
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。



2019-4010000360-01会社簿記

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。



2019-4010000193-01金融入門

 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・１時限　　試験時間割：2019/07/25　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



2019-4010000193-01金融入門

永田　裕司

◎商学:A-1

1.金融に関する基礎的な知識を習得できる。　(A-1)

2.地域経済の衰退に対して銀行が取り組むべき課題を把握できる。　(A-1)

3.地域発展のために銀行に可能なアイデアや企画を具体的に立案できる。　
(A-1)

4.経営や経済全般の理解のために金融に関する知識を実践的に応用するように
なる。　(A-1)

◎　商学　　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。



2019-4010000382-01経営学総論

 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：金・５時限　　試験時間割：2020/01/23　２時限　　

菊池　英貴

◎－－－　概要　－－－◎

　現代社会には、企業をはじめとして、大学、政府、都市など
の組織体があり、それぞれの活動は人々の価値、欲求などを実
現させる重要な役割を演じている。
　しかし、これらの組織体は必ずしも永続的とはいえず、多く
の組織体が失敗し、崩壊したことも事実である。なかでも企業
のこうした研究を進めていくことから、様々な経営理論が発展
してきた。
　経営学の研究対象となっている現代企業は、規模を拡大さ
せ、経営管理活動もますます複雑になっている。特に近年、企
業を取り巻く環境は大きく変化し、取り組むべき問題も複雑に
なってきた。情報化社会の到来やグローバル化の進展である。
そこで、経営の国際化・グローバル化、日本的生産システム、
日本的経営、企業の知識体系、ネットワーク経営、企業文化に
ついて、様々な日本企業の事例をあげながら、経営の理論につ
いて解説する。
　まず、現代企業が国際化・グローバル化する中で、どのよう
な組織形態をとってきたか説明する。また、そうした状況が進
展するなか、日本的経営・日本的生産システムとよばれるもの
の特徴について解説する。さらに、現代企業経営において、注
目をあびてきた「知識創造」について、企業のケースをあげて
いく予定である。参考書にないケースや経営数値についても追
加して説明する。
　本講義の目的は、企業の活動をより深いレベルで考察、理解
するための力を養成することであり、「経営入門」で学んだこ
とをさらに発展させ検討を加えていく。そのためには、講義を
聴くだけでなく新聞やニュースなどに常に関心を持つようにす
ることが重要である。

◎－－－　到達目標　－－－◎

経営の国際化が進展する要因について説明することができる
(知識・理解)

日本的経営や日本的生産システムについて理解し、それらの変
遷や問題点について説明することができる(知識・理解)

企業の知識を活かすネットワーク経営、企業カルチャーの意義
について説明することができる(知識・理解)

企業成長の要因として、組織構成員の知識が重要であることを
理解できる(知識・理解)

企業が成功した要素として企業内外の情報活用があることを理
解できる(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　講義で対象とした企業や業界のことを参考図書や企業のホー
ムページなどで調べること。そうした企業の有価証券報告書や
年次報告書によって、最近の経営状態を調べること（30分）。
各回の講義内容をまとめる（30分）。また、講義内で理解を深
めるための関連図書を紹介します。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　原則として定期試験で評価(100%)。講義で使用したケースの
背景や用語を理解し説明できること。それらのケースを経営学
の理論を使い説明できることを評価の基準とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

とくに指定しない。

◎－－－　参考書　－－－◎

東北大学経営学グループ著『ケースに学ぶ経営学』有斐
閣、2008、（有斐閣ブックス）　ISBN 978-4-641-18358-2

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　講義にはよく出席し、内容を理解すること。ミニッツ
ペーパーに書くことを意識しながら、講義を受けること。
ミニッツペーパーを書くことで、講義の内容を復習するこ
とを意識すること。
　商学部前期開講の「経営入門」（担当：菊池）を受講し
たうえで履修することが望ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１　経営学の対象と講義の狙い
　２　経営の国際化
　３　経営の国際化と組織
　４　「日本的経営」の特徴
　５　日本的経営の批判と有用性
　６　経営管理の科学化
　７　日本的生産システム①
　８　日本的生産システム②
　９　企業の知識体系
１０　知識創造経営の特徴
１１　ネットワーク経営と組織
１２　ネットワーク経営による知識創造
１３　企業のカルチャーとは
１４　企業のカルチャーを変える
１５　まとめ



2019-4010000382-01経営学総論

菊池　英貴

◎商学:A-1,A-2,A-3

1.経営の国際化が進展する要因について説明することができる　(A-2)

2.日本的経営や日本的生産システムについて理解し、それらの変遷や問題点に
ついて説明することができる　(A-3)

3.企業の知識を活かすネットワーク経営、企業カルチャーの意義について説明
することができる　(A-3)

4.企業成長の要因として、組織構成員の知識が重要であることを理解できる　
(A-1)

5.企業が成功した要素として企業内外の情報活用があることを理解できる　
(A-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。

◎貿易:A-1,A-2,A-3

1.経営の国際化が進展する要因について説明することができる　(A-2)

2.日本的経営や日本的生産システムについて理解し、それらの変遷や問題点に
ついて説明することができる　(A-3)

3.企業の知識を活かすネットワーク経営、企業カルチャーの意義について説明
することができる　(A-3)

4.企業成長の要因として、組織構成員の知識が重要であることを理解できる　
(A-1)

5.企業が成功した要素として企業内外の情報活用があることを理解できる　
(A-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。



2019-4010000381-01経営入門

 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：金・５時限　　試験時間割：2019/07/29　２時限　　

菊池　英貴

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義においては、経営学の基本的認識から出発し、現代資
本主義の典型とされる株式会社の特質とその発展過程に検討を
加えていく。本講義の目的は、企業の活動をより深いレベルで
考察、理解するための基礎力を養成することである。
　現代社会には、企業をはじめとして、大学、政府、都市など
の組織体があり、それぞれの活動は人々の価値、欲求などを実
現させる重要な役割を演じている。しかし、これらの組織体は
必ずしも永続的とはいえず、多くの組織体が失敗し、崩壊した
ことも事実である。なかでも企業のこうした研究を進めていく
ことから、様々な経営理論が発展してきた。経営学の研究対象
となっている現代企業は、規模を拡大させ、経営管理活動もま
すます複雑になっている。特に近年、企業を取り巻く環境は大
きく変化し、取り組むべき問題も複雑になってきた。
　本講義では、まず、経営の対象となる企業の設立について説
明する。次に、その企業の形態について解説する。そうした企
業が巨大化する過程、理由、戦略について、いくつかの企業の
例をとりあげ、経営学の基礎的な理論を説明する。LCC、米国
の自動車メーカー、石油メジャーや日本のヤマト運輸やマクド
ナルドなどのなじみのある企業を例として取り上げる。また、
参考書にない経営数値などについては、講義内でプリント配布
などで追加説明する予定である。
　本講義では、こうした様々な企業の事例をあげながら、経営
の理論について解説します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

株式会社形態の歴史的変遷とその特徴の基礎を説明することが
できる(知識・理解)

企業が規模拡大したり、新規事業を始める要因を過去の事例か
ら説明することができる(知識・理解)

事例で取り上げた企業の現状と他の企業への影響について考え
るようになる(知識・理解)

参考図書や講義内の情報だけでなく、企業のホームページや会
社案内、新聞などから新たな情報を獲得し、理解をさらに深め
ることができる(知識・理解)

新聞などの企業に関するニュースについてより深く理解しよう
とする(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　講義で対象とした企業の過去や現状などについて、参考図書
や企業のホームページで調べておくこと。対象となった企業な
どの有価証券報告書や年次報告書などを調べる（30分）。各回
の講義内容をミニッツペーパーにまとめる（30分）。また、講
義内で理解を深めるための関連図書を紹介します。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

原則として定期試験で評価(100%)。講義で使用したケースの背
景や用語を理解し説明できること。それらのケースを経営学の
理論を使い説明できることを評価の基準とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

とくに指定しない。

◎－－－　参考書　－－－◎

東北大学経営学グループ著『ケースに学ぶ経営学』有斐
閣、2008、（有斐閣ブックス）　ISBN 978-4-641-18358-2
　

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　講義にはよく出席し、内容を理解すること。自宅でミ
ニッツペーパーを書いてもらいます。これは、講義の復習
を兼ねています。ミニッツペーパーに書くことを意識しな
がら講義を受けること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１　経営学の対象と講義の狙い
　２　企業家の誕生と経営学
　３　企業を起こす① －会社の設立
　４　企業を起こす② －ビジネスモデル　
　５　企業形態－私企業の形態
　６　現代企業の発生① －企業の巨大化
　７　現代企業の発生② －巨大企業の管理
　８　現代自動車産業の生成過程（米国）
　９　米国自動車産業の環境・組織・戦略
１０　新しい事業創造① －新事業創造と市場
１１　新しい事業創造② －事業転換
１２　競争戦略の基本戦略
１３　競争戦略の事例
１４　事業の再編成－経営資源の配分
１５　まとめ　



2019-4010000381-01経営入門

菊池　英貴

◎商学:A-1,A-2,A-3

1.株式会社形態の歴史的変遷とその特徴の基礎を説明することができる　(A-1)

2.企業が規模拡大したり、新規事業を始める要因を過去の事例から説明するこ
とができる　(A-2)

3.事例で取り上げた企業の現状と他の企業への影響について考えるようになる
　(A-2)

4.参考図書や講義内の情報だけでなく、企業のホームページや会社案内、新聞
などから新たな情報を獲得し、理解をさらに深めることができる　(A-3)

5.新聞などの企業に関するニュースについてより深く理解しようとする　(A-3)

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

◎貿易:A-1,A-2,A-3

1.株式会社形態の歴史的変遷とその特徴の基礎を説明することができる　(A-1)

2.企業が規模拡大したり、新規事業を始める要因を過去の事例から説明するこ
とができる　(A-2)

3.事例で取り上げた企業の現状と他の企業への影響について考えるようになる
　(A-2)

4.参考図書や講義内の情報だけでなく、企業のホームページや会社案内、新聞
などから新たな情報を獲得し、理解をさらに深めることができる　(A-3)

5.新聞などの企業に関するニュースについてより深く理解しようとする　(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。



2019-4010000194-01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：月・４時限　　試験時間割：2019/07/24　２時限　　

陶　怡敏

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義は、交通経済に関する基本的な概念と専門知識を習得すること
を目的とします。基本的な概念と専門知識の習得によって、交通とはど
んなものなのか、交通とはどのようにして成り立ち、どのようにしたら
より良い交通を実現することができるのか、など交通の全体的なイメー
ジを専門的な角度から把握することができるようになるでしょう。
　具体的には、まず、①交通の経済的側面とは何なのか、について説明
します。その上で、交通経済論とはどんな学問なのか、について説明し
ます。つぎに、②交通はどのようにして成り立つのか、また、そこでは
どのような特質がみられるのか、などについて説明します。つづいて、
③われわれ消費者は交通を必要とするわけであるが、その際、運賃を支
払います。そこで、交通の需要と運賃の関係はどのようなものか、につ
いて説明します。さらに、④交通というのはどのような制度的仕組みの
もとで供給されており、そこにはどんな特徴と問題点が存在するのか、
について明らかにします。その上で、⑤交通をどのようにしたらより望
ましい方向に持っていくことができるのか、その政策的対応の仕方につ
いて説明します。
　授業の進め方としては、まず交通に関する経済学・商学の基礎知識を
修得し、交通経済について実践的な観点から講義とケーススタディによ
り学習します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

交通経済の専門用語や考え方を身につけ、経済社会において大きな役割
を果たす交通経済に対する関心を深めることができる。(知識・理解)

交通経済に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、交通産業お
よび地域経済が置かれている経済社会状況を説明することができる。
(知識・理解)

交通経済に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、交通産業お
よび地域経済が発展する方向について説明することができる。(知識・
理解)

交通経済に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、交通産業お
よび地域経済が取り組むべき課題が何であるかについて説明することが
できる。(知識・理解)

企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、交通経済に関
する理論的・歴史的・実践的な知識を応用した交通政策を提案すること
ができる。(技能)

企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、交通経済の考
え方を用いて国内外の事例・データを収集し、課題解決に必要な知見を
抽出することができる。(技能)

社会の一員として、地域や社会の発展に貢献するために、自ら成長し、
交通経済学のあり方や多種多様な知識、見識を学び続けることができ
る。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　本講義の慣例に従って、予習と復習を確実に行ってもらうために毎回
の授業に関連する予習・復習課題(所要時間：約2時間)の提出をお願いし
ます。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

①評価基準
交通経済の仕組みと諸課題を正確に理解し自分の言葉で説明できている
かを評価基準とする。
②評価方法
最終成績は定期試験(期末評価)、中間試験(中間評価)および提出課題(平
常評価)などにより評価する。
③割合
定期試験(60%)、中間試験・提出課題(40%)を目安として総合的に評価す
る。

◎－－－　テキスト　－－－◎

竹内健蔵『交通経済学入門』有斐閣。ISBN-13:
978-4641184411。

◎－－－　参考書　－－－◎

田邉勝巳『交通経済のエッセンス』 有斐閣。ISBN-13:
978-4641150492。
衛藤卓也『交通経済論の展開』千倉書房。ISBN-13:
978-4805108277。
衛藤卓也監修『現代交通問題考』成山堂書店。ISBN-13:
978-4425928514。
日本交通学会『交通経済ハンドブック 』白桃書房。
ISBN-13: 978-4561761921。
小淵洋一『現代の交通経済学』中央経済社。ISBN-13:
978-4502640957。
根本敏則・林 克彦『ネット通販時代の宅配便』成山堂書
店。ISBN-13:978-4425928415。
竹内健蔵『なぜタクシーは動かなくてもメーターが上がる
のか』エヌティティ出版。ISBN-13: 978-4757123137。
湧口清隆『食べればわかる交通経済学』交通新聞社。
ISBN-13: 978-4330441146。
加藤一誠・手塚広一郎『交通インフラ・ファイナンス 』
成山堂書店。ISBN-13: 978-4425928316。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　毎時間の講義内容は、連続性をもっているので、欠席し
たり遅刻したりしないことが理解のためには重要である。
板書内容だけでなく、口頭で伝えることもノートして理解
に努めてもらいたい。教科書は必ず持参して講義を受ける
こと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　交通経済学を学ぶにあたって
２　交通サービスの特殊性
３　交通データ分析
４　交通需要の決定要因
５　交通サービスの生産費用
６　運賃理論と運賃政策
７　限界費用価格形成原理
８　交通混雑と地球環境問題
９　タクシー分野での規制緩和
１０　航空規制緩和と格安航空会社
１１　交通投資の経済効果
１２　費用便益分析の利用とその限界
１３　交通投資による地域効果
１４　外部補助と内部補助
１５　まとめ



2019-4010000194-01交通経済入門

陶　怡敏

◎商学:A-1,A-2,A-3,B-1,B-2

1.交通経済の専門用語や考え方を身につけ、経済社会において大きな役割を果
たす交通経済に対する関心を深めることができる。　(A-1)

2.交通経済に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、交通産業および
地域経済が置かれている経済社会状況を説明することができる。　(A-2)

3.交通経済に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、交通産業および
地域経済が発展する方向について説明することができる。　(A-3)

4.交通経済に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、交通産業および
地域経済が取り組むべき課題が何であるかについて説明することができる。　
(A-3)

5.企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、交通経済に関する
理論的・歴史的・実践的な知識を応用した交通政策を提案することができる。
　(B-1)

6.企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、交通経済の考え方
を用いて国内外の事例・データを収集し、課題解決に必要な知見を抽出するこ
とができる。　(B-2)

7.社会の一員として、地域や社会の発展に貢献するために、自ら成長し、交通
経済学のあり方や多種多様な知識、見識を学び続けることができる。

◎　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。



2019-4010000319-01商学基礎ゼミナール

 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：木・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

笹川　洋平

◎－－－　概要　－－－◎

商学基礎ゼミでは、レポート作成に向けた基礎知識の習得を目
指します。はじめに、｢レポートの作成について｣のコピーを配
付します。大学の講義ノートのとり方、レポートの書き方、資
料の収集や整理の方法など、大学生として知っておくべき基本
的な事柄を学びます。

各自で日頃から多くの本(立派な大学図書館は飾りではないで
すゾ)や、図書館に格納されている文献情報データベースを
使って必要な文献･資料を検索し取り出せるよう、ゼミ時間中
に大学図書館を訪問し、高校の図書館とは異なる研究機関とし
ての大学図書館の機能を学びます。

また、班別に設定し、意見がまとまった段階で、自分たちの考
えをみんなの前で発表する時間を設けます。自分たちのプレゼ
ン(発表)がどの程度伝わったのかを確認することで、わかりや
すいプレゼンのための工夫や配慮の大切さを学びます。

最後に、基礎ゼミ修了の最終関門として2000字～3000字の「レ
ポート」を提出してもらいます。日頃のゼミでの学習や読書を
通じて関心をもったテーマを題材として、図書館で借りた本か
ら得た知識を活用しながら、ゼミで学んだレポートの書き方に
したがってしっかりとしたレポートを完成させてください。

基礎ゼミへの参加をとおして、みなさんが自分の頭で考えて、
それを自分の言葉で表現し、さらにより掘り下げて考える習慣
を身につけられるようになってください。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1.経済、社会、科学など現代社会のさまざまな分野について関
心をもち、理解しようとつとめることができる。(知識・理解)

2.社会の一員として、課題へ向けた解決について常に考え、貢
献する一貫した姿勢をもつようになる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

ゼミで学んだ内容を自宅で復習するときに、内容を再現できる
よう、授業時間中は集中して取り組んでほしいと思います。ま
た、レポートにむけてテーマの準備のための問題意識をもち、
日頃からインターネットや雑誌などで経済や社会、あるいは科
学のさまざまな問題に関心をもち、自分の考えを整理しようと
努めてもらいたいと思います。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

到達目標に則し、課題提出状況(40％)、参加度合い(積極性)
(40％)、レポートの出来具合(20％)など、総合的に判断して評
価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

指定しない。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回目～第10回目：
　配付する｢レポートの作成について｣を使って、新聞雑誌
記事の内容の要約や、プレゼンの方法を学びます。他方、
各自で図書館が利用できるよう、図書館の訪問を通して、
本や雑誌等を借出しや、図書館スペースの利用方法などレ
ポートの準備に必要なことがらを学びます。

第11回～第15回：
　各自でレポートのテーマを決定し、論点、課題を掘り下
げ、レポート執筆のための第一歩を踏み出します。各自の
テーマにもとづくプレゼンテーション(発表)を行います。



2019-4010000319-01商学基礎ゼミナール

笹川　洋平

◎商学:A-1,C-2

1.1.経済、社会、科学など現代社会のさまざまな分野について関心をもち、理
解しようとつとめることができる。　(A-1)

2.2.社会の一員として、課題へ向けた解決について常に考え、貢献する一貫し
た姿勢をもつようになる。　(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。



2019-4010000319-02商学基礎ゼミナール

 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・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

永星　浩一

◎－－－　概要　－－－◎

　ゼミ（ゼミナール）は、共通のテーマについて書籍や資料
データを用いて作成した報告要旨（レジュメ）を配付して報
告・討議したり、パワーポイントなどを用いてプレゼンテー
ション後、質疑応答したり、小グループごとにテーマを決めて
グループで話し合って、最後に話し合った内容を発表（グルー
プワーク）したり、形態は様々であるが、講義とは異なる少人
数の授業形態である。

　商学基礎ゼミナールは、2年次後期からの専門ゼミナールに
繋がる入門編という位置づけであり、少人数のゼミナール形式
に慣れることはもちろん、大学での学習で必要とされる基礎的
な知識や学ぶ姿勢やスキルを身につけるためのものである。

　具体的には、資料（情報・データ）の収集、レポート（論
文）作成、グループワーク、プレゼンテーション（報告）、課
題発見と解決等を練習する。最終的に、基礎ゼミの取り組みの
総まとめとして、各人でテーマを決めてレポートを作成する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

正しい書式でレポートを作成できる。(知識・理解)

必要な準備を整えた上でグループワークに積極的に参加でき
る。(知識・理解)

レジュメやプレゼン資料ををもとに適切に報告することができ
る。(知識・理解)

経済社会に関する自分自身の問題関心を持ち、資料を用いて適
切にレポートにまとめることができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　テーマについて与えられた資料を読むだけでなく、適宜、必
要な補足資料を探して疑問点を整理しておいて授業に臨むこ
と。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　出席して積極的に意見を述べるなどの討論への参加状況
20%、プレゼンテーションの出来10%、研究報告の内容20%、
レポート50%で成績を評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特に使用しない。必要に応じて資料を配付する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　演習科目であるから、出席して発言したり発表したりし
て積極的に参加することではじめて評価される。出席して
座っているだけでは評価されない。同様の理由で遅刻はし
ないよう心掛けること。やむを得ない理由で遅刻、欠席す
るときは、事前に連絡すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

  各人自己紹介とイントロダクション
  アイスブレーク・グループワーク
  レポートの作成（問題発見）
  レポートの作成（資料を探す）
  レポートの作成（文書の書式）
  図書館の利用講習
  電子データベースの利用
  レジュメとプレゼン資料の作成
  テーマ選択とグループ分け
  グループ・ワークと発表
  グループ・ワークと発表
  個人報告
  個人報告
  個人報告
  全体の振り返り



2019-4010000319-02商学基礎ゼミナール

永星　浩一

◎商学:A-1,C-2

1.正しい書式でレポートを作成できる。　(A-1)

2.必要な準備を整えた上でグループワークに積極的に参加できる。　(A-1)

3.レジュメやプレゼン資料ををもとに適切に報告することができる。　(A-1)

4.経済社会に関する自分自身の問題関心を持ち、資料を用いて適切にレポート
にまとめることができる。　(C-2)

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



2019-4010000319-03商学基礎ゼミナール

 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・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

田村　馨

◎－－－　概要　－－－◎

　商学部で学習・研究を進めていくうえで、必要な学習スキルを体験す
る場を提供するのが、この基礎ゼミナールの目的です。大学では、本や
雑誌などの資料を読むこと、現実を観察したりすること、それらを整理
しながらプレゼンテーションすること、そしてその内容をレポートとい
う形で書くということが重要になってきます。本ゼミナールでは、特に
グループ学習を基本としながら、レポートを作成する一連のプロセスを
学習していきます。何を調べたいのかというテーマ探し、そのテーマの
中にどのような問題があるのか、問題の発見とその整理、その整理から
キーワードを使っての資料検索の仕方を学習し、収集した資料を読み込
むと同時にグループでの議論を通して、そのテーマについて、どのよう
に説明したらよいのか、その論理構成の作り方を学び、その内容につい
てのプレゼンテーションを行ってもらいます。そのうえで、最終的にレ
ポートの作成を行います。なお、シラバスの内容は、ゼミの進行状況に
よって、一部内容を変更することがあるので、留意してください。

◎－－－　到達目標　－－－◎

商学とは何をまなぶことかが説明できる。(知識・理解)

企業や産業と環境との関係を説明できる。(知識・理解)

企業や産業が取り組むべき課題について説明できる。(知識・理解)

企業や産業が発展するとはどういうことかが説明できる。(知識・理解)

商学は実学であり、学ぶためには幅広い知識の習得が必要なことが説明
できる。(知識・理解)

企業や産業の課題を事例研究を通して発見できる。(知識・理解)

自分が動くマイプロジェクトを企画し実践することができる。(知識・
理解)

グループワークにおいて主体的に意見を言うことができる。(知識・理
解)

必要な情報や記事をネットから探し出すことができる。(態度・志向性)

商学を学ぶことが地域や社会の発展につながることに気づけるようにな
る。(態度・志向性)

自ら学び続けることが地域や社会の発展につながることがイメージでき
るようになる。(態度・志向性)

他者との連携、協力なくして地域や社会の発展はないことを理解するよ
うになる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　レポートを作成するプログラムに基づいて、各回ごとで事前に資料を
配付し、それを読み込むことをしてもらいます。その上で、各回毎に実
施したことについて、どのような点を改善したらよいのか、振り返りの
チェックシートを作成してもらいます。そのことで次回どのように対応
するのか、それぞれの目標設定をしてもらい、ゼミナールに臨んでもら
います。
・事前配布資料、指定する参考記事の事前リーディング（240分）
・毎週、現地調査や資料収集・考察が求められる（300分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　評価基準は、体験を通して、自分なりのレポートをいかに作成できて
いるかが評価基準になります。
　評価については、グループ内での司会、意見交換、事前準備、チーム
ワーク、各回でのプレゼンテーションなどの学習プロセスでの評価を7
割、そして成果物としてのレポートおよび最終のプレゼンテーションを
3割の割合で行います。

◎－－－　テキスト　－－－◎

使用しません。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

グループワークが中心となるので、遅刻、無断欠席は絶対
にしないでください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　イントロダクション（メンバー間のコミュニケーショ
ンを図る）
2　他人紹介を通してレポート作成までの全体プロセスを
経験してもらいます。
3　テーマ探し（1）：事例を使って、一つのテーマのなか
にどんな問題があるのかキーワードの抽出を学習してもら
います。
4　テーマ探し（2）抽出したキーワードの整理を行うこと
で、調べたい問題点を絞り込むことを学習してもらいま
す。
5　資料収集(1)：テーマが決まると、その内容を調べるた
めの必要な資料の収集の仕方を学習します。（調べた資料
について、事前に読んでもらいます）
6　テーマ（課題）内容の拡充(1)：調べた内容を踏まえて
さらにどんな問題があるか整理していきます。
7  テーマ（課題）内容の拡充(2)：6回に引き続き調べた内
容をキーワードの関連性を示すマップを作成してみます。
8　テーマ（課題）とその構成の整理（1）：広がった問題
点の内容から、自分たちが取り組んでみたい課題内容を再
抽出する作業を行います。（キーワードマップを整理し
て、必要でないものを外していきます）
9　資料収集（2）：再度必要な資料を収集してもらい、
テーマ（課題）内容を明確にしていきます。
10　テーマ（課題）の決定：一連の活動から、最終的な
テーマおよびその論理の流れを考えていきます。
11テーマ（課題）の論理整理：どういった順番で説明して
いけばよいのか確定していきます。
12：文章作成を行います。
13　作成されたレポートの内容を最終チェックします。
14　プレゼンテーション（1）
15　プレゼンテーション（2）



2019-4010000319-03商学基礎ゼミナール

田村　馨

◎商学:A-1,C-2

1.商学とは何をまなぶことかが説明できる。　(A-1)

2.企業や産業と環境との関係を説明できる。　(A-1)

3.企業や産業が取り組むべき課題について説明できる。　(A-1)

4.企業や産業が発展するとはどういうことかが説明できる。　(A-1)

5.商学は実学であり、学ぶためには幅広い知識の習得が必要なことが説明でき
る。　(A-1)

6.企業や産業の課題を事例研究を通して発見できる。　(A-1)

7.自分が動くマイプロジェクトを企画し実践することができる。　(A-1)

8.グループワークにおいて主体的に意見を言うことができる。　(A-1)

9.必要な情報や記事をネットから探し出すことができる。　(C-2)

10.商学を学ぶことが地域や社会の発展につながることに気づけるようになる。
　(C-2)

11.自ら学び続けることが地域や社会の発展につながることがイメージできるよ
うになる。　(C-2)

12.他者との連携、協力なくして地域や社会の発展はないことを理解するように
なる。　(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。



2019-4010000319-04商学基礎ゼミナール

 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：木・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

藤本　三喜男

◎－－－　概要　－－－◎

　金融をテーマに、一緒に勉強していきたいと思います。金融の基
本的な用語がよく理解できるようになり、分析ツ－ルの基礎を身に
つけることを主眼にゼミを行います。
　ゼミの進め方としては、ゼミ生はいくつかのグループに分かれま
す。グループごとに、金融に関するいくつかの基本的論点につい
て、下記の「テキスト」を参考にしながら下調べをします。その調
べた内容の要旨を他のゼミ生に配布し、発表してもらいます。その
発表をたたき台にしてみんなであれやこれやと議論しながら理解を
深めるというやり方で進めていきます。
　ゼミ生には金融に対する問題意識を高め、問題への取り組み方、
研究の仕方などを学んでほしいと思っています。
　最後に課題レポートを提出してもらいます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

図書館、インターネットを活用して資料収集ができる。(態度・志
向性)

資料を読み、レジメやレポートにまとめることができる。(態度・
志向性)

ゼミ生の前で分かりやすくプレゼンができる。(態度・志向性)

プレゼンのさい、質問に対して生産的な討論ができる。(態度・志
向性)

他のゼミ生の発表を聞いて、的確な質問ができる。(態度・志向性)

グループ・ディスカッションの面白さを理解している。(態度・志
向性)

市場経済とは何かを説明できる。(知識・理解)

決済システムの仕組みを説明できる。(知識・理解)

相対取引と市場取引の違いを説明できる。(知識・理解)

金融取引の役割が説明できる。(知識・理解)

金融取引における情報の重要性を理解できる。(知識・理解)

金融機関のリスク管理について説明できる。(知識・理解)

システムリスクの発生原因と防止対策について説明できる。(知
識・理解)

中央銀行と金融政策の役割を説明できる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　予習として、発表担当でないゼミ生も指定したテキストを事前に
よく読んで、専門用語の意味などを理解しておくこと。また、質問
事項をノートに整理しておくこと。(60分)
　復習として、ゼミ時間に学んだ点を整理し、関連する項目のテキ
ストの内容をノートに要約しておくこと。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

 　1．ゼミの授業（発表・質疑応答、討論会に対する熱意など）へ
の積極性(80％)、2．課題レポートの内容(20％)などを成績の評価基
準とします。
　なお課題レポートでは、自分の言葉で論理的に記述できているか
を成績評価の基準とします。

◎－－－　テキスト　－－－◎

池尾和人「現代の金融入門 [新版]」ちくま新書　2010年　
ISBN-13: 978-4480065292

◎－－－　参考書　－－－◎

ISBN 978-4582858440
池上彰「改訂新版 日銀を知れば経済がわかる (平凡社新
書)」2017年

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　ゼミ生には金融に対する問題意識を高め、問題への取り
組み方、研究の仕方などを学んでほしいと思っています。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回　自己紹介、今後のスケジュールなど
第2回　ゼミの進め方について（レジメの作り方と発表・
質疑応答の仕方の説明、グループ分けなどゼミの運営ルー
ルについて話し合う）
第3回　図書館の利用の仕方
第4回から第15回は「現代の金融入門」をテキストにし
て、金融論の基礎を学ぶ。テキストの各章（第1章から第7
章）に沿って発表・質問を中心としたグループディスカッ
ションを行う。



2019-4010000319-04商学基礎ゼミナール

藤本　三喜男

◎商学:A-1,C-2

1.図書館、インターネットを活用して資料収集ができる。　(C-2)

2.資料を読み、レジメやレポートにまとめることができる。　(C-2)

3.ゼミ生の前で分かりやすくプレゼンができる。　(C-2)

4.プレゼンのさい、質問に対して生産的な討論ができる。　(C-2)

5.他のゼミ生の発表を聞いて、的確な質問ができる。　(C-2)

6.グループ・ディスカッションの面白さを理解している。　(C-2)

7.市場経済とは何かを説明できる。　(A-1)

8.決済システムの仕組みを説明できる。　(A-1)

9.相対取引と市場取引の違いを説明できる。　(A-1)

10.金融取引の役割が説明できる。　(A-1)

11.金融取引における情報の重要性を理解できる。　(A-1)

12.金融機関のリスク管理について説明できる。　(A-1)

13.システムリスクの発生原因と防止対策について説明できる。　(A-1)

14.中央銀行と金融政策の役割を説明できる。　(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。



2019-4010000319-05商学基礎ゼミナール

 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・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

鈴木　裕介

◎－－－　概要　－－－◎

　基礎ゼミナールは、「ゼミナール形式」で学ぶ講義です。2
年次後期からのゼミナールの履修につながる大切な講義です。
　本講義の前半では、図書館などの大学施設の利用方法や資料
収集の仕方、レポートのまとめ方などを身に着けることを目標
に展開します。後半ではグループに分かれて、「大学で調べて
まとめる」作業を中心に展開します。図書館などの資料を調
べ、研究課題に自分たちなりの考察を行えるようになることを
目指します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

課題を調べ、商学に関わる基本的な知識を理解することができ
る。(知識・理解)

グループで協力して課題に取り組み、商学に知識を活用して問
題の解決策を探ることができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　講義で毎回課題が出ます。必要に応じて図書館などで調べ提
出する必要があります。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

①評価基準
　　・論理的なレポートが作成できる。
　　・データや資料をもとに、グループ内で議論し、考察する
ことができる。

②評価方法及び割合
　平常点70％（グループワークへの参画、資料作成等への積極
性など）、レポート等の提出課題（課題を理解し適切に作成で
きるか）30％で、総合的に評価を行います。

◎－－－　テキスト　－－－◎

使用しない。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

グループ研究活動を中心に行います。そのため講義への欠
席や遅刻は他のメンバーに迷惑が掛かります。注意してく
ださい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.オリエンテーション
2.日本語能力テスト
3.大学で学ぶということ
4.大学を探検する
5.図書館を活用する
6.文章講座①：文章を書く基本
7.文章講座②：レポートを作成する
8.文章講座③：小論文を作成する
9.グループ研究：議論の仕方を学ぶ
10.グループ研究：課題を整理する
11.グループ研究：資料を探す
12.グループ研究：研究課題を分析する
13.グループ研究：プレゼン資料をつくる
14.グループ研究：プレゼンテーション
15.まとめ



2019-4010000319-05商学基礎ゼミナール

鈴木　裕介

◎商学:A-1,C-2

1.課題を調べ、商学に関わる基本的な知識を理解することができる。　(A-1)

2.グループで協力して課題に取り組み、商学に知識を活用して問題の解決策を
探ることができる。　(C-2)

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



2019-4010000319-06商学基礎ゼミナール

 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・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

太宰　潮

◎－－－　概要　－－－◎

商学基礎ゼミナールは、ゼミナール・演習形式の講義です。

ゼミは通常講義とは異なります。大きなテーマは設けますが、皆さん
が自分達で問題点を設定し、その問題への解決方法も自分達で出して
いきます。基礎ゼミナールの目的は大きく２つで、１つがレポート作
成、それからもう１つがチームでのプレゼンテーションです。

レポート作成では、各自が決めたテーマについて、数千字程度のレ
ポートを執筆します。レポート作成には、インターネット時代の大き
な問題である盗用・剽窃を絶対にしてはならないことや、情報検索の
仕方、文献の引用や出典の仕方など、レポートの基礎から学びます。
ゼミと並行して、何回もチェックをしながら作成をする形を想定して
います。

プレゼンテーションでは、経済活動を実際に行っている実務家の方か
実務経験がある方々と接すること、もしくは現実のテーマ・課題に対
して取り組むことを想定しています。専門の方にプレゼンを聞いて頂
くことは、いかに伝えることが難しいかを知り、チームでプレゼンを
することで、協力することの難しさや重要性も身をもって学ぶためで
す。現実のテーマや課題を想定するのは、できるだけ実践に近い学習
を通じて、将来皆さんが社会に入って働くことをイメージしてもらう
ためです。

大学初年次での「キャリア形成」の第一歩となれば、意義高い基礎ゼ
ミとなることでしょう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

マーケティングを含む商学の基本的な知識を説明できるようになる。
(知識・理解)

実際に働いている実務家か、もしくは専門の方から、商学・マーケ
ティングに関する課題を知り、それに対して実際に課題解決を考える
ようになる。(態度・志向性)

自ら設定した課題に沿ってレポートを書けるようになる。(知識・理解)

チームでのプレゼンテーションから、協力することの重要性や、相手
に物事を伝えることの難しさを理解できるようになる。(態度・志向性)

データベース等、大学資産の活用の仕方、機会の多さを知る。(知識・
理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

講義以外に、PC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ことがあります。

レポートを作成したり、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出てきます。
グループでそれを行う場合は、連絡・連携を密にしてください。

予習復習時間はそれぞれ1時間程度が想定されますが、各回必ずしも同
じ時間をかけるわけではなく、レポート提出前やグループワーク発表
資料作成時や発表前にかける時間が増えるなど、多い時・少ない時が
想定されます。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

下記を基準として評価します。 　

グループによるプレゼンおよびその内容：30%、
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：40％

◎－－－　テキスト　－－－◎

指定しません。

◎－－－　参考書　－－－◎

適宜紹介します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

然るべき理由がなく欠席を重ねる人や、レポートの提出が
なされない場合、厳正に対処します。

また実務担当者の方をお呼びしたり交流したりする機会が
ありますが、失礼のないように、態度に気をつけてくださ
い。

◎－－－　授業計画　－－－◎

以下を予定しています。進行によって変更があり得ます。

１　オリエンテーション
２　PC操作等基礎的なスキルの学習
３　レポート執筆・資料収集について
４　課題提示・グループ分け
５　グループワーク(1)
６　グループワーク(2)
７　グループワーク(3)
８　中間報告
９　グループワーク(4)
10　グループワーク(5)
11　グループワーク(6)
12　グループワーク(7)
13　報告リハーサル
14　報告会
15　振り返り



2019-4010000319-06商学基礎ゼミナール

太宰　潮

◎商学:A-1,C-2

1.マーケティングを含む商学の基本的な知識を説明できるようになる。　(A-1)

2.実際に働いている実務家か、もしくは専門の方から、商学・マーケティング
に関する課題を知り、それに対して実際に課題解決を考えるようになる。　
(C-2)

3.自ら設定した課題に沿ってレポートを書けるようになる。　(A-1)

4.チームでのプレゼンテーションから、協力することの重要性や、相手に物事
を伝えることの難しさを理解できるようになる。　(C-2)

5.データベース等、大学資産の活用の仕方、機会の多さを知る。　(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。



2019-4010000319-07商学基礎ゼミナール

 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：木・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

太宰　潮

◎－－－　概要　－－－◎

商学基礎ゼミナールは、ゼミナール・演習形式の講義です。

ゼミは通常講義とは異なります。大きなテーマは設けますが、皆さん
が自分達で問題点を設定し、その問題への解決方法も自分達で出して
いきます。基礎ゼミナールの目的は大きく２つで、１つがレポート作
成、それからもう１つがチームでのプレゼンテーションです。

レポート作成では、各自が決めたテーマについて、数千字程度のレ
ポートを執筆します。レポート作成には、インターネット時代の大き
な問題である盗用・剽窃を絶対にしてはならないことや、情報検索の
仕方、文献の引用や出典の仕方など、レポートの基礎から学びます。
ゼミと並行して、何回もチェックをしながら作成をする形を想定して
います。

プレゼンテーションでは、経済活動を実際に行っている実務家の方か
実務経験がある方々と接すること、もしくは現実のテーマ・課題に対
して取り組むことを想定しています。専門の方にプレゼンを聞いて頂
くことは、いかに伝えることが難しいかを知り、チームでプレゼンを
することで、協力することの難しさや重要性も身をもって学ぶためで
す。現実のテーマや課題を想定するのは、できるだけ実践に近い学習
を通じて、将来皆さんが社会に入って働くことをイメージしてもらう
ためです。

大学初年次での「キャリア形成」の第一歩となれば、意義高い基礎ゼ
ミとなることでしょう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

マーケティングを含む商学の基本的な知識を説明できるようになる。
(知識・理解)

実際に働いている実務家か、もしくは専門の方から、商学・マーケ
ティングに関する課題を知り、それに対して実際に課題解決を考える
ようになる。(態度・志向性)

自ら設定した課題に沿ってレポートを書けるようになる。(知識・理解)

チームでのプレゼンテーションから、協力することの重要性や、相手
に物事を伝えることの難しさを理解できるようになる。(態度・志向性)

データベース等、大学資産の活用の仕方、機会の多さを知る。(知識・
理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

講義以外に、PC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ことがあります。

レポートを作成したり、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出てきます。
グループでそれを行う場合は、連絡・連携を密にしてください。

予習復習時間はそれぞれ1時間程度が想定されますが、各回必ずしも同
じ時間をかけるわけではなく、レポート提出前やグループワーク発表
資料作成時や発表前にかける時間が増えるなど、多い時・少ない時が
想定されます。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

下記を基準として評価します。 　

グループによるプレゼンおよびその内容：30%、
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：40％

◎－－－　テキスト　－－－◎

指定しません。

◎－－－　参考書　－－－◎

適宜紹介します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

然るべき理由がなく欠席を重ねる人や、レポートの提出が
なされない場合、厳正に対処します。

また実務担当者の方をお呼びしたり交流したりする機会が
ありますが、失礼のないように、態度に気をつけてくださ
い。

◎－－－　授業計画　－－－◎

以下を予定しています。進行によって変更があり得ます。

１　オリエンテーション
２　PC操作等基礎的なスキルの学習
３　レポート執筆・資料収集について
４　課題提示・グループ分け
５　グループワーク(1)
６　グループワーク(2)
７　グループワーク(3)
８　中間報告
９　グループワーク(4)
10　グループワーク(5)
11　グループワーク(6)
12　グループワーク(7)
13　報告リハーサル
14　報告会
15　振り返り



2019-4010000319-07商学基礎ゼミナール

太宰　潮

◎商学:A-1,C-2

1.マーケティングを含む商学の基本的な知識を説明できるようになる。　(A-1)

2.実際に働いている実務家か、もしくは専門の方から、商学・マーケティング
に関する課題を知り、それに対して実際に課題解決を考えるようになる。　
(C-2)

3.自ら設定した課題に沿ってレポートを書けるようになる。　(A-1)

4.チームでのプレゼンテーションから、協力することの重要性や、相手に物事
を伝えることの難しさを理解できるようになる。　(C-2)

5.データベース等、大学資産の活用の仕方、機会の多さを知る。　(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。



2019-4010000319-08商学基礎ゼミナール

 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・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

杉本　宏幸

◎－－－　概要　－－－◎

　この商学基礎ゼミナールでは、流通・マーケティング分野に
焦点をあてます。現実に、ビジネスで起きている何かを認識す
ること（問題認識）、それをどのように整理すべきか（問題の
整理）という視点からの学習スキルを習得してもらいます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

流通・マーケティングに関して、何かを明らかにしようとする
問題意識を複数持てること。(態度・志向性)

問題意識に即して、文献やデータを収集し、それを整理できる
ようになること。(知識・理解)

文章の重要なキーワードが何か、それらキーワードが文章をど
う構成しているか整理できること。(知識・理解)

事実、他者の意見、自分の意見を明確に分離し、引用・参照し
て文章を書けること。(知識・理解)

情報技術を用いて、調べたデータや事実を整理でき、他者が理
解可能な日本語の文章を書けること。(知識・理解)

周囲と協力し、解答を出すために活動できること。(態度・志
向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　ゼミナールで輪読する記事の復習（60分）、出される課題
（90分）、指示される観察（30分）を全員必ず行って下さい。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　成績評価基準は到達目標に対する到達度に準じます。
　課題（55%）、プレゼンテーション（15%）、グループワー
クへの参加をはじめとしたゼミナールへの貢献（30％）での評
価を原則とします。
　ゼミナールで課題が提出されない場合、単位が認定されませ
ん。無断欠席で提出していない課題は、理由を問わず0点とな
ります。到達目標に即して真剣に受講する意思がないと教員が
判断した学生は、当該授業で評価が0点となります。

◎－－－　テキスト　－－－◎

指定しない。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・理由が明らかでない欠席と遅刻、理由が明らかでも常識
に照らして認められない欠席と遅刻については、無断欠席
と判断し、受講する意思がないとみなします。
・他者の学びを妨げる等、ゼミナールの進行を妨げる行為
は、到達目標に即して受講する意思がないものと判断し、
教室からの退出を指示します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

以下を予定していますが、ゼミナールの進行状況によっ
て、変更することがあります。
　１.イントロダクション
　２.文献要約
　３.文献輪読（1）
　４.文献輪読（2）
　５.文献輪読（3）
　６.資料整理（1）
　７.資料整理（2）
　８.資料整理（3）
　９.プレゼン資料作成（1）
１０.プレゼン資料作成（2）
１１.プレゼンテーション（1）
１２.プレゼンテーション（2）
１３.レポート作成（1）
１４.レポート作成（2）
１５.講義のまとめ



2019-4010000319-08商学基礎ゼミナール

杉本　宏幸

◎商学:A-1,C-2

1.流通・マーケティングに関して、何かを明らかにしようとする問題意識を複
数持てること。　(C-2)

2.問題意識に即して、文献やデータを収集し、それを整理できるようになるこ
と。　(A-1)

3.文章の重要なキーワードが何か、それらキーワードが文章をどう構成してい
るか整理できること。　(A-1)

4.事実、他者の意見、自分の意見を明確に分離し、引用・参照して文章を書け
ること。　(A-1)

5.情報技術を用いて、調べたデータや事実を整理でき、他者が理解可能な日本
語の文章を書けること。　(A-1)

6.周囲と協力し、解答を出すために活動できること。　(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。



2019-4010000319-09商学基礎ゼミナール

 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・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

中塚　晴雄

◎－－－　概要　－－－◎

　本基礎ゼミでは、中学校や高校から大規模大学への接続を受講生一人ひとり
がスムーズに行えることを少人数教育（40人学級の半分の20人）を通して、受
講生と先生とがともに学ぶことを目的としています。中学校や高校までの教壇
から先生が一方的に話すという授業スタイルから、受講生一人ひとりが主体的
に学ぶという大学特有の学習に転換することが求められます。この授業では先
生は教壇から一方的に説明するというのではなく、毎回、受講生一人ひとりと
会話をしながら、先生はみなさんを大きな枠組みでは商学部の学習範囲、小さ
な枠組みではみなさん一人ひとりの関心のあるところ、その２つの共通点を満
たす学習上のテーマを見つけ出してもらいます。
　テーマを見つけ出したら、５つの学習スキル（技術）と呼んでいますが、先
生が、①テーマを発見する力、②テーマを調べる力、③テーマを分析・考える
力、④テーマを発表する力、⑤テーマをレポートにまとめる力を図書館の検索
（ＯＰＡＣ）やパワーポイントやワードの使い方を示しながら、大学生水準の
学習スキル（技術）を無理なく習得することも到達点としています。
　この授業では、学習期間は大まかには期に分かれて構成されており、授業予
定表にもあるように、最初（第１回～第３回）はガイダンスや商学部で学ぶこ
とやコミュニケーションに力を入れて高等学校が違う新入生に少人数クラスに
なれてもらいます。第２期（第４回～第７回）は商学部の大きな枠組みの課題
について映像資料を用いながら、先生と一緒に会話しながら、テーマにつなが
るように考えていきます。第３期（第８回～第１５回）は、受講生一人ひとり
が選んだテーマについてレジュメを使って発表していきます。ただし発表の合
間に図書館検索ＯＰＡＣとデータベースの学習スキルおよびワードの学習スキ
ルの合計３回ほど学習スキルの技術習得の授業を組み入れます。これによっ
て、受講生は、大学の発表や提出物の形式について学習生活において迷うこと
はなくなるでしょう。最終的には入学時の半期（セメスター）を通じて学んだ
学習スキルを使って、授業で報告をし、教員から解説をうけ質疑応答を受けた
テーマについてレポートを提出することになります。

◎－－－　到達目標　－－－◎

商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業や地域が置かれて
いる経済社会状況を説明できる。(知識・理解)

商学に関する理論的・実践的な知識を用いて、企業や地域が取り組むべき課題
が何であるかについて説明できる。(知識・理解)

商学に関する理論的・実践的な知識を用いて、企業や地域が発展する方向につ
いて説明できる。(知識・理解)

自分自身で、教員のアドバイスを受けながら企業や地域が取り組むべき課題
（テーマ）を発見ができる。(知識・理解)

企業や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・実践
的な知識を応用した課題研究を計画できる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　次回の授業範囲を予習し、教員の授業で示した専門用語の意味を調べ、理解
しておくこと（60分）。　
　授業冒頭の映像資料から示される専門用語と解説および教員と受講生との間
の対話とミニッツペーパーを中心に授業を進めるので、返却されたミニッツ
ペーパーと映像資料で学んだことと、授業で示した専門用語を調べて、ノート
に文章にまとめて理解すること。これは下記に記載する最終的な課題レポート
の準備となります（60分）。
　授業最終回に示される課題についてレポート（字数２千字以上）を作成する
こと（90分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

課題レポート（50％）と平常点と発表　（40％）、貢献度（10％）
　課題レポートは、商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企
業や地域が置かれている経済社会状況を説明できるかを基準とします。商学に
関する理論的・実践的な知識を用いて、企業や地域が取り組むべき課題が何で
あるかについて説明できるかを基準とします。商学に関する理論的・実践的な
知識を用いて、企業や地域が発展する方向について説明できるかを基準としま
す。自分自身で、教員のアドバイスを受けながら企業や地域が取り組むべき課
題（テーマ）を発見ができるかを基準とします。企業や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・実践的な知識を応用した課題研究
を計画できるかを基準とします。
　平素の授業では受講生の適切な資料（レジュメ）に基づいた発表の内容を基
準とします。平素の授業での報告以外の平常点は、報告に対する質疑応答、授
業での発言、少人数授業全体におけるリーダーシップや協調性を基準としま
す。

◎－－－　テキスト　－－－◎

福岡大学『福大生のための学習ナビ　２０１９ー学習の
「？」はこれで解決！』（入学時配布冊子）

◎－－－　参考書　－－－◎

『新版　大学生のためのレポート論文術（講談社新書）』
小笠原喜康著、2009年　ISBN 4062880210

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業進行を妨げる行為（度重なる欠席、課題の未提出、私
語、居眠り、虚偽の欠席届など少人数科目の実施を著しく
妨げる学生の事由）は、授業の毎回毎回が知識と理論とス
キル（学習技術）の習得の場であるため、当該受講生の学
習到達度に支障をきたすことになります。また他の受講生
の授業の学習到達度にも負の影響を与えます。入学時に高
校から大学への接続を容易にすることが本基礎ゼミの到達
度です。少人数授業の常識ある態度を受講生には求めま
す。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回　ガイダンス
第2回　コミュニケーション力を磨こう
第3回　商学部商学科ではどのようなことを学ぶのか。
第4回　映像資料（富の偏在格差社会）と解説と質疑応答
第5回　映像資料（自動車産業の創業）と解説と質疑応答
第6回　映像資料（企業と銀行）と解説と質疑応答
第7回　映像資料（地域創成の取り組み）と解説と質疑応
答
第8回　図書館検索ＯＰＡＣとデータベースの学習スキル
第9回　レジュメによるプレゼンの学習スキル
第10回　受講生によるプレゼンテーションと質疑応答①　
５人程度
第11回　受講生によるプレゼンテーションと質疑応答②　
５人程度
第12回　受講生によるプレゼンテーションと質疑応答③　
５人程度
第13回　受講生によるプレゼンテーションと質疑応答④　
３人程度
第14回　ワードによるレポート執筆の学習スキル　
第15回　レポートの提出に向けた確認とアドバイス

2019年度の経済情勢により、映像資料が変更になる場合が
あります。なるべく良質かつ最新の商学に関する映像資料
を準備しますので予めご了解ください。
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中塚　晴雄

◎商学:A-1,C-2

1.商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業や地域が置かれ
ている経済社会状況を説明できる。　(A-1)

2.商学に関する理論的・実践的な知識を用いて、企業や地域が取り組むべき課
題が何であるかについて説明できる。　(A-1)

3.商学に関する理論的・実践的な知識を用いて、企業や地域が発展する方向に
ついて説明できる。　(A-1)

4.自分自身で、教員のアドバイスを受けながら企業や地域が取り組むべき課題
（テーマ）を発見ができる。　(A-1)

5.企業や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・実
践的な知識を応用した課題研究を計画できる。　(C-2)

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

鈴木　裕介

◎－－－　概要　－－－◎

　基礎ゼミナールは、「ゼミナール形式」で学ぶ講義です。2
年次後期からのゼミナールの履修につながる大切な講義です。
　本講義の前半では、図書館などの大学施設の利用方法や資料
収集の仕方、レポートのまとめ方などを身に着けることを目標
に展開します。後半ではグループに分かれて、「大学で調べて
まとめる」作業を中心に展開します。図書館などの資料を調
べ、研究課題に自分たちなりの考察を行えるようになることを
目指します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

課題を調べ、商学に関わる基本的な知識を理解することができ
る。(知識・理解)

グループで協力して課題に取り組み、商学に知識を活用して問
題の解決策を探ることができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　講義で毎回課題が出ます。必要に応じて図書館などで調べ提
出する必要があります。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

①評価基準
　　・論理的なレポートが作成できる。
　　・データや資料をもとに、グループ内で議論し、考察する
ことができる。

②評価方法及び割合
　平常点70％（グループワークへの参画、資料作成等への積極
性など）、レポート等の提出課題（課題を理解し適切に作成で
きるか）30％で、総合的に評価を行います。

◎－－－　テキスト　－－－◎

使用しない。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

グループ研究活動を中心に行います。そのため講義への欠
席や遅刻は他のメンバーに迷惑が掛かります。注意してく
ださい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.オリエンテーション
2.日本語能力テスト
3.大学で学ぶということ
4.大学を探検する
5.図書館を活用する
6.文章講座①：文章を書く基本
7.文章講座②：レポートを作成する
8.文章講座③：小論文を作成する
9.グループ研究：議論の仕方を学ぶ
10.グループ研究：課題を整理する
11.グループ研究：資料を探す
12.グループ研究：研究課題を分析する
13.グループ研究：プレゼン資料をつくる
14.グループ研究：プレゼンテーション
15.まとめ
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鈴木　裕介

◎商学:A-1,C-2

1.課題を調べ、商学に関わる基本的な知識を理解することができる。　(A-1)

2.グループで協力して課題に取り組み、商学に知識を活用して問題の解決策を
探ることができる。　(C-2)

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

藤田　裕邦

◎－－－　概要　－－－◎

　大学では、教員から学生への知識の伝授を目的とする「講
義」の他に、あるテーマに関して共通教材の講読や調査・研究
成果の報告などに基づき学生相互間で意見交換を行なう「ゼミ
ナール」という形態の授業が設置されている。「商学基礎ゼミ
ナール」はその入門編であり、大学での学習で必要となる基礎
的な力を養うことを目標としている。
　このゼミナールでは、最初に、大学での学習に関連する諸事
項について担当教員から説明を行う。それに引き続いて、ゼミ
生がグループごとに分かれて順番に報告をする形で、調査や報
告の仕方を練習する。最終的に、調査の取りまとめ練習とし
て、各人がレポートを作成する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

長文で構成されるテキストの内容を、適切に読み取ることがで
きる。(知識・理解)

レジュメ作成を含めて、調査や学習の成果を適切に報告するこ
とができる。(態度・志向性)

調査や学習の成果を適切にレポートに取りまとめることができ
る。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　学習にあたっては別記のテキストを使用するが、毎回の授業
に先立って、あらかじめテキストを読んで疑問点・問題点を整
理しておくこと（90分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価方法
　①授業予習に関する提出物（20％）
　②授業時の報告の内容（15％）
　③授業時の意見交換への参加状況（15％）
　④レポート（50％）
評価基準
　評価方法①②③：テキストの内容や趣旨について、正確・適
切に理解しているかどうか、また、必要な調査がなされている
かどうかを、評価基準とする。
　評価方法④：調査・考察が十分になされているかどうか、ま
た、その結果を適切に記述しているかどうかを、評価基準とす
る。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　石弘之『地球環境報告Ⅱ』（『岩波新書』新赤版592）
岩波書店，1998年 (ISBN:978-4-00-430592-7)

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　開講にあたって
２　大学での学習について
３　ゼミナールでの学習について
４　図書館の利用について
５～14　テキスト講読と報告（１）～（10）
15　むすび
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藤田　裕邦

◎商学:A-1,C-2

1.長文で構成されるテキストの内容を、適切に読み取ることができる。　(A-1)

2.レジュメ作成を含めて、調査や学習の成果を適切に報告することができる。
　(C-2)

3.調査や学習の成果を適切にレポートに取りまとめることができる。　(C-2)

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



2019-4010000319-12商学基礎ゼミナール

 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・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

本村　希代

◎－－－　概要　－－－◎

　大学での学習を進めていく上で、レポート作成は必須とな
る。そこで基礎ゼミナールでは、レポート作成のための資料収
集・調査方法を、大学図書館で体験学習し、資料を整理・保管
する標準的な方法を学ぶ。最終的には各自で決定した課題につ
いて、レポート作成を行う。
　なおレポート作成にあたっては、まずはグループで議論を深
め、その途中経過を報告、さらにディスカッションを行うこと
により、各自のレポート内容を深めていく。
　これらの作業は自ら課題（問題）を見つけ、それを解決する
ことができるという力をつけることにつながる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

日常的に新聞などの情報に接することで、社会の出来事に関し
て基礎的な知識を身につけている。(知識・理解)

新聞などの情報から、企業、産業、地域が取り組むべき課題を
考え、さらに深く学ぼうとする姿勢を身につけている。(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　授業の事前に資料を収集することはもちろん、場合によって
は実際に現場へ取材に行く必要が出てくる。また報告にあたっ
ては授業時間外でもグループで集まって議論し、レジュメを作
成することになる（90分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　グループワークへの参画30％、プレゼンテーションおよび討
論への積極的参加20％、レポートの提出状況（仮提出・本提
出）およびその内容（課題に関する収集した資料をもとに、自
分の見解を明確に述べることができる）50％を目安として総合
的に評価する。
レポートの仮提出に際しては、フィードバックとしてコメント
をして返却します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　特に指定しない。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　ゼミではゼミ生の主体的参加が重要となる。それゆえ他
のゼミ生に迷惑となる行為（無断欠席・遅刻など）は厳禁
とする。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　オリエンテーション
２　グループワークについて
３　資料収集について
４～13　グループワーク・途中経過報告
14　プレゼンテーション
15　まとめ・レポート提出
レポートは提出前に事前チェックを兼ねた仮提出を一度し
てもらう。



2019-4010000319-12商学基礎ゼミナール

本村　希代

◎商学:A-1,C-2

1.日常的に新聞などの情報に接することで、社会の出来事に関して基礎的な知
識を身につけている。　(A-1)

2.新聞などの情報から、企業、産業、地域が取り組むべき課題を考え、さらに
深く学ぼうとする姿勢を身につけている。　(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。



2019-4010000319-13商学基礎ゼミナール

 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・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

本村　希代

◎－－－　概要　－－－◎

　大学での学習を進めていく上で、レポート作成は必須とな
る。そこで基礎ゼミナールでは、レポート作成のための資料収
集・調査方法を、大学図書館で体験学習し、資料を整理・保管
する標準的な方法を学ぶ。最終的には各自で決定した課題につ
いて、レポート作成を行う。
　なおレポート作成にあたっては、まずはグループで議論を深
め、その途中経過を報告、さらにディスカッションを行うこと
により、各自のレポート内容を深めていく。
　これらの作業は自ら課題（問題）を見つけ、それを解決する
ことができるという力をつけることにつながる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

日常的に新聞などの情報に接することで、社会の出来事に関し
て基礎的な知識を身につけている。(知識・理解)

新聞などの情報から、企業、産業、地域が取り組むべき課題を
考え、さらに深く学ぼうとする姿勢を身につけている。(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　授業の事前に資料を収集することはもちろん、場合によって
は実際に現場へ取材に行く必要が出てくる。また報告にあたっ
ては授業時間外でもグループで集まって議論し、レジュメを作
成することになる（90分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　グループワークへの参画30％、プレゼンテーションおよび討
論への積極的参加20％、レポートの提出状況（仮提出・本提
出）およびその内容（課題に関する収集した資料をもとに、自
分の見解を明確に述べることができる）50％を目安として総合
的に評価する。
レポートの仮提出に際しては、フィードバックとしてコメント
をして返却します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　特に指定しない。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　ゼミではゼミ生の主体的参加が重要となる。それゆえ他
のゼミ生に迷惑となる行為（無断欠席・遅刻など）は厳禁
とする。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　オリエンテーション
２　グループワークについて
３　資料収集について
４～13　グループワーク・途中経過報告
14　プレゼンテーション
15　まとめ・レポート提出
レポートは提出前に事前チェックを兼ねた仮提出を一度し
てもらう。



2019-4010000319-13商学基礎ゼミナール

本村　希代

◎商学:A-1,C-2

1.日常的に新聞などの情報に接することで、社会の出来事に関して基礎的な知
識を身につけている。　(A-1)

2.新聞などの情報から、企業、産業、地域が取り組むべき課題を考え、さらに
深く学ぼうとする姿勢を身につけている。　(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。



2019-4010000319-14商学基礎ゼミナール

 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・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

伊藤　豪

◎－－－　概要　－－－◎

　この商学基礎ゼミナールはゼミナール（演習）形式で行われ
る講義です。他の講義とは違い少人数で行われ、さらに自らが
演じて習う（これを演習という）講義となるため、皆さん自身
が主体となってさまざまな課題に取り組んでいきます。
　講義の前半では、時事問題等皆さんが興味がある課題を選定
し、その問題についてのディスカッションを行います。
　講義の後半では、チームを作りそのチーム内で検討したい課
題を選定し、その課題に対し共同研究を行います。そして最終
的にはその研究成果を皆さんの前でプレゼンテーションを行っ
てもらいます。
　

◎－－－　到達目標　－－－◎

商学の知識ならびに人文科学、社会科学の基本的な知識を身に
つけている。(知識・理解)

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。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　ディスカッションに向けた文献・雑誌・新聞等の情報収集の
ための時間が必要となります。（120分）
　また、プレゼンテーションに向けた準備時間として講義時間
外にチームで集まり検討会を行わなければならない。（120
分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　相手に自分の意見をわかりやすく伝えられる能力が身につい
ているかどうか、また、プレゼンテーション能力、レポート作
成能力が身についているかどうかが評価基準となる。
　評価方法としては、授業への取り組み方や発表内容、ディス
カッションでの貢献度7割、レポート等3割によって評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　使用しません。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　チームに迷惑がかかるため、原則として無断欠席は許さ
れない。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.オリエンテーション
2.テーマの選定
3̃7.ディスカッション
8.チーム分けおよびテーマの選定
9̃13.グループワーク
14.プレゼンテーション
15.総括



2019-4010000319-14商学基礎ゼミナール

伊藤　豪

◎商学:A-1,C-2

1.商学の知識ならびに人文科学、社会科学の基本的な知識を身につけている。
　(A-1)

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-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。



2019-4010000361-01商学のための数学・統計学Ⅰ

 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。
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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：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）
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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。
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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。



2019-4010000196-01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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本村　希代

◎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。
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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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永星　浩一

◎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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◎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：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/)
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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：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。



2019-4010000347-06情報表現技術

 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・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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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：月・３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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◎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。



2019-4010000347-14情報表現技術

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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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：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。
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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・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。
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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：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/)



2019-4010000354-02情報倫理

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。



2019-4010000355-01特別講義Ａ「（キャリア形成入門）」

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。



2019-4010000195-02保険論入門

 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：月・５時限　　試験時間割：2020/01/25　４時限　　

伊藤　豪

◎－－－　概要　－－－◎

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

◎－－－　到達目標　－－－◎

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

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

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

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

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

◎－－－　テキスト　－－－◎

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

◎－－－　参考書　－－－◎

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

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

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

◎－－－　授業計画　－－－◎

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



2019-4010000195-02保険論入門

伊藤　豪

◎商学:A-1

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

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



2019-4010000600-01流通・マーケティング入門

 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：月・５時限　　試験時間割：2019/07/24　５時限　　

杉本　宏幸、木藤　亮太

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義は2年次以後に専門的な学習を進める上での基礎的な
科目の一つで、事例やデータを交えながらマーケティング戦略
と流通システムについて学びます。
　企業や組織が効果的・効率的に機能することを通じて、世の
中は豊かになっています。商品・サービスを効果的に市場（お
客さま）に届けるマーケティング戦略はどう策定すべきでしょ
うか。商品・サービスが製造されてから私たち消費者まで届く
プロセス（流通）はどのように（費用）効率的になるのでしょ
うか。
　こうした流通・マーケティングに関わる諸問題を本講義では
学びますが、本年度は実践的なまちづくりの視点が導入されま
す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

STPおよび4Pに基づくマーケティング戦略の枠組みで現実を整
理し、それを具体的に説明できること。(知識・理解)

現実の流通システムにおいて流通業者がどのような役割を持っ
ているか、具体的に説明できること。(知識・理解)

現実の流通システムにおける業者間の利害関係について具体的
に説明できること。(知識・理解)

商店街、地域、まちづくりがどのような関わりを持っているか
説明できること。(知識・理解)

現実の企業・組織がマーケティング活動を遂行する上でどのよ
うな課題をあるか発見でき、これを具体的に説明できること。
(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　各講義内容にあわせた予習および復習を講義中に指示します
ので、必ずこれを行ってください（60分）。毎回の講義内容は
各自で毎回必ず復習してください（60分）。講義内容の復習
は、必ず、対応する現実を探すことをあわせて実施してくださ
い。レポートに必要となる準備を講義内容に即して必ず実施し
てください（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験(70%)およびレポート(30%)で評価します。
　定期試験およびレポートにおける評価基準は、上述の到達目
標に準じます。定期試験およびレポートでは、主語・述語・目
的語が明確で、第三者が読んで理解可能な日本語で矛盾無く回
答できているか否かを重視します。
　予習および復習ができていない場合、次回の講義が理解でき
ず、講義中に出る課題が0点になることがあります。講義中に
実施するレポートの予告や別途通知はしません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

指定しません。

◎－－－　参考書　－－－◎

崔容熏・原頼利・東伸一、『はじめての流通』、有斐閣、
2014年、1,900円（税別）、ISBN 4641150109
久保田進彦・澁谷覚・須永努、『はじめてのマーケティン
グ』、有斐閣、2013年、1,800円（税別）、ISBN
4641150034

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・「流通・マーケティング入門」は、「流通入門」（2016
年以前入学）との合併となります。
・講義に関係ない私語、遅刻に対しては厳しく対処しま
す。
・この講義では、予習・復習をしないと、授業の内容はほ
とんどわからなくなります。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１　イントロダクション
　２　マーケティングの基礎理論（1）
　３　マーケティングの基礎理論（2）
　４　マーケティング戦略（1）
　５　マーケティング戦略（2）
　６　マーケティング戦略（3）
　７　マーケティング戦略（4）
　８　流通の基礎理論（1）
　９　流通の基礎理論（2）
１０　流通企業の活動と取引（1）
１１　流通企業の活動と取引（2）
１２　流通企業の活動と取引（3）
１３　まちづくりと流通政策（1）
１４　まちづくりと流通政策（2）
１５　講義の整理
以上の講義進行予定は、受講生の理解度や新たに扱うべき
テーマが生じた場合に応じて、順番等が変更されることが
あります。



2019-4010000600-01流通・マーケティング入門

杉本　宏幸、木藤　亮太

◎商学:A-1

1.STPおよび4Pに基づくマーケティング戦略の枠組みで現実を整理し、それを
具体的に説明できること。　(A-1)

2.現実の流通システムにおいて流通業者がどのような役割を持っているか、具
体的に説明できること。　(A-1)

3.現実の流通システムにおける業者間の利害関係について具体的に説明できる
こと。　(A-1)

4.商店街、地域、まちづくりがどのような関わりを持っているか説明できるこ
と。　(A-1)

5.現実の企業・組織がマーケティング活動を遂行する上でどのような課題をあ
るか発見でき、これを具体的に説明できること。　(A-1)

◎　商学　　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）」

 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。



2019-4020000380-01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。



2019-4020000002-05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：水・３時限, 金・３時限　　試験時間割：2019/07/31　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といえる。簿記にもさまざまな種
類があるが、本講義では、企業会計において採用されている複
式簿記を取り扱う。
　複式簿記は、企業の財政状態、経営成績、キャッシュ・フ
ローなどの情報を把握するために利用される。複式簿記をマス
ターすることは、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）に学習を進めていく
うえでの基盤となるばかりではなく、現代のビジネスの世界に
おける必須の教養を身に付けることでもある。したがって、す
べての学生が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　－－－◎

簿記の基礎を修得する（具体的には、日本商工会議所簿記検定
試験３級レベルの商業簿記を修得する）。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

上述のように、簿記は「技術」である。技術をマスターするた
めには、その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。
（50分程度。ただし、定期試験や2回実施される中間テストの
ためには、それに加えて各4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実施される中間テストの
結果により評価する。定期試験60％、中間テスト40％の割合で
評点を算出する。基礎的な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　－－－◎

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　平成31年度版」中央経済社／ISBN未定

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　平成31年度版」中央経済社／ISBN未定

◎－－－　参考書　－－－◎

　広瀬義州『財務会計』第13版　中央経済社／
ISBN978-4502163418

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

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／簿記の意義
　２　貸借対照表と損益計算書
　３　帳簿の記入方法（1）
　　　取引の意義、取引の分解
　４　帳簿の記入方法（2）
　　　仕訳帳への記入
　５　帳簿の記入方法（3）
　　　元帳への記入
　６　試算表の作成
　７　決算手続（1）決算予備手続
　８　決算手続（2）決算本手続
　９　簿記一巡の復習（1）
１０　中間テスト（1）
１１　現金
１２　預金
１３　商品売買（1）
１４　商品売買（2）
１５　債権債務
１６　手形
１７　有価証券
１８　有形固定資産
１９　貸倒れ
２０　収益と費用
２１　決算手続（3）8桁精算表の作成
２２　簿記一巡の復習（2）／財務諸表の作成
２３　中間テスト（2）
２４　公認会計士の制度と業務（予定）
２５　伝票／補助簿
２６　その他の論点
　　　（引出金・消耗品費・商品券など）
２７　仕訳問題演習
２８　試算表作成問題演習（1）
２９　試算表作成問題演習（2）
３０　決算問題演習



2019-4020000002-05簿記原理「（19台）」

長束　航

◎商学:A-1

1.簿記の基礎を修得する（具体的には、日本商工会議所簿記検定試験３級レベ
ルの商業簿記を修得する）。　(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。



2019-4020000112-01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。



2019-4020000604-03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。



2019-4020000002-07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。
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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/)
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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。
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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。
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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　　

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/)
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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・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。


