジェクトのテーマと調査
9. Project - research
プロジェクトの構築
10. Presentation: main idea
11. Presentation structure
プレゼンテーション:構造
12. Acronyms
略語の活用
13. Presentation: elements for introduction
プレゼンテーションの基礎知識
14. Presentation: pronunciation
プレゼンテーションのための発音練習
15. Presentation: recording audio
オーディオ機器の利用
Autumn (後期)
1. Project: introduction + note-taking
プロジェクトの基礎知識とノート取り
2. Assessing sources
情報源の評価
3. Presentation structure: review
プレゼンテーションの構造のリビュ
4. Presentation: language of comparison
プレゼンテーションのための言語表現
5. Poster design
掲示板のデザイン
6. Presentation: aids
プレゼンテーションのための補完的ツール
7. Presentation: delivery
プレゼンテーションの伝達
8. Presentation: practice
プレゼンテーションの練習
9. Presentations
プレゼンテーション全般
10. Presentations
プレゼンテーション全般
11. Talking about sales and numbers
Unit 8: 販売実績に関する発表
12. Discussing future plans, talking about yourself
Units 10 & 11: 事業計画の打ち合わせ
13. Dealing with inquiries
Unit 12: 業務内容の背景説明
14. Predicting and making comparisons
Unit 13: 比較をする
15. Vocabulary & listening tests, Review
テスト、復習

◎－－－　URL　－－－◎

2019 ビジネス英会話初級：ライカーズ、リーバー
(https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/)
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ライカーズ　アレクサンダー

◎貿易:B-3,C-4

1.To describe in English various international trade organizations and the import/export
trade of Japan with various countries.　(C-4)

2.Confidently research, plan and make a short presentation in English, as part of a small
group project.　(B-3)

3.Become familiar with the multi-cultural environment of the business world today and
learn some trade-related vocabulary.　(C-4)

◎　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:B-3

1.To describe in English various international trade organizations and the import/export
trade of Japan with various countries.　(B-3)

2.Confidently research, plan and make a short presentation in English, as part of a small
group project.　(B-3)

3.Become familiar with the multi-cultural environment of the business world today and
learn some trade-related vocabulary.　(B-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。
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ライカーズ　アレクサンダー

◎経営:B-3

1.To describe in English various international trade organizations and the import/export
trade of Japan with various countries.　(B-3)

2.Confidently research, plan and make a short presentation in English, as part of a small
group project.　(B-3)

3.Become familiar with the multi-cultural environment of the business world today and
learn some trade-related vocabulary.　(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。
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 期別：通年　　単位数：4　　開講年次： 1 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：通年：水・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ライカーズ　アレクサンダー

◎－－－　概要　－－－◎

Business English Conversation Elementary is a year-long communication skills
course for first year students. Students will develop confidence in
understanding and speaking English at a functional level in a business context.
Using a combination of authentic materials and a content-based textbook,
students will be introduced to the English vocabulary and practices of the
workplace environment. In addition, they will do basic research on Japan’s
trade with other countries.

Speaking and listening will be the main skills focus in class with additional
reading and writing tasks to be done outside of class time. The use of basic
business terminology will secure student’s confidence in using the language.
Such activities will include projects comprised of group work, brainstorming,
describing things, the language of comparison and at least one presentation. A
range of materials drawn from British, American, Australian and Asian
contexts will be used.

これは年間を通した学習を通して、一年次のみなさんにビジネス英語
に よるコミュニケーション・スキルを修得してもらうための授業で
す。英語 のビジネス環境で会話を理解し、話すことに対する自信の形
成がその狙い です。実用的な教材とコンテンツ主体の教科書を用いた
指導により、みな さんはビジネスの現場で実際に使われている英語に
接することになりま す。更に日本の貿易についても調べることが求め
られます。毎週の授業で は聞くことと話すことに焦点がおかれます
が、読むことと書くことも宿題 として課せられます。ビジネスに固有
の英語を使った会話学習が、それを 使いこなすことへの自信につなが
ります。これは更に、批評と意思決定を 必要とする演習により、一層
深まることになるでしょう。演習には年間を 通して取り組むひとつの
プロジェクトが含まれます。これはグループ学 習、ブレーンストーミ
ング、事案説明と少なくとも1回のプレゼンテー ションによって構成さ
れています。この授業では英国、米国、オーストラ リア、アジア諸国
の教材が用いられます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

To describe in English various international trade organizations and the import/
export trade of Japan with various countries.(態度・志向性)

Confidently research, plan and make a short presentation in English, as part of
a small group project.(技能)

Become familiar with the multi-cultural environment of the business world
today and learn some trade-related vocabulary.(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students are expected to actively participate in the classroom as well as
complete weekly homework tasks.
積極的に授業に参加することに加え、毎週課せられる宿題を全てやり
こなすことが求められます。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

Assessment is continuous throughout the semester. There will be no final exam
for this course. (Project 40%:  two group presentations in English of an
acceptable quality, Homework 20%: complete a specified weekly quantity of
listening and comprehension questions, Vocabulary 20%: 100+ business
related words, Listening 10%, Class Contribution 10%: how often student asks
and answers questions with teacher and classmates).
全期を通した取組み姿勢をもとに評価する。期末試験は実施しない。
(プ ロジェクト40%:グループプレゼンテーションをする。英語で、他の
国 と日本の貿易関係を説明する、宿題20%:理解の質問、ボキャブラ
リー 20%:100以上のビジネス用語、聞き取り10%、授業への貢献1 0%:
発言の頻度)
授業形態: 講義(外国語による)期別:

◎－－－　テキスト　－－－◎

Buckingham, A., & Whitney, N. (2002). Passport to work. Oxford: Oxford University
Passport to Work (workbook). (2002). Oxford: Oxford University Press.

◎－－－　参考書　－－－◎

978-0-19-　ISBN 457364-1
978-0-19-　ISBN 457334-4

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students should also monitor their own progress throughout the semester, with the help of tools
provided by the teacher (Moodle), and ask for help at any time they need it.  This is most
important for the success of each individual student.
　この授業の焦点は効率的なコミュニケーションにありますが、その語学能力を養うた
めには練習を必要とします。ですから、みなさんにはクラスでの会話学習に積極的に参
加してもらった上で、宿題をきちんとこなすことが求められます。不完全な英語であっ
ても構いません。それが実際に使われればコミュニケーションの道具としての役割を十
分果たすからです。完璧な英語であっても使われなければ何の意味もなしません。また
自分の進歩を常に意識しながら学習し、分からないところは必ず教員に聞く習慣をつけ
ることが必要です。こうすれば必ず成果が上がります。

◎－－－　授業計画　－－－◎

Spring (前期)
1. Introduction to course
授業概要
2. Job titles + company organization
Unit 1: 役職と企業組織
3. Job descriptions + department names
Unit 2: 業務内容と部課名
4. Describing locations
Unit 3: 指示を出す
5. Giving Instructions
Unit 4: 指示の出し方
6. Making requests
Unit 6: 要望の出し方
7. Project: overview
プロジェクト概要
8. Project: topics & research
プロジェクトのテーマと調査
9. Project - research
プロジェクトの構築
10. Presentation: main idea
11. Presentation structure
プレゼンテーション:構造
12. Acronyms
略語の活用
13. Presentation: elements for introduction
プレゼンテーションの基礎知識
14. Presentation: pronunciation
プレゼンテーションのための発音練習
15. Presentation: recording audio
オーディオ機器の利用
Autumn (後期)
1. Project: introduction + note-taking
プロジェクトの基礎知識とノート取り
2. Assessing sources
情報源の評価
3. Presentation structure: review
プレゼンテーションの構造のリビュ
4. Presentation: language of comparison
プレゼンテーションのための言語表現
5. Poster design
掲示板のデザイン
6. Presentation: aids
プレゼンテーションのための補完的ツール
7. Presentation: delivery
プレゼンテーションの伝達
8. Presentation: practice
プレゼンテーションの練習
9. Presentations
プレゼンテーション全般
10. Presentations
プレゼンテーション全般
11. Talking about sales and numbers
Unit 8: 販売実績に関する発表
12. Discussing future plans, talking about yourself
Units 10 & 11: 事業計画の打ち合わせ
13. Dealing with inquiries
Unit 12: 業務内容の背景説明
14. Predicting and making comparisons
Unit 13: 比較をする
15. Vocabulary & listening tests, Review
テスト、復習

◎－－－　URL　－－－◎

2019 ビジネス英会話初級：ライカーズ、リーバー
(https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/)



2019-4030000409-06ビジネス英会話　初級

ライカーズ　アレクサンダー

◎貿易:B-3,C-4

1.To describe in English various international trade organizations and the import/export
trade of Japan with various countries.　(C-4)

2.Confidently research, plan and make a short presentation in English, as part of a small
group project.　(B-3)

3.Become familiar with the multi-cultural environment of the business world today and
learn some trade-related vocabulary.　(C-4)

◎　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:B-3

1.To describe in English various international trade organizations and the import/export
trade of Japan with various countries.　(B-3)

2.Confidently research, plan and make a short presentation in English, as part of a small
group project.　(B-3)

3.Become familiar with the multi-cultural environment of the business world today and
learn some trade-related vocabulary.　(B-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。
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ライカーズ　アレクサンダー

◎経営:B-3

1.To describe in English various international trade organizations and the import/export
trade of Japan with various countries.　(B-3)

2.Confidently research, plan and make a short presentation in English, as part of a small
group project.　(B-3)

3.Become familiar with the multi-cultural environment of the business world today and
learn some trade-related vocabulary.　(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。



2019-4030000409-07ビジネス英会話　初級

 期別：通年　　単位数：4　　開講年次： 1 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：通年：水・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

リーバー　ソーレン

◎－－－　概要　－－－◎

Business English Conversation Elementary is a year-long communication
skills course for first year students. Students will develop confidence in
understanding and speaking English at a functional level in a business
context. Using a combination of authentic materials and a content-based
textbook, students will be introduced to the English vocabulary and practices
of the workplace environment. In addition, they will do basic research on
Japan’s trade with other countries.

Speaking and listening will be the main skills focus in class with additional
reading and writing tasks to be done outside of class time. The use of basic
business terminology will secure student’s confidence in using the
language. Such activities will include projects comprised of group work,
brainstorming, describing things, the language of comparison and at least one
presentation. A range of materials drawn from British, American, Australian
and Asian contexts will be used.

これは年間を通した学習を通して、一年次のみなさんにビジネス英語
に よるコミュニケーション・スキルを修得してもらうための授業で
す。英語 のビジネス環境で会話を理解し、話すことに対する自信の
形成がその狙い です。実用的な教材とコンテンツ主体の教科書を用
いた指導により、みな さんはビジネスの現場で実際に使われている
英語に接することになりま す。更に日本の貿易についても調べるこ
とが求められます。毎週の授業で は聞くことと話すことに焦点がお
かれますが、読むことと書くことも宿題 として課せられます。ビジ
ネスに固有の英語を使った会話学習が、それを 使いこなすことへの
自信につながります。これは更に、批評と意思決定を 必要とする演
習により、一層深まることになるでしょう。演習には年間を 通して
取り組むひとつのプロジェクトが含まれます。これはグループ学
習、ブレーンストーミング、事案説明と少なくとも1回のプレゼン
テー ションによって構成されています。この授業では英国、米国、
オーストラ リア、アジア諸国の教材が用いられます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

To describe in English various international trade organizations and the
import/export trade of Japan with various countries.(態度・志向性)

Confidently research, plan and make a short presentation in English, as part
of a small group project.(技能)

Become familiar with the multi-cultural environment of the business world
today and learn some trade-related vocabulary.(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students are expected to actively participate in the classroom as well as
complete weekly homework tasks.
積極的に授業に参加することに加え、毎週課せられる宿題を全てやり
こなすことが求められます。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

Assessment is continuous throughout the semester. There will be no final
exam for this course. (Project 40%:  two group presentations in English of an
acceptable quality, Homework 20%: complete a specified weekly quantity of
listening and comprehension questions, Vocabulary 20%: 100+ business
related words, Listening 10%, Class Contribution 10%: how often student
asks and answers questions with teacher and classmates).
全期を通した取組み姿勢をもとに評価する。期末試験は実施しない。
(プ ロジェクト40%:グループプレゼンテーションをする。英語で、他
の国 と日本の貿易関係を説明する、宿題20%:理解の質問、ボキャブ
ラリー 20%:100以上のビジネス用語、聞き取り10%、授業への貢献1
0%:発言の頻度)
授業形態: 講義(外国語による)期別:

◎－－－　テキスト　－－－◎

Buckingham, A., & Whitney, N. (2002). Passport to work. Oxford: Oxford University
Passport to Work (workbook). (2002). Oxford: Oxford University Press.

◎－－－　参考書　－－－◎

978-0-19-　ISBN 457364-1
978-0-19-　ISBN 457334-4

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students should also monitor their own progress throughout the semester, with the help of tools
provided by the teacher (Moodle), and ask for help at any time they need it.  This is most
important for the success of each individual student.
　この授業の焦点は効率的なコミュニケーションにありますが、その語学能力を養う
ためには練習を必要とします。ですから、みなさんにはクラスでの会話学習に積極的
に参加してもらった上で、宿題をきちんとこなすことが求められます。不完全な英語
であっても構いません。それが実際に使われればコミュニケーションの道具としての
役割を十分果たすからです。完璧な英語であっても使われなければ何の意味もなしま
せん。また自分の進歩を常に意識しながら学習し、分からないところは必ず教員に聞
く習慣をつけることが必要です。こうすれば必ず成果が上がります。

◎－－－　授業計画　－－－◎

Spring (前期)
1. Introduction to course
授業概要
2. Job titles + company organization
Unit 1: 役職と企業組織
3. Job descriptions + department names
Unit 2: 業務内容と部課名
4. Describing locations
Unit 3: 指示を出す
5. Giving Instructions
Unit 4: 指示の出し方
6. Making requests
Unit 6: 要望の出し方
7. Project: overview
プロジェクト概要
8. Project: topics & research
プロジェクトのテーマと調査
9. Project - research
プロジェクトの構築
10. Presentation: main idea
11. Presentation structure
プレゼンテーション:構造
12. Acronyms
略語の活用
13. Presentation: elements for introduction
プレゼンテーションの基礎知識
14. Presentation: pronunciation
プレゼンテーションのための発音練習
15. Presentation: recording audio
オーディオ機器の利用
Autumn (後期)
1. Project: introduction + note-taking
プロジェクトの基礎知識とノート取り
2. Assessing sources
情報源の評価
3. Presentation structure: review
プレゼンテーションの構造のリビュ
4. Presentation: language of comparison
プレゼンテーションのための言語表現
5. Poster design
掲示板のデザイン
6. Presentation: aids
プレゼンテーションのための補完的ツール
7. Presentation: delivery
プレゼンテーションの伝達
8. Presentation: practice
プレゼンテーションの練習
9. Presentations
プレゼンテーション全般
10. Presentations
プレゼンテーション全般
11. Talking about sales and numbers
Unit 8: 販売実績に関する発表
12. Discussing future plans, talking about yourself
Units 10 & 11: 事業計画の打ち合わせ
13. Dealing with inquiries
Unit 12: 業務内容の背景説明
14. Predicting and making comparisons
Unit 13: 比較をする
15. Vocabulary & listening tests, Review
テスト、復習

◎－－－　URL　－－－◎

2019 ビジネス英会話初級：ライカーズ、リーバー
(https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/)
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リーバー　ソーレン

◎貿易:B-3,C-4

1.To describe in English various international trade organizations and the import/export
trade of Japan with various countries.　(C-4)

2.Confidently research, plan and make a short presentation in English, as part of a small
group project.　(B-3)

3.Become familiar with the multi-cultural environment of the business world today and
learn some trade-related vocabulary.　(C-4)

◎　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:B-3

1.To describe in English various international trade organizations and the import/export
trade of Japan with various countries.　(B-3)

2.Confidently research, plan and make a short presentation in English, as part of a small
group project.　(B-3)

3.Become familiar with the multi-cultural environment of the business world today and
learn some trade-related vocabulary.　(B-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。
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リーバー　ソーレン

◎経営:B-3

1.To describe in English various international trade organizations and the import/export
trade of Japan with various countries.　(B-3)

2.Confidently research, plan and make a short presentation in English, as part of a small
group project.　(B-3)

3.Become familiar with the multi-cultural environment of the business world today and
learn some trade-related vocabulary.　(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。
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 期別：通年　　単位数：4　　開講年次： 1 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：通年：水・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

リーバー　ソーレン

◎－－－　概要　－－－◎

Business English Conversation Elementary is a year-long communication
skills course for first year students. Students will develop confidence in
understanding and speaking English at a functional level in a business
context. Using a combination of authentic materials and a content-based
textbook, students will be introduced to the English vocabulary and practices
of the workplace environment. In addition, they will do basic research on
Japan’s trade with other countries.

Speaking and listening will be the main skills focus in class with additional
reading and writing tasks to be done outside of class time. The use of basic
business terminology will secure student’s confidence in using the
language. Such activities will include projects comprised of group work,
brainstorming, describing things, the language of comparison and at least
one presentation. A range of materials drawn from British, American,
Australian and Asian contexts will be used.

これは年間を通した学習を通して、一年次のみなさんにビジネス英
語に よるコミュニケーション・スキルを修得してもらうための授業
です。英語 のビジネス環境で会話を理解し、話すことに対する自信
の形成がその狙い です。実用的な教材とコンテンツ主体の教科書を
用いた指導により、みな さんはビジネスの現場で実際に使われてい
る英語に接することになりま す。更に日本の貿易についても調べる
ことが求められます。毎週の授業で は聞くことと話すことに焦点が
おかれますが、読むことと書くことも宿題 として課せられます。ビ
ジネスに固有の英語を使った会話学習が、それを 使いこなすことへ
の自信につながります。これは更に、批評と意思決定を 必要とする
演習により、一層深まることになるでしょう。演習には年間を 通し
て取り組むひとつのプロジェクトが含まれます。これはグループ学
習、ブレーンストーミング、事案説明と少なくとも1回のプレゼン
テー ションによって構成されています。この授業では英国、米国、
オーストラ リア、アジア諸国の教材が用いられます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

To describe in English various international trade organizations and the
import/export trade of Japan with various countries.(態度・志向性)

Confidently research, plan and make a short presentation in English, as part
of a small group project.(技能)

Become familiar with the multi-cultural environment of the business world
today and learn some trade-related vocabulary.(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students are expected to actively participate in the classroom as well as
complete weekly homework tasks.
積極的に授業に参加することに加え、毎週課せられる宿題を全てや
りこなすことが求められます。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

Assessment is continuous throughout the semester. There will be no final
exam for this course. (Project 40%:  two group presentations in English of an
acceptable quality, Homework 20%: complete a specified weekly quantity of
listening and comprehension questions, Vocabulary 20%: 100+ business
related words, Listening 10%, Class Contribution 10%: how often student
asks and answers questions with teacher and classmates).
全期を通した取組み姿勢をもとに評価する。期末試験は実施しな
い。(プ ロジェクト40%:グループプレゼンテーションをする。英語
で、他の国 と日本の貿易関係を説明する、宿題20%:理解の質問、ボ
キャブラリー 20%:100以上のビジネス用語、聞き取り10%、授業への
貢献1 0%:発言の頻度)
授業形態: 講義(外国語による)期別:

◎－－－　テキスト　－－－◎

Buckingham, A., & Whitney, N. (2002). Passport to work. Oxford: Oxford University
Passport to Work (workbook). (2002). Oxford: Oxford University Press.

◎－－－　参考書　－－－◎

978-0-19-　ISBN 457364-1
978-0-19-　ISBN 457334-4

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students should also monitor their own progress throughout the semester, with the help of tools
provided by the teacher (Moodle), and ask for help at any time they need it.  This is most
important for the success of each individual student.
　この授業の焦点は効率的なコミュニケーションにありますが、その語学能力を養う
ためには練習を必要とします。ですから、みなさんにはクラスでの会話学習に積極的
に参加してもらった上で、宿題をきちんとこなすことが求められます。不完全な英語
であっても構いません。それが実際に使われればコミュニケーションの道具としての
役割を十分果たすからです。完璧な英語であっても使われなければ何の意味もなしま
せん。また自分の進歩を常に意識しながら学習し、分からないところは必ず教員に聞
く習慣をつけることが必要です。こうすれば必ず成果が上がります。

◎－－－　授業計画　－－－◎

Spring (前期)
1. Introduction to course
授業概要
2. Job titles + company organization
Unit 1: 役職と企業組織
3. Job descriptions + department names
Unit 2: 業務内容と部課名
4. Describing locations
Unit 3: 指示を出す
5. Giving Instructions
Unit 4: 指示の出し方
6. Making requests
Unit 6: 要望の出し方
7. Project: overview
プロジェクト概要
8. Project: topics & research
プロジェクトのテーマと調査
9. Project - research
プロジェクトの構築
10. Presentation: main idea
11. Presentation structure
プレゼンテーション:構造
12. Acronyms
略語の活用
13. Presentation: elements for introduction
プレゼンテーションの基礎知識
14. Presentation: pronunciation
プレゼンテーションのための発音練習
15. Presentation: recording audio
オーディオ機器の利用
Autumn (後期)
1. Project: introduction + note-taking
プロジェクトの基礎知識とノート取り
2. Assessing sources
情報源の評価
3. Presentation structure: review
プレゼンテーションの構造のリビュ
4. Presentation: language of comparison
プレゼンテーションのための言語表現
5. Poster design
掲示板のデザイン
6. Presentation: aids
プレゼンテーションのための補完的ツール
7. Presentation: delivery
プレゼンテーションの伝達
8. Presentation: practice
プレゼンテーションの練習
9. Presentations
プレゼンテーション全般
10. Presentations
プレゼンテーション全般
11. Talking about sales and numbers
Unit 8: 販売実績に関する発表
12. Discussing future plans, talking about yourself
Units 10 & 11: 事業計画の打ち合わせ
13. Dealing with inquiries
Unit 12: 業務内容の背景説明
14. Predicting and making comparisons
Unit 13: 比較をする
15. Vocabulary & listening tests, Review
テスト、復習

◎－－－　URL　－－－◎

2019 ビジネス英会話初級：ライカーズ、リーバー
(https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/)
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リーバー　ソーレン

◎貿易:B-3,C-4

1.To describe in English various international trade organizations and the import/export
trade of Japan with various countries.　(C-4)

2.Confidently research, plan and make a short presentation in English, as part of a small
group project.　(B-3)

3.Become familiar with the multi-cultural environment of the business world today and
learn some trade-related vocabulary.　(C-4)

◎　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:B-3

1.To describe in English various international trade organizations and the import/export
trade of Japan with various countries.　(B-3)

2.Confidently research, plan and make a short presentation in English, as part of a small
group project.　(B-3)

3.Become familiar with the multi-cultural environment of the business world today and
learn some trade-related vocabulary.　(B-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。
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リーバー　ソーレン

◎経営:B-3

1.To describe in English various international trade organizations and the import/export
trade of Japan with various countries.　(B-3)

2.Confidently research, plan and make a short presentation in English, as part of a small
group project.　(B-3)

3.Become familiar with the multi-cultural environment of the business world today and
learn some trade-related vocabulary.　(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。


