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■BT001 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／経営学入門 

(Business Management-Introduction) 

担当者名 

（Instructor） 
有馬 賢治(ARIMA KENJI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS1000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 経営学部の４分野（マネジメント、マーケティング、アカウンティング＆ファイナンス、コミュニケーション）を念頭に置き、経営学の

基礎理論と代表的な問題を講義する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 経営学部の４分野（マネジメント、マーケティング、アカウンティング＆ファイナンス、コミュニケーション）を念頭に置いて、企業経

営を学んでいくのに最も基礎的な科目である経営学を学んでいく。その際、企業の基本的な活動について理解したうえで、経営

戦略、経営組織、経営管理、経営財務などの諸理論の基礎を扱う。講義にあたっては、経営に関する身近なトピックスや企業の

具体的なケースを学びながら、経営学の代表的な理論を学習する。 

 なおこの講義は 4 クラス展開されており、必ずあらかじめ指定されたクラスで受講しなければならないので、それぞれ自分のク

ラスを確認のうえ、出席すること。また進め方・内容・参加方法についての詳細は、それぞれのクラスによって異なる場合がある。

詳細は各クラスの第１回目の講義で説明するので、履修者は必ず出席すること。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

なお、合同授業を実施する関係上、授業計画の順番や内容が多少変更されることがある。 

2. 経営学部カリキュラムと経営学 

3. 企業と経営 

4. 企業経営の目的と方法 

5. 企業と会計・財務 

6. 企業形態 

7. 株式会社と経営 

8. 労働と組織のマネジメント 

9. 大量生産と大企業体制 

10. 企業戦略 

11. 競争戦略 

12. 経営管理の理論 

13. 経営組織の理論 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講義の指示に従って予習・復習を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/小テスト・リアクションペーパー・出席等(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 亀川雅人・鈴木秀一、2011、『入門経営学（第 3 版）』、新世社 (ISBN:ISBN978-4-88384-170-7) 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BT002 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／経営学入門 

(Business Management-Introduction) 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 秀一(SUZUKI SHUUICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS1000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 経営学部の４分野（マネジメント、マーケティング、アカウンティング＆ファイナンス、コミュニケーション）を念頭に置き、経営学の

基礎理論と代表的な問題を講義する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 経営学部の４分野（マネジメント、マーケティング、アカウンティング＆ファイナンス、コミュニケーション）を念頭に置いて、企業経

営を学んでいくのに最も基礎的な科目である経営学を学んでいく。その際、企業の基本的な活動について理解したうえで、経営

戦略、経営組織、経営管理、経営財務などの諸理論の基礎を扱う。講義にあたっては、経営に関する身近なトピックスや企業の

具体的なケースを学びながら、経営学の代表的な理論を学習する。 

 なおこの講義は 4 クラス展開されており、必ずあらかじめ指定されたクラスで受講しなければならないので、それぞれ自分のク

ラスを確認のうえ、出席すること。また進め方・内容・参加方法についての詳細は、それぞれのクラスによって異なる場合がある。

詳細は各クラスの第１回目の講義で説明するので、履修者は必ず出席すること。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

なお、合同授業を実施する関係上、授業計画の順番や内容が多少変更されることがある。 

2. 経営学部カリキュラムと経営学 

3. 企業と経営 

4. 企業経営の目的と方法 

5. 企業と会計・財務 

6. 企業形態 

7. 株式会社と経営 

8. 労働と組織のマネジメント 

9. 大量生産と大企業体制 

10. 企業戦略 

11. 競争戦略 

12. 経営管理の理論 

13. 経営組織の理論 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講義の指示に従って予習・復習を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/小テスト・リアクションペーパー・出席等(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 亀川雅人・鈴木秀一、2011、『入門経営学（第 3 版）』、新世社 (ISBN:ISBN978-4-88384-170-7) 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BT003 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／経営学入門 

(Business Management-Introduction) 

担当者名 

（Instructor） 
秋野 晶二(AKINO SHOJI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS1000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 経営学部の４分野（マネジメント、マーケティング、アカウンティング＆ファイナンス、コミュニケーション）を念頭に置き、経営学の

基礎理論と代表的な問題を講義する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 経営学部の４分野（マネジメント、マーケティング、アカウンティング＆ファイナンス、コミュニケーション）を念頭に置いて、企業経

営を学んでいくのに最も基礎的な科目である経営学を学んでいく。その際、企業の基本的な活動について理解したうえで、経営

戦略、経営組織、経営管理、経営財務などの諸理論の基礎を扱う。講義にあたっては、経営に関する身近なトピックスや企業の

具体的なケースを学びながら、経営学の代表的な理論を学習する。 

 なおこの講義は 4 クラス展開されており、必ずあらかじめ指定されたクラスで受講しなければならないので、それぞれ自分のク

ラスを確認のうえ、出席すること。また進め方・内容・参加方法についての詳細は、それぞれのクラスによって異なる場合がある。

詳細は各クラスの第１回目の講義で説明するので、履修者は必ず出席すること。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

なお、合同授業を実施する関係上、授業計画の順番や内容が多少変更されることがある。 

2. 経営学部カリキュラムと経営学 

3. 企業と経営 

4. 企業経営の目的と方法 

5. 企業と会計・財務 

6. 企業形態 

7. 株式会社と経営 

8. 労働と組織のマネジメント 

9. 大量生産と大企業体制 

10. 企業戦略 

11. 競争戦略 

12. 経営管理の理論 

13. 経営組織の理論 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講義の指示に従って予習・復習を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/小テスト・リアクションペーパー・出席等(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 亀川雅人・鈴木秀一、2011、『入門経営学（第 3 版）』、新世社 (ISBN:ISBN978-4-88384-170-7) 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BT004 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／経営学入門 

(Business Management-Introduction) 

担当者名 

（Instructor） 
佐々木 宏(SASAKI HIROSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS1000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 経営学部の４分野（マネジメント、マーケティング、アカウンティング＆ファイナンス、コミュニケーション）を念頭に置き、経営学の

基礎理論と代表的な問題を講義する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 経営学部の４分野（マネジメント、マーケティング、アカウンティング＆ファイナンス、コミュニケーション）を念頭に置いて、企業経

営を学んでいくのに最も基礎的な科目である経営学を学んでいく。その際、企業の基本的な活動について理解したうえで、経営

戦略、経営組織、経営管理、経営財務などの諸理論の基礎を扱う。講義にあたっては、経営に関する身近なトピックスや企業の

具体的なケースを学びながら、経営学の代表的な理論を学習する。 

 なおこの講義は 4 クラス展開されており、必ずあらかじめ指定されたクラスで受講しなければならないので、それぞれ自分のク

ラスを確認のうえ、出席すること。また進め方・内容・参加方法についての詳細は、それぞれのクラスによって異なる場合がある。

詳細は各クラスの第１回目の講義で説明するので、履修者は必ず出席すること。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

なお、合同授業を実施する関係上、授業計画の順番や内容が多少変更されることがある。 

2. 経営学部カリキュラムと経営学 

3. 企業と経営 

4. 企業経営の目的と方法 

5. 企業と会計・財務 

6. 企業形態 

7. 株式会社と経営 

8. 労働と組織のマネジメント 

9. 大量生産と大企業体制 

10. 企業戦略 

11. 競争戦略 

12. 経営管理の理論 

13. 経営組織の理論 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講義の指示に従って予習・復習を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/小テスト・リアクションペーパー・出席等(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 亀川雅人・鈴木秀一、2011、『入門経営学（第 3 版）』、新世社 (ISBN:ISBN978-4-88384-170-7) 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BT005 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／経済学入門 

(Economics-Introduction) 

担当者名 

（Instructor） 
柴田 舞(SHIBATA MAI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS1000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この科目は、経営学部経営学科および国際経営学科の教育課程における「導入期」の科目の 1 つであり、必修科目である。形成

期、完成期における学習の基礎を醸成するため、経済学の基礎、中でもミクロ経済学の基礎を身につけることを目標とする。具体

的な目標は、経済学の専門用語を理解すること、経済の仕組みを理解すること、さらに市場がうまく機能しない状況を理解するこ

とである。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ミクロ経済学の基礎を学ぶ。具体的内容は、消費者はどのように考えて消費行動をするのか、企業はどのようにして生産量を決

めるのか、といった消費者や企業の行動を中心に、需要と供給、そして価格決定のメカニズムを学ぶ。このメカニズムを理解した

上で、市場の失敗についても学ぶ。授業ではグラフや数式を用いるが、高度な数学は使わない。詳しくは授業内で説明する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 経済学概要 

2. 需要の理論 

3. 需要曲線のシフト 

4. 消費者行動の理論 

5. 供給の理論 

6. 供給曲線のシフト 

7. 需給曲線と弾力性 

8. 市場の理論 

9. 需要と供給で解く経済問題 

10. 余剰分析 

11. 外部効果 

12. 情報の非対称性 

13. 独占、不確実性 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習は教科書を読むこと。復習は、教科書やプリントで内容を理解し、練習問題に取り組むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/課題・宿題(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 小川光、家森信善、2016、『ミクロ経済学の基礎』、中央経済 (ISBN:978-4502179518) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

板書およびパワーポイントを用いた講義形式とする。授業内で資料を配布する。 

 

注意事項（Notice） 
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■BT007 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／ビジネス概論Ｂ 

(Introductory Business B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
会計学と経済学の基本を学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
柴田 舞(SHIBATA MAI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS1000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

会計学の基礎知識と経済学（マクロ経済学）の基礎知識を習得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 本講義では、会計学および経済学の領域に 2 名の教員がついてローテーションで授業を行う。第 1 回の授業は本講義の概

要、最終授業は本講義のまとめになる。 

 経済学のパートでは、マクロ経済学の基礎部分を学ぶ。具体的には、経済を把握する GDPなどの経済指標、消費、投資、政府

支出、そして総需要等により、経済を俯瞰するための基礎知識を習得する。 

 会計学のパートでは、企業会計の基本ともいえる簿記の手続きを学習した後、財務諸表の種類や構造、さらには財務諸表分析

について学習をすすめていく。これらにより決算書を作り、決算書を読むための基礎的な知識を習得する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ビジネス概論 B の全体についての説明 

2. マクロ経済学と日本経済 

3. 国民所得の概念 

4. 消費関数 

5. 企業の投資 

6. 政府支出 

7. 総需要 

8. 複式簿記の構造 

9. 会計学の目的と意義 

10. 企業会計原則の立脚点と財務諸表 

11. 会計領域とファイナンス領域の交錯 

12. 財務諸表分析の手法 

13. 経済のグローバル化と会計 

14. ビジネス概論 B のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

経済学入門、会計学入門などの 1 年次春学期の基礎的な科目を履修すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/授業内で行う小テストおよび出席(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BT008 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／ビジネス概論Ｂ 

(Introductory Business B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
会計学と経済学の基本を学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
倍 和博(BAI KAZUHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS1000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

会計学の基礎知識と経済学（マクロ経済学）の基礎知識を習得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 本講義では、会計学および経済学の領域に 2 名の教員がついてローテーションで授業を行う。第 1 回の授業は本講義の概

要、最終授業は本講義のまとめになる。 

 経済学のパートでは、マクロ経済学の基礎部分を学ぶ。具体的には、経済を把握する GDPなどの経済指標、消費、投資、政府

支出、そして総需要等により、経済を俯瞰するための基礎知識を習得する。 

 会計学のパートでは、企業会計の基本ともいえる簿記の手続きを学習した後、財務諸表の種類や構造、さらには財務諸表分析

について学習をすすめていく。これらにより決算書を作り、決算書を読むための基礎的な知識を習得する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ビジネス概論 B の全体についての説明 

2. マクロ経済学と日本経済 

3. 国民所得の概念 

4. 消費関数 

5. 企業の投資 

6. 政府支出 

7. 総需要 

8. 複式簿記の構造 

9. 会計学の目的と意義 

10. 企業会計原則の立脚点と財務諸表 

11. 会計領域とファイナンス領域の交錯 

12. 財務諸表分析の手法 

13. 経済のグローバル化と会計 

14. ビジネス概論 B のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

経済学入門、会計学入門などの 1 年次春学期の基礎的な科目を履修すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/授業内で行う小テストおよび出席(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BT011 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／ビジネス概論Ａ 

(Introductory Business A) 

担当者名 

（Instructor） 

石川 淳(ISHIKAWA JUN) 

2018 年 9 月 6 日付変更(変更理由：担当者変更のため) 

［変更前］中原 淳(NAKAHARA JUN) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS1000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ビジネス概論Ａでは，経営学を学ぶ上で必要な３つの専門分野の基礎（マーケティング，マネジメント，コミュニケーション）を学ぶ

ことで，専門科目への橋渡しを行う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

経営学の学びを深めていくうえで必要なマーケティング・マネジメント・コミュニケーションについて，具体的な企業のケースを題材

にしながら，基本的な理論を学ぶ。 

それぞれの専門分野を担当する教員が各クラスを４回ずつローテーションで講義を行いながら進める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. マーケティング１： 経営学とマーケティング 

3. マーケティング２： B2Cマーケティング 

4. マーケティング３： B2Bマーケティング 

5. マーケティング４： マーケティング・リサーチ 

6. マネジメント１： 組織経営 

7. マネジメント２： 戦略と人材マネジメント 

8. マネジメント３： 人材開発 

9. マネジメント４： 組織開発 

10. コミュニケーション１： コミュニケーションの定義と理論 

11. コミュニケーション２： ブランド構築とコミュニケーション 

12. コミュニケーション３： 広告・ＰＲの実際 

13. コミュニケーション４： クライシス・コミュニケーション 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/出席点，小レポート，ディスカションなど(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

指定教科書はなし。 

 

参考文献（Readings） 

各教員が，講義の中で随時指定します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

担当者：中原淳（マネジメント），佐々木宏（マーケティング），松本茂（コミュニケーション） 

 

注意事項（Notice） 
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■BT012 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／ビジネス概論Ａ 

(Introductory Business A) 

担当者名 

（Instructor） 
松本 茂(MATSUMOTO SHIGERU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS1000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ビジネス概論Ａでは，経営学を学ぶ上で必要な３つの専門分野の基礎（マーケティング，マネジメント，コミュニケーション）を学ぶ

ことで，専門科目への橋渡しを行う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

経営学の学びを深めていくうえで必要なマーケティング・マネジメント・コミュニケーションについて，具体的な企業のケースを題材

にしながら，基本的な理論を学ぶ。 

それぞれの専門分野を担当する教員が各クラスを４回ずつローテーションで講義を行いながら進める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. マーケティング１： 経営学とマーケティング 

3. マーケティング２： B2Cマーケティング 

4. マーケティング３： B2Bマーケティング 

5. マーケティング４： マーケティング・リサーチ 

6. マネジメント１： 組織経営 

7. マネジメント２： 戦略と人材マネジメント 

8. マネジメント３： 人材開発 

9. マネジメント４： 組織開発 

10. コミュニケーション１： コミュニケーションの定義と理論 

11. コミュニケーション２： ブランド構築とコミュニケーション 

12. コミュニケーション３： 広告・ＰＲの実際 

13. コミュニケーション４： クライシス・コミュニケーション 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/出席点，小レポート，ディスカションなど(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

指定教科書はなし。 

 

参考文献（Readings） 

各教員が，講義の中で随時指定します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

担当者：中原淳（マネジメント），佐々木宏（マーケティング），松本茂（コミュニケーション） 

 

注意事項（Notice） 
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■BT013 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／ビジネス概論Ａ 

(Introductory Business A) 

担当者名 

（Instructor） 
佐々木 宏(SASAKI HIROSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS1000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ビジネス概論Ａでは，経営学を学ぶ上で必要な３つの専門分野の基礎（マーケティング，マネジメント，コミュニケーション）を学ぶ

ことで，専門科目への橋渡しを行う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

経営学の学びを深めていくうえで必要なマーケティング・マネジメント・コミュニケーションについて，具体的な企業のケースを題材

にしながら，基本的な理論を学ぶ。 

それぞれの専門分野を担当する教員が各クラスを４回ずつローテーションで講義を行いながら進める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. マーケティング１： 経営学とマーケティング 

3. マーケティング２： B2Cマーケティング 

4. マーケティング３： B2Bマーケティング 

5. マーケティング４： マーケティング・リサーチ 

6. マネジメント１： 組織経営 

7. マネジメント２： 戦略と人材マネジメント 

8. マネジメント３： 人材開発 

9. マネジメント４： 組織開発 

10. コミュニケーション１： コミュニケーションの定義と理論 

11. コミュニケーション２： ブランド構築とコミュニケーション 

12. コミュニケーション３： 広告・ＰＲの実際 

13. コミュニケーション４： クライシス・コミュニケーション 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/出席点，小レポート，ディスカションなど(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

指定教科書はなし。 

 

参考文献（Readings） 

各教員が，講義の中で随時指定します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

担当者：中原淳（マネジメント），佐々木宏（マーケティング），松本茂（コミュニケーション） 

 

注意事項（Notice） 
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■BT014 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／会計学入門 

(Accounting-Introduction) 

担当者名 

（Instructor） 
松井 泰則(MATSUI YASUNORI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS1300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

企業会計に関する正しい知識とスキルを身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

複式簿記ならびに財務諸表をはじめとする企業会計実務に関する基礎的な知識をしっかりとマスターすることが中心的な内容

（授業のねらい）である。特に、複式簿記システムは世界共通であることからこの学習の重要性を理解していただきたい。複式簿

記をしっかりとマスターすることで世界の企業の決算書の概要は理解することができるようになる。また、会計の役割について企

業からの見地ではなく、社会的見地からも考察したい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 企業と経済・経営そして会計（会計の役割） 

2. 企業経営における会計の役割（CPA、証券市場などとの関係を中心に） 

3. 財務諸表について（貸借対照表と損益計算書の概要） 

4. 取引とその記録／仕訳の基本（勘定科目の説明を中心に） 

5. 商品取引の記録／仕入取引と売上取引（３分法処理） 

6. 仕訳と元帳転記／仕訳帳と総勘定元帳 

7. 決算１：総勘定元帳と合計残高試算表 

8. 決算２：残高試算表と６桁精算表 

9. 総合練習問題 

10. 財務諸表の作成（減価償却費の計算など基礎的な決算修正事項の解説） 

11. ８桁精算表の基礎 

12. 財務諸表分析（決算書の基本的な分析手法） 

13. 会社と税金（税務会計論の基礎） 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習以上に、むしろ復習に重点を置いて毎回の授業内容を確実なものにすること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/出席点ならびに小テスト(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BT016 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／会計学入門 

(Accounting-Introduction) 

担当者名 

（Instructor） 
倍 和博(BAI KAZUHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS1300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

企業会計に関する正しい知識とスキルを身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

複式簿記ならびに財務諸表をはじめとする企業会計実務に関する基礎的な知識をしっかりとマスターすることが中心的な内容

（授業のねらい）である。特に、複式簿記システムは世界共通であることからこの学習の重要性を理解していただきたい。複式簿

記をしっかりとマスターすることで世界の企業の決算書の概要は理解することができるようになる。また、会計の役割について企

業からの見地ではなく、社会的見地からも考察したい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 企業と経済・経営そして会計（会計の役割） 

2. 企業経営における会計の役割（CPA、証券市場などとの関係を中心に） 

3. 財務諸表について（貸借対照表と損益計算書の概要） 

4. 取引とその記録／仕訳の基本（勘定科目の説明を中心に） 

5. 商品取引の記録／仕入取引と売上取引（３分法処理） 

6. 仕訳と元帳転記／仕訳帳と総勘定元帳 

7. 決算１：総勘定元帳と合計残高試算表 

8. 決算２：残高試算表と６桁精算表 

9. 総合練習問題 

10. 財務諸表の作成（減価償却費の計算など基礎的な決算修正事項の解説） 

11. ８桁精算表の基礎 

12. 財務諸表分析（決算書の基本的な分析手法） 

13. 会社と税金（税務会計論の基礎） 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習以上に、むしろ復習に重点を置いて毎回の授業内容を確実なものにすること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/出席点ならびに小テスト(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BT019 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／グッド・ビジネス 

(Good Business) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
善き経営：GBI 

担当者名 

（Instructor） 
デイヴィス，Ｓ(DAVIS,SCOTT T.) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS1700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講では「企業」や「ビジネス」に関する標準的な経営思想、経済社会の中で企業がどのような役割、権利、義務を持つかを理

論、事例研究及びプロジェクトワークを通じて学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「グッド・ビジネス」についての理論的伝統のなかからビジネスについての広範囲な課題や問題を扱う。全体として本講は、ビジネ

スをより広義に捉え直す契機を提供し、ミッション、イノベーション、インテグリティが企業業績にとっていかに決定的な構成要素で

あるかを理解させる機会となろう。 

 

本講は、善き経営の基本要素の「優しさ」、「強さ」及び「面白さ」をテーマとする３つのユニットから構成される。各ユニットにおいて

は、理論、事例研究及びプロジェクトワークを通じてこれらの基本要素に関する共通の認識を確立する。ユニット１「優しさ」では、

経営倫理、CSR、CSVなど経営の責任、ユニット２「強さ」では、競争優位、持続性、レジリエンスなど経営のパフォーマンス、ユニ

ット３「面白さ」では、価値創造、イノベーションなどビジネス・モデル変革に関する理論及び分析フレームワークを学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. イントロ：理論：エコシステムにおける「善き経営」とは？ 

3. イントロ：事例 

4. イントロ：分析 

5. ユニット 1「優しさ」理論：経営倫理、CSR、CSVなど経営の責任とは？ 

6. ユニット 1「優しさ」事例 

7. ユニット 1「優しさ」：分析 

8. ユニット２「強さ」理論：競争優位、持続性、レジリエンスなど経営のパフォーマンスとは？ 

9. ユニット２「強さ」事例 

10. ユニット２「強さ」：分析 

11. ユニット３「面白さ」理論：価値創造、イノベーションなどビジネス・モデル変革とは？ 

12. ユニット３「面白さ」事例 

13. ユニット３「面白さ」：分析 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

ユニット・レポート：４ X １５％(60%)/ユニット分析シート：４ X １０％(40%) 

単位修得のためには 80%以上の出席が必要。欠席は減点対象となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 立教大学経営学部編、2016、『善き経営 GBIの理論と実践』、丸善雄松堂 (ISBN978-4-8419-4003-9 C3034) 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

定期的に BlackBoardを確認すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■BT021 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BT021／コーポレート・ファイナンス 

(Corporate Finance) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ビジネスプランの企業価値計算 

担当者名 

（Instructor） 
亀川 雅人(KAMEKAWA MASATO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

資本調達と運用に関する基本的な知識を習得し、企業価値に関する具体的なイメージを形成できるようにする。資本主義社会に

おける利潤の役割と資産評価の意義を学びます。技術変化等の環境変化は、価値観を多様化させ、ビジョンそのものを変化させ

ねばならないこともあります。リーダーシップのあり方が企業価値に影響を及ぼすことを理解しなければなりません。 

 

授業の内容（Course Contents） 

資本に関する理論的考察の後に、資本コスト、投資の経済計算、株式や社債の評価等の基礎的な概念を学び、ビジネスプランを

作成して企業評価のイメージを持つ。また、資本構成や配当政策と企業価値（資本コスト）の関連性に関する学説を紹介する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 資本主義社会と資本概念 

2. 貯蓄、資本、利子の関係について考察 

3. 損益計算書、貸借対照表の利益と企業評価の関係 

4. 株式会社制度と資本市場の役割について 

5. 現在価値計算と投資の経済計算 

6. ビジネスモデルと企業評価１ 

7. ビジネスモデルと企業評価２ 

8. 損益分岐点分析（固定費と変動費の意味） 

9. 損益分岐点分析（資産所有のリスクについて） 

10. リスクの評価方法 

11. 資本資産評価モデルについて 

12. 資本構成と資本コストの関係１ 

13. 資本構成と資本コストの関係２ 

14. 配当政策について 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

課題リポートを 3 回ほど実施します。評価に加点しますが、必須ではありません。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(90%)/最終レポート(Final Report)(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 亀川雅人、2009、『ファイナンシャル・マネジメント』、学文社 (ISBN:978-4-7620-1972-2) 

 

参考文献（Readings） 

1. 亀川雅人、2006、『資本と知識と経営者』、創成社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BT022 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BT022／組織マネジメント 

(Organization Management) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
組織が生き残るために 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 秀一(SUZUKI SHUUICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS3200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

まず Organization Theory の基礎を学び，その応用を日本企業のケースで学ぶ。主として総合電機のケースを扱う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

組織論とイノベーション戦略を軸に学ぶ。基本から出発して中級レベルまでの理論を扱う。複数のゲストスピーカーをお招きして、

理論的な知識と実務センスの橋渡しを行う。イノベーションのジレンマの克服が最大のテーマとなる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 経営学と組織理論の基礎 

3. 経営学と組織理論の応用 

4. イノベーションのジレンマとは何か 

5. ゲストスピーカー（１）日程は未定 

6. グローバル経営とイノベーション 

7. トランスナショナル・モデル 

8. ケーススタディ 

9. ゲストスピーカー(2)日程は未定 

10. ケース (1) 米国と日本企業の組織とマネジメント 

11. ケース (2) アップルとソニーの 20 年間 

12. ケース (3) 米国 GE と東芝の 20 年間 

13. 競争戦略論からダイナミック・ケイパビリティ戦略論へ 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講義で，予習と復習のために，レジュメを配布する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/ミニレポートないしミニテスト(30%) 

私語で注意された場合は減点対象とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 鈴木秀一他、2017、『経営のルネサンス』、文眞堂 (ISBN:4830949384) 

 

参考文献（Readings） 

1. 鈴木秀一、2002、『入門経営組織』、新世社 (ISBN:4-88384-041-7) 

2. ティッド、2004、『イノベーションの経営学』、NTT出版 (ISBN:4-7571-2126-1) 

参考文献は講義の進行に応じて必要な章を参照してほしい。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

真剣な履修者の迷惑になる私語に対しては，原点も含めて厳格に対処する。 

 

注意事項（Notice） 
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■BT023 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BT023／マーケティング・マネジメント 

(Marketing Management) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
基礎から学ぶマーケティングと企業経営 

担当者名 

（Instructor） 
有馬 賢治(ARIMA KENJI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

マーケティングの基礎的知識，基本的理念を踏まえ，企業活動の基本と特に販売活動の側面から理解することができるようにす

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

マーケティングの概念・種類・歴史などをはじめ，企業経営の展開方法の基本を講義する。おもに２年次春学期での履修が見込

まれるため，知識習得を確実なものにできるように概念の説明，ケースによる実践的理解に配慮して講義を進める。講義では，

パワーポイントによるスライドで概念図を示し，概要や基本的用語などの説明と，事例となる企業でのマーケティングの取り組み

を写真や動画を活用して紹介していく。適宜学生との討議ができるように配慮し，学生が発言できる機会を積極的に取り入れ，双

方向でコミュニケーションがとれる授業展開を目指す。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション，マーケティング学習にあたっての基礎知識 

2. マーケティングのアウトライン 

3. 企業活動とマーケティング，競争とマーケティング 

4. マーケティング環境 

5. マーケティング・プランニング 

6. プロダクト・デザイン 

7. ブランディング 

8. コミュニケーション・デザイン 

9. マーケティング・チャネル 

10. プライシング 

11. サービス・マーケティング 

12. マーケティングと組織 

13. インターネット・マーケティング 

14. グローバル・マーケティング 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に指示する。基本的事項はテキストを事前に読んでおくことが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/授業内リアクションペーパー(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 有馬賢治・岡本純編著、2015年、『マーケティング・オン・ビジネス』、新世社 (ISBN:ISBN978-4-88384-234-6) 

 

参考文献（Readings） 

授業内で適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本講義担当者による Web連載には下記のものがある。適宜参照されたい。 

http://biz-journal.jp/series/kenji-arima-marketing-kihon/ 

http://biz-journal.jp/series/kenji-arima-marketing/ 

 

注意事項（Notice） 
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■BT024 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BT024／経営戦略論 

(Corporate Strategy) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

企業が持続的な競争優位を確保するためにすべきこととは何か 

（What should a company do to sustain its competitive advantage.) 

担当者名 

（Instructor） 
西原 文乃(NISHIHARA AYANO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

企業は、新たな価値を生み出し、持続的な競争優位を確保しなければならない。その際、企業が何をすべきかを明らかにするの

が経営戦略である。経営戦略を立てるには、企業の外部や内部の要因の分析と、それを基にした物語り（ナラティブ）が必要とな

る。本授業では代表的な経営戦略のフレームワークを事例研究を通して学び、企業現場での実践に役立つ知識を得ることを目

標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

企業が存続し発展し続けるためには、持続的な競争優位を確保することが必要である。そのためには、企業の外部・内部の要因

分析を行い、何を行い何を行わないかを決め、シナリオをつくり、新たな価値を生み出して差別化を図っていかなければならな

い。本授業では、経営戦略の代表的な考え方や方法を学び、事例研究を通してその使い方を実践的に経験する｡ 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：経営戦略とはなにか 

2. 経営戦略の策定：企業の外部分析１ PESTLE、Five Forces 

3. 経営戦略の策定：企業の外部分析２ Five Forces 

4. 経営戦略の策定：企業の内部分析１ BCGポートフォリオ 

5. 経営戦略の策定：企業の内部分析２ バリューチェーン 

6. 経営戦略の策定：企業の内部分析３ コア・コンピテンス、VRIO 

7. 経営戦略の実践：組織的知識創造１ SECIモデル 

8. 経営戦略の実践：組織的知識創造２ 場 

9. ゲストスピーカー 

10. 経営戦略の実践：組織的知識創造３ リーダーシップ 

11. ゲストスピーカー 

12. 経営戦略の実践：組織的知識創造４ 物語り 

13. まとめ：経営戦略論をどう使っていくか 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内に指示する｡ 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/授業内ミニクイズ(20%)/参加内容(10%)/各回のリアクションペーパー(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. ヘンリー ミンツバーグ、2012、『戦略サファリ 第 2 版 -戦略マネジメント・コンプリート・ガイドブック』、東洋経済新報社 

(ISBN:978-4492533192) 

2. 野中郁次郎、2010、『流れを経営する ―持続的イノベーション企業の動態理論』、東洋経済新報社 (ISBN:978-4492521823) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BT025 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／マーケティング・リサーチ 

(Marketing Research) 

担当者名 

（Instructor） 
高田 治樹(TAKADA HARUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

マーケティング・リサーチの実践的な手法を，理論的な統計学の知識とデータ分析の観点から習得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では，講義と実習を通して，マーケティング・リサーチの方法を実践的に学ぶ。講義では，マーケティング・リサーチや統計

学の基礎知識について説明する。実習では，リサーチ・クエッション設定や質問紙の作成，データ分析などの実践的なスキルを養

成する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. マーケティング・リサーチとは 

2. なぜ統計学が必要か－母集団と標本集団－ 

3. 「意味がある」と「効果がある」の違い－有意確率と効果量－ 

4. リサーチ・クエッション設定と質問紙の作成 

5. その差って本当ですか？－t検定と分散分析－ 

6. 血液型は嘘でした？－χ2 乗検定－ 

7. 受講者間による質問紙の回答とデータ・ハンドリング 

8. 背が高い子は算数がよくできる？－相関分析と偏相関分析－ 

9. なぜアンケートは項目数が多いのか？－因子分析－ 

10. 数値のデータを視覚化できるか？－主成分分析－ 

11. 立教生は流行り物が好きか？－クラスター分析－ 

12. 家賃の高さは予測できるか？－回帰分析－ 

13. 記述回答をどうまとめるか？－KJ 法と Q分類－ 

14. 結果を効果的にまとめる 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

データ分析の習得には，段階的な学習が必要なため，授業には毎回出席することとする。なお，授業参加度はリアクションペーパ

ーで評価する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/中間レポート(40%)/授業参加度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 向後千春・富永敦子、2007、『統計学がわかる(ファーストブック)』、技術評論社 

2. 向後千春・富永敦子、2008、『統計学がわかる【回帰分析・因子分析編】』、技術評論社 

3. 山際勇一郎・服部環、2016、『文系のための SPSSデータ解析』、ナカニシヤ出版 

4. 本橋永至、2015、『R で学ぶ統計データ分析』、オーム社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BT027 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BT027／経営と心理 

(Management and Industrial Psychology) 

担当者名 

（Instructor） 
鹿生 治行(KANO HARUYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

人事管理領域で必要とされる管理と心理に関する基本的な概念や理論を理解し、これらを用いて組織で起きている現象を捉え、

分析することを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

企業の人事管理活動の枠組みに沿って、経営学や組織内の人の行動に関する基本的な理論や統計データの紹介を行う。本講

義では、議論に重きをおかない。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス：人事管理とは何か 

2. 科学的管理法と人間関係論（1） 

3. 科学的管理法と人間関係論（2） 

4. モチベーションの基本理論（1）強度・方向性 

5. モチベーションの基本理論（2）方向性・持続性 

6. 採用管理の現状と外部人材の活用 

7. 採用管理の現状と組織社会化‐定着策 

8. 配置管理と昇進管理、職場のマネジメント 

9. 等級制度と人事評価、報酬管理 

10. 教育訓練管理（1）投資と学習の心理学 

11. 教育訓練管理（2）学習の心理学と部門間調整 

12. キャリア開発と退職管理（1） 

13. キャリア開発と退職管理（2） 

14. 中間テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予定はない。必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

筆記試験のみで評価する。ただし、80 点未満の場合は、中間テストの成績（最大 10 点）を加算する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 今野浩一郎 佐藤博樹、2009、『人事管理入門 第二版』、日本経済新聞社 (ISBN:4532133793) 

参考文献は授業中に別途指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

ゲストスピーカー（企業の人事担当者）を招聘する予定である。そのため、講義内容が一部前後する可能性がある。 

 

注意事項（Notice） 
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■BT028 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BT028／経営と社会 

(Management and Society) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
経営学と社会学、組織と人間のインターアクション 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 秀一(SUZUKI SHUUICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経営（management）を広い視点から社会の制度（social institution）として理解し、「良い空気、良い仕事、安全な都市」の三つの

目標実現のために機能させる方法を受講生とともに考えていきたい。 

 

授業の内容（Course Contents） 

20 世紀の工業化と都市化は 21世紀に三つの課題を残したといわれる。「良い空気、良い仕事、安全な都市」の実現という課題

である。この講義では、受講生とともに、グローバル企業がどのようにしてこの課題に貢献できるかを考える。複数のゲストスピー

カーをお招きして、実務からの視点を学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：参加型授業について。三つの課題「良い空気＝環境問題、良い仕事＝若者の失業問題、非正規雇用、

安全な都市＝治安問題」について。 

2. 「良い仕事」についての理論とデータ：経営データの集め方と解釈方法 

3. 「良い仕事」と企業のイノベーション、コーポレート・ガバナンス：企業の不正問題 

4. 「良い仕事」と日本企業の雇用問題：私たちのキャリア 

5. 「良い仕事」の理論 

6. ゲストスピーカー（１）：コーポレート・がバンス、企業の経営者はなぜ時として不正をなすのか 

7. 「良い空気」についての理論とデータ 

8. 企業と環境問題 

9. ゲストスピーカー（２）：地球環境問題に対する企業の方策 

10. 「安全な都市」についての理論とデータ 

11. 企業と地域政策 

12. ゲストスピーカー（３）：中小企業と地域社会 

13. まとめ：三つの課題をマネジメントから考える 

14. まとめ：選ばれる企業 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

出席点はないが、ときどきリアクションペーパーによる受講生の参加によってつくる参加型授業である。発言やプレゼンは参加点

となる場合がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 鈴木秀一他、2017、『経営のルネサンス』、文眞堂 (ISBN:4830949384) 

ゲストのレクチャーについては、重要な企業データも含まれることがあるためプリントアウトして配布することはしない。教科書につ

いては、その関連する章を用いる。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

複数のゲストをお招きしつつ、受講生の参加を前提とする参加型授業。私語による妨害は減点対象となる場合がある。 

 

注意事項（Notice） 
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■BT029 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BT029／ビジネスエコノミクス 

(Business Economics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
より実効的なビジネスを実践するための思考力を強化する 

担当者名 

（Instructor） 
加賀見 一彰(KAGAMI KAZUAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 この講義は、受講生が、現実のビジネスに役立つ経済学の考え方を身につけることを目的とする。すなわち、考察方法としての

経済学を活用して、事業や取引の運営、組織の設計や管理、戦略的な意思決定をより効果的に実践する思考様式を涵養するこ

とを目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 この講義は、従来のビジネスに関する学問（経営学や商学）を改善するための触媒として作用することを企図している。一般的

な経営学や商学を学びながらも、「本当にこの学問は役に立つのか」「どうすればより実効的に活用できるのか」という疑問を抱く

学生たちに、自分自身で考える端緒を提供する。具体的には、ミクロ経済学を利用して、企業の構造や意思決定、取引、契約、関

連法などについて学ぶ。なお、ビジネスに関わる経済事情を解説する科目ではないことを注記しておく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 経営学の再検討 

3. 経済学の考え方 

4. 意思決定 

5. 企業（Ⅰ）：意思決定主体としての企業 

6. 取引と市場（Ⅰ）：基本的な概念と分析枠組み 

7. 取引と市場（Ⅱ）：競争市場と独占市場の分析 

8. 取引と市場（Ⅲ）：寡占市場の分析 

9. 取引と市場（Ⅳ）：非対称情報を伴う市場 

10. 企業（Ⅱ）：企業の内部構造 

11. 企業（Ⅲ）：企業の所有構造 

12. 企業（Ⅳ）：業界慣行と企業文化 

13. ビジネスと法 

14. 事業活動の空間的把握 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 事前に指定した参考資料や文献を読むことが望ましい。また、受講後の復習も各自で十分に実施すること。 

 必須の時間外学習としては、事前学習および事後学習という位置づけで、何回か課題を予定している。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/課題・リアクションペーパー(20%)/講義内発言(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. D.M.クレプス、2008、『MBA のためのミクロ経済学入門<１>』、東洋経済新報社 

2. D.M.クレプス、2009、『MBA のためのミクロ経済学入門<2>』、東洋経済新報社 

3. ベサンコ、2002、『戦略の経済学』、ダイヤモンド社 

4. J.ロバーツ、2005、『現代企業の組織デザイン』、ＮＴＴ出版 

5. 御立・柳川、2014、『ビジネスゲームセオリー』、日本評論社 

「ビジネスエコノミクス」あるいは「企業経済学」「経営経済学」という名称のテキストは多数存在するが、内容が古かったり不適切

なものもあるので、特に自発的に読む必要はない。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■BT030 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／経営史 

(Business History) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近現代における日本企業の経営 

担当者名 

（Instructor） 
齊藤 直(SAITO NAO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS1700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

明治期以降における日本の企業経営の歴史を理解する。それにより、今日の企業経営について、歴史的な視点から理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では、明治期から近年までの日本における企業経営の歴史的変化を概観する。特に、戦後における日本経済の競争力の

背景として機能した企業経営のあり方が、どのような歴史的過程を経て成立し、それが近年に至るまでにどのような経緯をたどっ

てきたのかを理解することを目指す。半期で扱うことができる内容は限られるが、受講者の関心が高いであろう戦後についてもあ

る程度の回数を割く。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 明治の企業家 

3. 近代産業経営の成立 

4. 財閥の形成 

5. 重化学工業化と新興財閥 

6. 技術経営の登場 

7. サラリーマンの誕生 

8. 都市型ビジネスの成立 

9. 経済民主化と企業変革 

10. 大衆消費社会の成立と耐久消費財産業 

11. 企業集団とメインバンクシステム 

12. 日本型生産システム 

13. 流通革命の展開 

14. 日本経済の国際化と商社 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の内容に連続性があるので、テキスト等を用いて講義内容をよく復習したうえで、次回の講義に出席すること。 

テキストをしっかりと読み込んだうえで、講義でテキストの記述の背景にある問題意識などについて学ぶことで、学習効果を高め

られよう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 宮本又郎 他、2014、『1 からの経営史』、碩学舎 (ISBN:978-4502089008) 

 

参考文献（Readings） 

1. 宮本又郎 他、2007、『日本経営史 新版』、有斐閣 (ISBN:978-4641163003) 

2. 橋本寿朗 他、2011、『現代日本経済 第 3 版』、有斐閣 (ISBN:978-4641124431) 

3. 経営史学会、2004、『日本経営史の基礎知識』、有斐閣 (ISBN:978-4641183100) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BT031 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／経営学基礎 

(Business Management-Basic) 

担当者名 

（Instructor） 

石川 淳(ISHIKAWA JUN) 

2018 年 9 月 6 日付変更(変更理由：担当者変更のため) 

［変更前］中原 淳(NAKAHARA JUN) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ビジネス概論Ａでは，経営学を学ぶ上で必要な３つの専門分野の基礎（マーケティング，マネジメント，コミュニケーション）を学ぶ

ことで，専門科目への橋渡しを行う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

経営学の学びを深めていくうえで必要なマーケティング・マネジメント・コミュニケーションについて，具体的な企業のケースを題材

にしながら，基本的な理論を学ぶ。 

それぞれの専門分野を担当する教員が各クラスを４回ずつローテーションで講義を行いながら進める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. マーケティング１： 経営学とマーケティング 

3. マーケティング２： B2Cマーケティング 

4. マーケティング３： B2Bマーケティング 

5. マーケティング４： マーケティング・リサーチ 

6. マネジメント１： 組織経営 

7. マネジメント２： 戦略と人材マネジメント 

8. マネジメント３： 人材開発 

9. マネジメント４： 組織開発 

10. コミュニケーション１： コミュニケーションの定義と理論 

11. コミュニケーション２： ブランド構築とコミュニケーション 

12. コミュニケーション３： 広告・ＰＲの実際 

13. コミュニケーション４： クライシス・コミュニケーション 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/出席点，小レポート，ディスカションなど(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

指定教科書はなし。 

 

参考文献（Readings） 

各教員が，講義の中で随時指定します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

担当者：中原淳（マネジメント），佐々木宏（マーケティング），松本茂（コミュニケーション） 

 

注意事項（Notice） 
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■BT032 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／経営学基礎 

(Business Management-Basic) 

担当者名 

（Instructor） 
松本 茂(MATSUMOTO SHIGERU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ビジネス概論Ａでは，経営学を学ぶ上で必要な３つの専門分野の基礎（マーケティング，マネジメント，コミュニケーション）を学ぶ

ことで，専門科目への橋渡しを行う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

経営学の学びを深めていくうえで必要なマーケティング・マネジメント・コミュニケーションについて，具体的な企業のケースを題材

にしながら，基本的な理論を学ぶ。 

それぞれの専門分野を担当する教員が各クラスを４回ずつローテーションで講義を行いながら進める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. マーケティング１： 経営学とマーケティング 

3. マーケティング２： B2Cマーケティング 

4. マーケティング３： B2Bマーケティング 

5. マーケティング４： マーケティング・リサーチ 

6. マネジメント１： 組織経営 

7. マネジメント２： 戦略と人材マネジメント 

8. マネジメント３： 人材開発 

9. マネジメント４： 組織開発 

10. コミュニケーション１： コミュニケーションの定義と理論 

11. コミュニケーション２： ブランド構築とコミュニケーション 

12. コミュニケーション３： 広告・ＰＲの実際 

13. コミュニケーション４： クライシス・コミュニケーション 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/出席点，小レポート，ディスカションなど(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

指定教科書はなし。 

 

参考文献（Readings） 

各教員が，講義の中で随時指定します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

担当者：中原淳（マネジメント），佐々木宏（マーケティング），松本茂（コミュニケーション） 

 

注意事項（Notice） 
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■BT033 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／経営学基礎 

(Business Management-Basic) 

担当者名 

（Instructor） 
佐々木 宏(SASAKI HIROSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ビジネス概論Ａでは，経営学を学ぶ上で必要な３つの専門分野の基礎（マーケティング，マネジメント，コミュニケーション）を学ぶ

ことで，専門科目への橋渡しを行う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

経営学の学びを深めていくうえで必要なマーケティング・マネジメント・コミュニケーションについて，具体的な企業のケースを題材

にしながら，基本的な理論を学ぶ。 

それぞれの専門分野を担当する教員が各クラスを４回ずつローテーションで講義を行いながら進める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. マーケティング１： 経営学とマーケティング 

3. マーケティング２： B2Cマーケティング 

4. マーケティング３： B2Bマーケティング 

5. マーケティング４： マーケティング・リサーチ 

6. マネジメント１： 組織経営 

7. マネジメント２： 戦略と人材マネジメント 

8. マネジメント３： 人材開発 

9. マネジメント４： 組織開発 

10. コミュニケーション１： コミュニケーションの定義と理論 

11. コミュニケーション２： ブランド構築とコミュニケーション 

12. コミュニケーション３： 広告・ＰＲの実際 

13. コミュニケーション４： クライシス・コミュニケーション 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/出席点，小レポート，ディスカションなど(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

指定教科書はなし。 

 

参考文献（Readings） 

各教員が，講義の中で随時指定します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

担当者：中原淳（マネジメント），佐々木宏（マーケティング），松本茂（コミュニケーション） 

 

注意事項（Notice） 
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■BT036 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／経済学入門 

(Economics-Introduction) 

担当者名 

（Instructor） 
岸下 大樹(KISHISHITA DAIKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS1000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この科目は、経営学部経営学科および国際経営学科の教育課程における「導入期」の科目の 1 つであり、必修科目である。形成

期、完成期における学習の基礎を醸成するため、経済学の基礎、中でもミクロ経済学の基礎を身につけることを目標とする。具体

的な目標は、経済学の専門用語を理解すること、経済の仕組みを理解すること、さらに市場がうまく機能しない状況を理解するこ

とである。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ミクロ経済学の基礎を学ぶ。具体的内容は、消費者はどのように考えて消費行動をするのか、企業はどのようにして生産量を決

めるのか、といった消費者や企業の行動を中心に、需要と供給、そして価格決定のメカニズムを学ぶ。このメカニズムを理解した

上で、市場の失敗についても学ぶ。授業ではグラフや数式を用いるが、高度な数学は使わない。詳しくは授業内で説明する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 経済学概要 

2. 需要の理論 

3. 需要曲線のシフト 

4. 消費者行動の理論 

5. 供給の理論 

6. 供給曲線のシフト 

7. 需給曲線と弾力性 

8. 市場の理論 

9. 需要と供給で解く経済問題 

10. 余剰分析 

11. 外部効果 

12. 情報の非対称性 

13. 独占、不確実性 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習は教科書を読むこと。復習は、教科書やプリントで内容を理解し、練習問題に取り組むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/課題・宿題(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 小川光、家森信善、2016、『ミクロ経済学の基礎』、中央経済 (ISBN:978-4502179518) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

板書およびパワーポイントを用いた講義形式とする。授業内で資料を配布する。 

 

注意事項（Notice） 
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■BT051 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／ＩＣＴリテラシー 

(ICT Literacy) 

担当者名 

（Instructor） 
丹野 清美(TANNO KIYOMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS1220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業では，コンピュータやネットワークに関する基礎的な仕組みを学び，専門の学習において必要となる情報処理技術を習

得することを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

メールの作成方法や立教 V-Campus システムの使用方法，図書館等の情報検索の方法を学ぶとともに，ネット利用のマナーを

習得する。また，レポート作成・プレゼン・データ分析ができるよう，Wordを用いた文書作成，PowerPointの活用法，Excelによる

データ処理の方法等についても学習する。 

 なお，単なるソフトウェアの使用法を習得するための授業ということではなく，コンピュータを使うことの意味，すなわち，どのよう

な点でさまざまな作業や業務が効率的にできるのかを知ることも重要な視点になる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. V-Campusについて 

2. 情報検索 

3. Wordを用いた文書作成 1：書式など 

4. Wordを用いた文書作成 2：図や表の挿入，相互参照と引用 

5. Wordを用いた文書作成 3：相互参照と引用 

6. PowerPoint活用法１：スライド作成 

7. PowerPoint活用法２：種々の効果の挿入など 

8. Excel の基礎１：スプレッドシートの基礎，数式 

9. Excel の基礎２：相互参照と絶対参照，関数 

10. Excel を用いたデータ処理方法：グラフの作成 

11. Excel を用いたデータ処理方法：ピボットテーブル 

12. Excel を用いたデータ処理方法：分析ツールの活用 

13. 総合実習１ 

14. 総合実習２ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Blackboardでの情報を毎回チェックすること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内課題(60%)/最終レポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

PC にログオンできる状態に（パスワード忘れは学生証持参で 8号館 4Fに）。 

 

注意事項（Notice） 
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■BT053 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／ＩＣＴリテラシー 

(ICT Literacy) 

担当者名 

（Instructor） 
内川 一明(UCHIKAWA KAZUAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS1220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業では，コンピュータやネットワークに関する基礎的な仕組みを学び，専門の学習において必要となる情報処理技術を習

得することを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

メールの作成方法や立教 V-Campus システムの使用方法，図書館等の情報検索の方法を学ぶとともに，ネット利用のマナーを

習得する。また，レポート作成・プレゼン・データ分析ができるよう，Wordを用いた文書作成，PowerPointの活用法，Excelによる

データ処理の方法等についても学習する。 

 なお，単なるソフトウェアの使用法を習得するための授業ということではなく，コンピュータを使うことの意味，すなわち，どのよう

な点でさまざまな作業や業務が効率的にできるのかを知ることも重要な視点になる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. V-Campusについて 

2. 情報検索 

3. Wordを用いた文書作成 1：書式など 

4. Wordを用いた文書作成 2：図や表の挿入，相互参照と引用 

5. Wordを用いた文書作成 3：相互参照と引用 

6. PowerPoint活用法１：スライド作成 

7. PowerPoint活用法２：種々の効果の挿入など 

8. Excel の基礎１：スプレッドシートの基礎，数式 

9. Excel の基礎２：相互参照と絶対参照，関数 

10. Excel を用いたデータ処理方法：グラフの作成 

11. Excel を用いたデータ処理方法：ピボットテーブル 

12. Excel を用いたデータ処理方法：分析ツールの活用 

13. 総合実習１ 

14. 総合実習２ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Blackboardでの情報を毎回チェックすること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内課題(60%)/最終レポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

PC にログオンできる状態に（パスワード忘れは学生証持参で 8号館 4Fに）。 

 

注意事項（Notice） 
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■BT063 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／財務諸表分析 

(Analysis of Financial Statements) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
財務諸表分析の基本を学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
倍 和博(BAI KAZUHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

・企業経営と財務（会計）の関係を理解する。 

・財務諸表の見方を理解する。 

・財務分析に関する基本的な手法を考察する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では，企業の経営実態を財務的側面から明らかにするために，企業が公表する財務諸表等の情報を，利用者の立場から

どのように理解して分析を行うかを学ぶ。財務分析の基本的手法の体系的な理解を目的として，企業財務に関する身近な事例を

取り上げて解説する予定である。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス：財務諸表の基本 

2. 財務分析とは何か：財務分析の意義と内容 

3. 財務分析と企業会計：財務諸表のしくみ 

4. 資本の調達と運用 

5. 収益性分析 

6. 損益分岐点分析 

7. 安全性分析 

8. 生産性分析 

9. 成長性分析 

10. キャッシュ・フロー分析 

11. リスク管理と社会性分析 

12. 財務分析の総合評価 

13. ケース・スタディ 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

上場企業が発行する有価証券報告書が読めるように，簿記・会計学の基本的な内容を再確認しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/小テストおよび出席状況(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BT064 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BT064／国際経営論 

(International Business) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
企業は多様な国々とどう向き合うか 

担当者名 

（Instructor） 
尾﨑 俊哉(OZAKI TOSHIYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU2000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
経営学科２～４年次生，国際経営学科３・４年次生クラス 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１）企業が国際化する，とはどのようなことかについて知る 

２）企業の国際化を分析するために必要な，理論的枠組みを学ぶ 

３）国の違い（National Difference）と企業の戦略との間に，どのような関係があるかについて理解する 

 

授業の内容（Course Contents） 

企業が海外に進出するとは，どのようなことなのか。海外に進出しない企業でもグローバル競争に巻き込まれるのは，なぜなの

か。私たちが，旅行で海外へ行くのと，仕事で行くのとでは，なにがどう違うのか。国際経営と国内経営は何が，なぜ，どう違うの

か。ビジネスにとって，国の違いのどのような点が問題となるのか。 

これらの疑問をきっかけに，国際経営について，具体的な事例と理論的な枠組みを広く学びながら，考える。ビジネスがグローバ

ル化するとは，どのようなことなのか，また，ビジネスを国際的に展開するために何が必要か，について，具体的な事例と理論的

な枠組みを広く学びながら，考える。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに：経営とはなにか？国際経営論の前提としての「経営戦略論」 

2. 企業にとって，国の違いは何を意味するのか（１）：正式な違い 

3. 企業にとって，国の違いは何を意味するのか（２）：見えない違い 

4. 企業にとって，国の違いは何を意味するのか（３）：ジレンマ 

5. ゲストスピーカー 

6. ミニテスト（１） 

7. 企業は，違いをどう使えばよいか（１）：モノの流れ（貿易） 

8. 企業は，違いをどう使えばよいか（２）：おカネとノウハウの流れ（直接投資） 

9. 企業は，違いをどう使えばよいか（３）：為替 

10. 違いを活かす戦略（１）：経営戦略 

11. 違いを活かす戦略（２）：市場参入戦略 

12. 違いを活かす戦略（３）：製造・販売・人事 

13. ミニテスト（２） 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

教科書を事前に読んで授業に臨むこと。Blackboardを使って予習・復習を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

ミニテスト（１）(35%)/ミニテスト（２）(35%)/アンケート(20%)/授業内ディスカッションへの貢献(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Charles Hill & William Hernandez Requejo. 2011. Global Business Today. McGraw-Hill Irwin (ISBN:0071220844) 

Blackboard上に適宜，必要なテキストを紹介します。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

秋学期に開講する国際経営学科の自動登録科目 International Business-A および 同-B と同じ教科書（英語）を使う。 

 

注意事項（Notice） 
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■BT065 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BT065／ビジネスリテラシー１ 

(Business Literacy 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
統計学入門-記述統計- 

担当者名 

（Instructor） 

山口 和範(YAMAGUCHI KAZUNORI) 

丹野 清美(TANNNO KIYOMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期１(Fall Semester 1) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS1200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

統計学は，現代社会にあふれるさまざまなデータを有効に活用するための手段を提供する。本講義では，その基礎となる考え方

を理解する。 

不確実性を含むデータからいかに客観的な情報を抽出するかという，統計的なものの見方・考え方を身につける。特にデータ分

析の実施や結果の利用の際に必要となる概念を理解できるようになることを目指す。具体的には，統計グラフの作成方法や解釈

の仕方，基本統計量の活用方法，確率の考え方，主要な確率分布などについて学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

１．統計的考え方入門 

  データと不確実性，統計学の目的，統計的推論 

２．データの記述 

  平均，中央値，分散，標準偏差など 

  統計グラフ（ヒストグラム，箱ひげ図） 

３．確率論の基礎 

  確率変数，確率分布 

４．確率モデル 

  ２項分布，多項分布，正規分布 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 統計学について 

2. データ収集と分析について 

3. 度数分布表．ヒストグラムについて 1 

4. 度数分布表．ヒストグラムについて 2 

5. ヒストグラム，基本統計量，変動係数，ジニ係数 

6. グラフの扱い方，相関係数 

7. 確率，確率分布 1 

8. 確率，確率分布 2 

9. 正規分布 1 

10. 正規分布 2 

11. 変数間の関係を探る 1 

12. 変数間の関係を探る 2 

13. 変数間の関係を探る 3 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

電卓を用いて四則演算とルートの計算ができること。 

毎回の講義の後に，Blackboardから解答する形式での宿題を用意している。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート 2 回(30%)/クイズ・宿題(40%)/授業内テスト(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に定めない。資料を配付する。 

 

参考文献（Readings） 

岡太彬訓・都築誉史・山口和範『データ分析のための統計入門』（共立出版），山口和範『よくわかる統計解析の基本と仕組み』

（秀和システム） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BT067 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BT067／ビジネスリテラシー２ 

(Business Literacy 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
統計学入門-推測統計- 

担当者名 

（Instructor） 

山口 和範(YAMAGUCHI KAZUNORI) 

丹野 清美(TANNNO KIYOMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期２(Fall Semester 2) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

統計学は，現代社会にあふれるさまざまなデータを有効に活用するための手段を提供する。本講義では，その主要な考え方を理

解する。 

不確実性を含むデータからいかに客観的な情報を抽出するかという，統計的なものの見方・考え方を身につける。「ビジネスリテ

ラシー１」で学んだ基礎の上に，推定や検定などの統計的推測，回帰分析などを学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

１．推定 

  推定の考え方 

  標本誤差とは 

  点推定，区間推定，最尤推定 

２．検定 

  検定の考え方 

  帰無仮説，対立仮説，有意水準，有意確率 

  種々の検定：平均や比率の検定，分割表の検定 

３．回帰モデルの基礎 

  相関関係 

  単回帰モデル 

  重回帰モデル 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 統計的推測の意味 

2. 統計的推定の仕組み；標本分布 

3. 統計的推定：平均値の推定 

4. 統計的推定：比率の推定 

5. 仮説検定 1：仮説，2 種類の過誤，有意水準 

6. 仮説検定 2：平均値の検定 

7. 仮説検定 3：比率の検定 

8. 仮説検定 4：分散分析 

9. クロス集計表と独立性の検定 1 

10. クロス集計表と独立性の検定 2 

11. 相関係数 

12. 単回帰分析 

13. 重回帰分析 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

電卓を用いて四則演算とルートの計算ができること。 

ビジネスリテラシー1 の内容である平均，分散，標準偏差，正規分布については理解しているものとして授業は展開される。 

毎回の講義後に webから提出する宿題を用意している。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート 2 回(30%)/クイズ・宿題(40%)/授業内テスト(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に定めない。資料を配付する。 

 

参考文献（Readings） 
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岡太彬訓・都築誉史・山口和範『データ分析のための統計入門』（共立出版），山口和範『よくわかる統計解析の基本と仕組み』

（秀和システム） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BT069 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BT069／経営学のための数学 

(Mathematics for Management) 

担当者名 

（Instructor） 
山下 利之(YAMASHITA TOSHIYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経営学においては，市場調査データの統計的分析，数理的モデルによる分析などが多く行われている。本講義では，そのための

基礎としての数学を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では，調査データの多変量解析の基礎となる線形代数を学ぶ。データ表現や分析の展開において欠かせないベクトルや

行列の意味とその計算法，そしてそれらが統計分析などにどのように用いられているかについて学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業全体に対するガイダンス 

2. ベクトルの基本演算 

3. ベクトルの長さ，距離，内積 

4. ベクトルによる統計量演算 

5. ベクトルの 1 次結合，1 次独立，1 次従属                                                     

6. 行列の定義と演算 

7. 行列の種類と演算 

8. 正則行列，逆行列，直交行列 

9. 行列による幾何学的変換 

10. 直交行列による直交変換（回転） 

11. データ行列から相関行列 

12. 行列式と階数 

13. 固有値と固有ベクトル 

14. 筆記試験 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

高校の数学で学んだベクトル，三角関数について，よく復習しておいてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/授業における課題の提出(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業の資料を PowerPointで作成し，事前に downloadできるようにする予定である。 

 

参考文献（Readings） 

1. 永田靖、『統計学のための数学入門 30 講』、朝倉書店 

2. 本多正久・島田一明、『経営のための多変量解析』、産業能率大学出版部 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

パワーポイントを使用した講義形式で進めるが，理解を深めるために問題演習も合わせて行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■BT070 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／データ・マイニング 

(Data Mining) 

担当者名 

（Instructor） 
高田 治樹(TAKADA HARUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS4100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

データから抽出された現象を科学的に検証したり，データから有益な情報を抽出できる能力を習得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

現在，多くのビジネスマンにはデータ・マイニングについての実践的なスキル向上が求められている。本講義では，講義と演習を

通して，推測統計の基礎，多変量解析手法（主成分分析・因子分析，回帰分析など），データマイニング手法(決定木，KJ 法，テ

キストマイニングなど）を紹介する。演習では，フリーソフトウェアを用いて，サンプルデータを分析しながら実践的なデータ分析能

力を養成する。受講にあたっては、統計に関する基礎的な知識を身に着けていることが望ましい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンスと R の使い方 

2. 変数と尺度水準 

3. 推測統計と確率分布 

4. t検定 

5. 分散分析 

6. 相関分析と主成分分析 

7. 因子分析とその応用 

8. 潜在クラス分析 

9. 適合度検定と独立性の検定 

10. 回帰分析 

11. 一般化線型モデル 

12. 決定木分析 

13. 自由記述の分類と KJ 法 

14. テキストマイニング手法 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

本講義では，分析演習がメインとなるため，授業には毎回出席すること。なお，授業参加度はリアクションペーパーで評価する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業内課題(40%)/授業参加度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 豊田秀樹、2008、『データマイニング入門』、東京図書 

2. 本橋永至、2015、『R で学ぶ統計データ分析』、オーム社 

3. 金明哲、2007、『R によるデータサイエンス』、森北出版 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

大学院初級レベル（4 年次生履修推奨） 
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■BT071 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BT071／ビジネスロー 

(Business Law) 

担当者名 

（Instructor） 
堀内 真澄(HORIUCHI MASUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ビジネス・シーンにおける法的論点を考察し、戦略的法律知識及び、法的思考力を習得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

企業は様々な法律とかかわり、常に的確な法的判断を要求される。この講義では、ビジネスをとりまく法律を幅広く学びながら、ビ

ジネスにおける法的課題やリスクを分析する。また日本の法律と主に英米法の違いに触れ、その違いとビジネスへの影響を考

え、更に日米の判例を読み、生きた法律を学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：ビジネス環境と法律 

2. 不法行為責任 Part 1：使用者責任、土地工作物責任、公害 

3. 不法行為責任 Part 2：欠陥商品と製造物責任（PL法） 

4. 取引のルール Part 1：企業間取引、インターネット取引 

5. 取引のルール Part 2：消費者保護、国際取引 

6. 職場環境 Part 1：経済活動の自由と働く者の権利 

7. 職場環境 Part 2：男女雇用機会均等と待遇、セクハラ対策、 

8. 知的財産 Part 1：保護と活用（著作権・特許・実用新案・意匠） 

9. 知的財産 Part 2：デザイン・ブランド管理、不正競争防止法 

10. ビジネス組織：個人企業、持分会社、株式会社、LLP 

11. 株式会社 Part 1：仕組み、設立、株式、株主と株主総会 

12. 株式会社 Part 2：業務執行者の役割と責任 

13. 金融市場と規制：金融商品取引業者規制、インサイダー取引 

14. 企業活動と企業倫理：コンプライアンス、CSR 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

豆テストの準備。アサイメントの提出。毎回の授業の際に配布される配布物を読む。授業ノートを復習することは特に重要。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(35%)/中間テスト(35%)/アサイメント(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業内で指示する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BT082 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BT082／ＣＳＲ 

(CSR) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代企業の社会的責任：その歴史と現在形 

担当者名 

（Instructor） 
水村 典弘(MIZUMURA NORIHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS1700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

CSR（Corporate Social Responsibility：企業の社会的責任）がこれまでどのように論じられてきているのかについて理解すること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

実務と研究者の世界でベンチマーキングされる CSR の事例（ケース）を紹介しながら、CSR がこれまでにたどってきた道筋を説

明します。また、「グローバル企業市民」（Global Corporate Citizenship：GCC）の理念や「共通価値創造の戦略」（Creating Shared 

Value：CSV）のコンセプトをはじめとして、「経営の見える化」「V2V（Values into Value）モデル」「開発課題に焦点を当てた事業ス

キーム」「ESG投資の動向」など、CSR の現在形についてもグループワーク形式で学びます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 経営学とＣＳＲ （Defining the value of doing good business） 

cf. Thomas Donaldson (2006) Defining the value of doing good business 

2. 経営のプロフェッショナリズム （Business management and professionalism） 

3. 企業とゲートキーパー （Corporate gatekeepers） 

4. 企業活動のグローバル化と NGOs （Advocacy groups and corporate social responsibility ） 

5. グローバル企業市民の理念 （Global corporate citizenship） 

cf. Klaus Schwab (2008) Global Corporate Citizenship 

6. 統合報告と重要課題マトリクス （Integrated reporting and Materiality Matrix） 

7. 経営の見える化（1）：KGI - KSF(CSF) - KPI （Values into Value） 

Case: JNJ Credo Values – Value Drivers - Value 

8. 経営の見える化（2）：KGI - KSF(CSF) - KPI （Values into Value） 

Case: JNJ Credo Values – Value Drivers - Value 

9. 企業活動と社会負荷 （Understanding a company's social impact） 

cf. Michael Porter and Mark Kramer (2006) Corporate Social Responsibility 

10. バリューチェーンと CSV（Nestlé S.A. Creating Shared Value） 

cf. Michael Porter and Mark Kramer (2011) Creating Shared Value 

11. 社会課題解決と国際開発（1） （Social issues and business strategy） 

： SDGs and BCtA (Business Call to Action) 

12. 社会課題解決と国際開発（2） （Social issues and public relations） 

： PR and company conscience 

13. ESGの動向と日本企業の対応 （Does CSR pay? ） 

cf. Michael Walzer (2011) On Humanitarianism 

14. CSR と長期的な視野に立つ経営（Enlightened stakeholder theory） 

cf. Michael Jensen (2001) Value Maximization 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講義の予習（事前準備学習）と復習（事後展開学習）に必要な資料（Readings in English）の URLはすべて Blackboardにアップし

ます。各自で DL して、講義に持参してください。※タブレット端末使用可 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/リアクションペーパー(50%) 

単位修得のためには 80%以上の出席を必要とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 
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参考文献（Readings） 

1. ジョン・ジェラルド・ラギー（東澤靖訳）、2014、『正しいビジネス―世界が取り組む「多国籍企業と人権」の課題―』、岩波書店 

(ISBN:9784000259767) 

2. 名和高司、2015、『ＣＳＶ経営戦略』、東洋経済新報社 (ISBN:9784492533697) 

HKS/CSRI（HARVARD Kennedy School Corporate Social Responsibility Initiative） 

Home > Research & Publications > Working Papers 

http://www.hks.harvard.edu/centers/mrcbg/programs/csri 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

講義で使用する資料には英語資料を含みます。講義資料等の URLはすべて Blackboardにアップします。 

 

Knowledge Source 

HKS/CSRI（HARVARD Kennedy School Corporate Social Responsibility Initiative） 

Home > Research & Publications > Working Papers 

http://www.hks.harvard.edu/centers/mrcbg/programs/csri 

 

FSG（Foundation Strategy Group） 

http://www.fsg.org 

 

注意事項（Notice） 
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■BT083 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BT083／コーポレートガバナンス 

(Corporate Governance) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
株式会社の在り方を問う 

担当者名 

（Instructor） 
亀川 雅人(KAMEKAWA MASATO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ガバナンスの概念を理解した上で、国家や社会の統治を考えながら、株式会社の統治のあるべき姿を考える。多くの専門書籍が

ある中で、自らのコーポレートガバナンスを提案する。持続可能な社会を構築するには、リーダーシップを有する経営者によるガ

バナンスが必須となる。経営者のリーダーシップを理解することは、コーポレートガバナンスの授業としての目標でもある。 

 

授業の内容（Course Contents） 

国家の統治、経済制度による統治、企業の統治および株式会社の統治について、多様な考え方を紹介し、履修者自らで統治の

あり方について考察する。経済学における市場と組織の境界問題なども、統治の視点で考察する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガバナンスとコストの概念 秩序の設計、ガバナンスコスト、分業と協業のガバナンス 

2. 起業家とガバナンス 管理者と起業家の違いを認識し、統治者について考察 

3. ガバナンス・コスト ガバナンスを機会費用の視点で考察 

4. 利潤と「豊かさ」について 経済学の利潤概念とガバナンスの関係を考察 

5. 境界の経済学 統治する範囲を経済学的に考察 

6. 権力の集中と分散 多数派と少数派の意見やエージェンシー問題を考察 

7. 資本主義経済におけるガバナンス 資本主義経済の理解と市場の統治機構の考察 

8. 資本主義経済と利潤 利潤と統治の関係を考察 

9. 企業組織とガバナンス 企業の理念型モデルによるガバナンスの捉え方を考察 

10. 取引コストと投資決定 投資決定をガバナンス・コストとの関係で考察 

11. 株式会社のガバナンス 株主と経営者、株主と従業員、その他の利害関係者のガバナンスにおける関係を考察 

12. 株式会社の問題点 ガバナンス・コストの視点で株式会社を考察 

13. 日本の統治機構 日本の経済発展過程からガバナンスを考察 

14. 日本の統治機構と日本の株式会社 日本的経営をガバナンス問題として考察 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前にテキストおよび参考書を読んで授業に臨むことが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(90%)/最終レポート(Final Report)(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 亀川雅人、2015、『ガバナンスと利潤の経済学』、創成社 

 

参考文献（Readings） 

1. 亀川雅人、2018、『株式会社の資本論』、中央経済社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BT091 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BT091／サステナビリティ ＆ ビジネス 

(Sustainability & Business) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
持続可能な世界と地域をつくるために、ビジネスにできることを考える 

担当者名 

（Instructor） 
広石 拓司(HIROISHI TAKUJI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会問題や環境問題が深刻を増す現代、企業にはビジネスの力を活かして社会問題や環境問題の解決に積極的に関与してい

くことが求められています。「死んだ地球にビジネスはない」と言われるように、地球環境問題や経済格差・貧困、社会的排除、地

域経済の疲弊など、今の世界に広がる諸問題は、ビジネス存続の前提条件を揺るがすものです。地球や社会が持続可能である

ことと、ビジネスの持続・発展には深い相互関係があることの認識が広がる中で、サステナビリティをビジネスの成長戦略に組み

込む企業が増えています。 

本授業では、ビジネスと社会問題解決の相乗効果を踏まえて、2020 年代のビジネス、企業に求められることについて考えていき

ます。そこから、これからの時代に「社会に役立つ仕事とは何か」を考えてもらいたいと思っています。社会に役立つビジネスを創

造したい学生の積極的な参加を希望します。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業は、世界で起きている環境や社会の問題に対して、ビジネスに求められることは何か、社会とビジネスの相乗効果の生み

出し方を理解するために、「ソーシャルビジネス」「サステナビリティとビジネス」について考えます。各回の授業では、ディスカッシ

ョンやグループワーク、宿題も多く取り入れて進めるため、受講生には積極的な参加が求められます。 

１．イントロダクション：地球環境・社会のサステナビリティとビジネスのサステナビリティの相互関係について考え、本授業での論

点を整理する。 

２．ソーシャルビジネス：ソーシャルビジネスが必要とされる理由、事業の特徴、社会に影響を与える方法、既存ビジネスや政府と

の関係のあり方などについて解説とディスカッションを行なう。 

３．サステナビリティとビジネス：環境問題やエネルギー、貧困、福祉、人権などの課題に対して企業はどう取り組む必要がある

か、国内外の企業の取組事例をヒントに考えます。 

４．SDGｓ時代のビジネスを考える：国連の定める持続可能な開発目標（SDGs）にはビジネスの役割が大きいと考えられていま

す。SDGs にビジネスがどう貢献できるか考えます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 【イントロダクション：１】 地球環境・社会のサスティナビリティとビジネスのサスティナビリティの相互関係について考え、本

授業での論点を整理する。 

2. 【イントロダクション：２】 持続可能な開発目標（SDGs）について、設定の目的・意義を考えると共に、ビジネスの果たすべき

役割について考える。 

3. 【イントロダクション：３】 EV（電気自動車）シフト、ESG投資など直近の動きから、ビジネスに求められることの変化について

考える。 

4. 【ソーシャルビジネス：１】 ソーシャルビジネス、社会起業の考え方を事例を通して考える。 

5. 【ソーシャルビジネス：２】 ソーシャルビジネスの事例を調べ、何が特徴かを考える。 

6. 【ソーシャルビジネス：３】 ソーシャルビジネスが問題解決の効果を高めるために行っていること、事業として成長するため

に何が大切なのか、考える。 

7. 【サステナビリティとビジネス：１】 企業がサステナビリティを重視し始めている理由を考え、これからのビジネスが必ず考え

ないといけないことは何か考える。 

8. 【サステナビリティとビジネス：２】 パタゴニア創業者のイヴォン・シュイナードの著書「レスポンシブル・カンパニー」をもとに、

ビジネスと環境問題の関係を考える 国内外の企業は、社会問題に対して、どのように取り組んでいるのか、事例をもとに

考える。 

9. 【サステナビリティとビジネス：３】 国内外の企業の「統合報告」について分析し、企業が環境・社会と事業の関係を、どのよ

うに考えているか考える。 

10. 【サステナビリティとビジネス：４】 国内外の企業は、社会問題に対して、どのように取り組んでいるのか、事例をもとに考え

る。 

11. 【サステナビリティとビジネス：５】 「レスポンシブル・カンパニー」をもとに、責任ある企業とは何か、考える。 

12. 【SDGs 時代のビジネス：１】授業内容を踏まえて、SDGs の目標達成のために、どのようなビジネスが必要になるか考える。 

13. 【SDGs 時代のビジネス：２】 SDGs に貢献するビジネスが大切にしないといけないことを考える。 

14. 【SDGs 時代のビジネス：３＆まとめ】 SDGs の目標達成に必要なビジネスプランを考え、議論する。また、授業のまとめを行

う。 
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

「サステナビリティ＆ビジネス」講義参考資料集 

http://empublic.jp/hiroishi_lec/ 

講師による日経 Bizアカデミー・コラム「ソーシャルビジネスの拓く新しい市場と働き方」 

http://bizacademy.nikkei.co.jp/column/social/ 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(35%)/出席、出席カードへのコメント内容(35%)/グループワークへの参加と内容(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. イヴォン・シュイナード、2012、『レスポンシブル・カンパニー』、ダイヤモンド社 (ISBN:4478017921) 

 

参考文献（Readings） 

1. クラッチフィールドら、2012、『世界を変える偉大な NPOの条件』、ダイヤモンド社 (ISBN:4478007284) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

講師の会社サイト http://empublic.jp 

 

注意事項（Notice） 
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■BT092 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／グッド・ビジネス・ワークショップ 

(Good Business Workshop) 

担当者名 

（Instructor） 
倉持 一(KURAMOCHI HAJIME) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS3710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ミッション、イノベーション、インテグリティが企業業績にとっていかに決定的な構成要素であるかを理論、ケース研究及びプロジェ

クトを通じて学ぶこと。それにより、立教大学経営学部の重要教育領域の一つである GBIへの理解と応用力の醸成を図る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業は（１）理論（２）ケース分析（３）調査プロジェクトの３つのユニットから構成される。ユニット１では、講義と基本的な文献を

読むことを通じて理論に関する共通の理解を進める。ユニット２では、ケース研究を通じて、社会価値創造の実践とその課題に関

する共通の認識を確立する。ユニット３では、企業が直面する課題を調査し、それを解決するためのビジネスモデルをグループで

作成して報告する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション（グループ分け、課題図書選定、本授業の進め方など） 

2. ユニット１（背景理解）：理論＿テーマ１：企業と社会 

3. ユニット１（背景理解）：理論＿テーマ２：リスクとイノベーション 

4. ユニット１（背景理解）：理論＿テーマ３：社会価値創造とは 

5. ユニット２（グループワークその１）＿ケース研究１：調査 

※課題レポート提出予定日 

6. ユニット２（グループワークその１）＿ケース研究２：分析 

7. ユニット２（グループワークその１）＿ケース研究３：発表 

8. ユニット２（分析フレーム構築）：理論＿善きビジネスモデル構築に必要な視座１ 

9. ユニット２（分析フレーム構築）：理論＿善きビジネスモデル構築に必要な視座２ 

ユニット３（グループワークその２）＿調査プロジェクト：課題決定 

10. ユニット３（グループワークその２）＿調査プロジェクト：調査 

11. ユニット３（グループワークその２）＿調査プロジェクト：分析 

12. ユニット３（グループワークその２）＿調査プロジェクト：モデル設計 

13. ユニット３（グループワークその２）＿調査プロジェクト：発表 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業中に指示するが、本授業はワークショップでありグループワークを行うため、授業時間外の予習・復習活動が必須である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート（理論）(30%)/発表（ケース）(30%)/レポート（プロジェクト）(30%)/コメント(10%) 

単位修得のためには 80%以上の出席が必要（グループワークを行うため） 

 

テキスト（Textbooks） 

初回授業時に指示する３冊から、各グループが希望により選択する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

必要に応じて授業中に指示する。 

 

注意事項（Notice） 
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■BT095 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
BT095／Good Business Seminar 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Theory & Practice of Responsible Business Model Development 

担当者名 

（Instructor） 
デイヴィス，Ｓ(DAVIS,SCOTT T.) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS3711 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course is designed to give students an understanding of the theory and practice of business model development for the 

promotion of both economic performance and social wellbeing within the socio-economic context of Japan. 

 

授業の内容（Course Contents） 

The course will comprise of three components: (Stage 1) a review of theories and frameworks relating to the development of 

socially informed business models, (Stage 2) case analysis of instances of business models developed and implemented in Japan 

with the aim of promoting both economic performance and social wellbeing, and (Stage 3) a practical exercise in the planning 

and development of a business model for social value creation informed by the frameworks studied in stage 1 and evaluated in 

stage 2. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Orientation Session 

2. Class 1: Stage 1 - Theory of Responsible Business Model Development and Transformation 

3. Class 2: Stage 1 - Theory of Responsible Business Model Development and Transformation 

4. Class 3: Stage 1 - Theory of Responsible Business Model Development and Transformation 

5. Class 4: Stage 1 - Theory of Responsible Business Model Development and Transformation 

6. Class 5: Stage 2 - Analysis of Cases of Transformative Business Models 

7. Class 6: Stage 2 - Analysis of Cases of Transformative Business Models 

8. Class 7: Stage 2 - Analysis of Cases of Transformative Business Models 

9. Class 8: Stage 2 - Analysis of Cases of Transformative Business Models 

10. Class 9: Stage 3 - Practical Exercise in Responsible Business Model Development 

11. Class 10: Stage 3 - Practical Exercise in Responsible Business Model Development 

12. Class 11: Stage 3 - Practical Exercise in Responsible Business Model Development 

13. Class 12: Stage 3 - Practical Exercise in Responsible Business Model Development 

14. Wrap-up Session 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

This course will require students to complete a considerable volume of readings, work on individual written reports and 

participate in team work outside of class hours in order to prepare for group presentations. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Theory Paper(25%)/Case Paper(25%)/Team Presentation(25%)/Discussion Points(25%) 

Attendance is important as this course conducted in a highly interactive format and includes teamwork based components. 

Absences will negatively affect final grades. 

 

テキスト（Textbooks） 

Readings will be indicated at the Orientation Session. 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

All notifications, readings and assignments will be managed using the university Blackboard system. 

Please note: This is a mainstream course and will require a high level of English language proficiency for the readings, team 

discussions, presentations and written reports. This course is designed for inbound international exchange students, and COB 

students accepted to or returning from college outbound exchanges. 

 



 - 46 - 

注意事項（Notice） 

Mainstream Course(Min.TOEIC:900) 
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■BT101 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／人材マネジメント論 

(Human Resource Management) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
最新の人材マネジメントのあり方を学ぶ。 

担当者名 

（Instructor） 
谷内 篤博(YACHI ATSUHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS3200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

企業の経営資源において重要性が高まりつつある人的資源に関して、その有効活用のあり方を体系的に理解する。本講義は、

経営学における重要な領域の１つである人材マネジメント（HRM)のあり方を体系的に学ぶことを目標としています。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義の前半は人材マネジメント論の総論的な部分で、理論的基盤や理論的変遷、戦略との関連性について解説する。後半は

各論的な部分で、採用・評価・人材育成・報酬・労使関係など、具体的な人材マネジメントのあり方について解説する。講義のな

かでは、人材マネジメントに関する最新の理論、先駆的な人材マネジメントを展開している企業の事例なども紹介していきたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ＨＲＭの概念（定義・体系・理論的基盤） 

2. ＨＲＭの理論的変遷 

3. 経営戦略とＨＲＭ 

4. 雇用管理 

5. 人事制度の概要とそのフレーム 

6. 評価制度と目標管理制度（ＭＢＯ） 

7. 賃金決定の基準とその体系 

8. 賃金変革の方向性 

9. 人材育成の体系とその具体的方法 

10. リーダーシップの定義と理論的変遷 

11. 最新のリーダーシップ理論 

12. 企業のストレス・マネジメント 

13. 労働組合と労使関係 

14. 日本的雇用システムの特質と変容 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途指示する。内容が高度であるため、予習よりも復習に重点を置くことが大

切である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/授業内でのレポート(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 谷内篤博、2016 年、『個性を活かす人材マネジメント』、勁草書房 (ISBN:978-4326-55075-3) 

 

参考文献（Readings） 

1. 谷内篤博、2008 年、『日本的雇用システムの特質と変容』、泉文堂 (ISBN:978-4-7930-0344-8) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BT102 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BT102／組織と戦略 

(Organization and Strategy) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
組織の中で自由に生きるために 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 秀一(SUZUKI SHUUICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

主に自動車産業を事例として入門的なケーススタディを行い、組織と戦略について基礎的な知識を学び，日本企業の特徴を米国

企業との比較から考察する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

企業の持続的競争優位の源泉は何か。戦略か，組織の卓越性か、あるいは経営者の能力か。この講義では，産業の成立・成

長・転換をふり返りながら，個別企業における資源ベース戦略論を講義する。また，複数のゲストにお招きして、実務家によるレク

チャーから理論と実務のつながりを学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション： 

カイシャ＝企業か。就職と就社のちがい。キャリア開発の考え方。 

2. 会社制度の国際比較： 

株主価値と人事制度の視点からカイシャをみる 

3. 伝統的戦略論(1) 

チャンドラー型企業の成立と米国的マネジメント：自動車産業 

4. 伝統的戦略論(2) 

ドラッカー理論：企業と正当性，ポーター戦略論：業界分析 

5. ケース(1) 

フォードと自動車産業 

6. ゲストスピーカー(1)予定 

7. 現代戦略論(1) 

資源ベース戦略論，メーカーのイノベーション能力 

8. 現代戦略論(2) 

ゲーム理論とコオペレーション（協力）経営 

9. 現代戦略論(3) 

ダイナミック・ケイパビリティ戦略とハイテク産業 

10. ケース(2) 

General Motors の戦略と組織 

11. ゲストスピーカー(2)予定 

12. ケース(3) 

GM，スローン経営の崩壊 

13. 組織論(1) 

安定志向のカイシャと日本的な自己アイデンティティ 

14. 組織論(2) 

これからのキャリア開発 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講義内に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/授業内レポート(30%) 

私語で「イエローカード」を出された学生は，学生証を確認した上で減点対象とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 鈴木秀一他、2017、『経営のルネサンス』、文眞堂 (ISBN:4830949384) 

 

参考文献（Readings） 
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1. 鈴木秀一、2002、『入門経営組織』、新世社 (ISBN:4-88384-041-7) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

私語はまじめな履修者に対するハラスメントである。減点対象となる場合がある。 

 

注意事項（Notice） 
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■BT103 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／マネジメントの理論 

(Theory of Management) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
マネジメント理論の歩みとその意味を学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
高橋 衛(TAKAHASHI  MAMORU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 マネジメントに関する諸理論を学ぶにあたっての基本的視角と主な理論の内容、その背景およびそれら諸理論の発展方向の意

味について、当該理論の文献も参照しながら、学ぶことを目標とする。 

 マネジメントの基本原則と最近の新たな個別事例とのあいだの乖離（ズレ）がなぜ発生しているかの要因を、関連資料を通じて

客観的に説明できる。 

 過去の個別事例からいかにしてマネジメントの基本原則が導き出されてきたかの過程を、関連資料を通じて客観的に説明でき

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 マネジメントの理論は、社会の要請に応じて、(1)（組織→人間型の）Taylor,Fayol など（ファンクショナル組織・ライン組織）、(2)

（組織←人間型の）Mayo,Follett,Barnard など（目的達成・動機満足の均衡、その他）、(3)（環境→組織→人間型の）Contingency 

Theory（マトリックス組織）、(4)（環境←組織←人間型の）Mintzberg など（創発的戦略 emergent strategy、その他）の 4 つの領域

で展開されてきた。 

 この講義では、これら(1)から(4)までの現実的な背景、組織的な課題との関連で、基礎的な概念規定、基本的な論理構造を説

明する。 

 マネジメントの理論の学習を通じて受講生のみなさんはマネジメントの理論の基本的な考え方、枠組みおよびそれらの重要性

を理解することになる。  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに：マネジメントの理論を学ぶにあたって 

2. 第 1 章 マネジメント理論の基礎視角 

3. 第 2 章 マネジメント理論の形成  

    （１）管理論形成の背景 

4.     （２）体系的管理運動 

5.     （３）科学的管理論 

6. 第 3 章 1930 年代におけるマネジメントの理論 

    （１）背景 

7.     （２）人間関係論 

8.     （３）バーナード管理論 

9. 第 4 章 現代の管理論 

    （１）背景 

10.     （２）サイモン管理論 

11.     （３）サイアート＝マーチ管理論 

12.     （４）コンティンジェンシー理論 

13.     （５）創発的戦略論 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 Blackboad に資料が配信されたら事前に目を通して頂きたい。スライド活用の講義、配布の資料で理解を深めて頂きたい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 
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授業の中で適宜、紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

（授業形態）講義ではスライドを活用し、資料も配付する。 

 

注意事項（Notice） 
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■BT104 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／組織行動論 

(Organizational Behaviour) 

担当者名 

（Instructor） 
今井 裕紀(IMAI HIRONORI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

組織行動論の主な理論や概念を理解し、それらを踏まえた考察や主張などができるようになること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 組織行動論は、組織における人間行動を個人、集団、組織構造との関係において明らかにし、組織がより効果的に機能するた

めの知見を提供するものである。組織行動論の知見は、概ね、個人の特性・認知・態度などに関するもの、集団の性質に関する

もの、組織の構造や制度に関するものがあるが、講義では、初回に方法論や講義の全体の概要を紹介したうえで、前半で主に

個人に関する知見を紹介し、後半で主に集団や組織の構造等に関する知見を紹介する。 

 基本的には講義形式で授業を行うが、授業中に個人ワークやグループワークを行うことがある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション： 組織行動論とは、組織行動論の方法論、本講義の学習内容 

2. ダイバーシティ： 多様性の諸次元、能力、多様性のマネジメント 

3. 職務態度： 態度と行動の関係、職務態度の諸概念、職務満足の原因と結果 

4. 感情とパーソナリティ： 情動と気分、感情知性、性格主要 5 大因子、その他の性格特性、職場環境と特性の活性化 

5. 認知と意思決定： 社会的認知、意思決定とバイアス、クリエイティビティ 

6. モチベーション 1： 欲求階層理論、X理論と Y理論、2 要因理論、達成動機理論、自己決定理論 

7. モチベーション 2： 目標設定理論、強化理論、社会学習理論、衡平理論、組織的公正、期待理論、職務特性モデル 

8. 集団： 集団の性質、同調と少数派の影響、社会的促進と社会的手抜き、集団的意思決定 

9. チーム： チームの構造と有効性、チームのプロセスと有効性、チームの育成 

10. リーダーシップ： 特性理論、行動理論、条件適合理論、全方位リーダーシップモデル 

11. 組織構造： 組織構造の要素、組織文化、権力、政治 

12. コンフリクト： 社会的ジレンマ、コンフリクト、交渉、コミュニケーション 

13. 人的資源管理施策と組織行動： 採用、評価、教育訓練、ワークライフバランス 

14. 組織変革とストレスマネジメント： 変革の 3 段階モデル、組織開発、ストレスの原因と結果 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

指定されたウェブサイトや配布資料を読み、次回の授業の内容について考えてくること。 

授業で紹介された理論や概念を、自分の体験や、新聞などのメディアで取り上げられている働き方や企業経営の課題と関連させ

て考えてみること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/レポート、クラスへの参加度及び参加姿勢(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

授業内で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BT106 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BT106／生産管理論 

(Production Management) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ものづくりの経営学 

担当者名 

（Instructor） 
富田 純一(TOMITA JUNICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS3200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者には、「ものづくりの経営学」に関する基礎的な知識や基本的な考え方を習得してもらうことを目標とする。ものづくりに着

目するのは、経営学自体がものづくり現場とともに発展してきた学問分野であるし、これまでの我が国製造業発展の原動力でも

あったからである。ものづくり企業はどのようにして成長を遂げ、どのような生産システムを構築したのか。また今日、国際競争が

激化していく中で、どのような課題を抱えているのか。受講者にはこうした観点から経営学について学習してもらいたい。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ものづくりの経営学は大きく「（工場の）生産管理」と「（研究所の）製品開発管理」の２つに分けられる。このうち本講義では、生産

管理を中心に見ていく。受講者は、まず生産管理や競争力についての考え方を理解し、それに基づいて生産システムの歴史、品

質・コスト・納期などＱＣＤの管理について説明できるようになることを目的とする。なおその際、受講者に理解を深めてもらうた

め、適宜実際のものづくりの事例を交えながら解説をしていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ものづくりの経営学とは：良い流れづくりとしての生産管理 

2. 生産管理論の歴史 

3. 生産システムの歴史 

4. 流れの分析手法：工程流れ図 

5. 流れの分析手法：競争力 

6. 流れをつくる（TOC） 

7. 正確に流す（品質管理） 

8. 安く流す（原価管理） 

9. 流れを計画する（工程管理） 

10. フレキシブルに流す（フレキシビリティの管理） 

11. ジャストインタイム（JIT） 

12. 企業を超えた流れづくり（SCM） 

13. グローバルな流れづくり（グローバル生産） 

14. 良い流れを継続する 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

①日常生活の心がけとして、日本経済新聞、経済誌等に目を通し、製造業の現状の把握に努めること。 

②事後学習は、毎回配布する講義資料・課題・小テスト等を良く復習すること。 

③応用学習としては、参考書の一読をお勧めする。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/中間テスト(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 富田純一・糸久正人、2015、『コア・テキスト 生産管理』、新世社 (ISBN:4883842339) 

 

参考文献（Readings） 

1. 藤本隆宏、2001、『生産マネジメント入門Ⅰ』、日本経済新聞社 (ISBN:4532132053) 

2. 藤本隆宏、2017、『現場から見上げる企業戦略論』、角川新書 (ISBN:4040821521) 

3. 富野貴弘、2017、『生産管理の基本』、日本実業出版社 (ISBN:9784534054739) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■BT107 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BT107／比較組織論 

(Comparative Study on Organization) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

比較制度学派の企業組織の比較研究の視点から、日本企業の競争力の特徴と「グロー

カリゼーション」についての理論とケース・スタディおよび「働くこと」の意味への問いかけ 

担当者名 

（Instructor） 
村上 綱実(MURAKAMI TSUNAMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS3200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 「比較組織論」を学ぶことは、組織の中でいかに生きるかを自らに問いかけることです。組織の現実に直面し、その状況を正確

に認識し、どう対処・意思決定するかを、多様なケース・スタディの問題状況からシミュレートします。あなたの将来を切り拓き、立

ち向い、あるいは復活する勇気を培います。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 企業組織の実際を認識する分析ツールを扱います。理論とケース・スタディから、企業組織の業務手順・ワーク・フロー、雇用関

係・賃金制度を講義します。働くことの「動機解明」では「人間の自然な感情の作用」に着目します。私たちは「必要とされること」

「感謝されること」「人の役に立つこと」「無償であること」に強く動機づけられています。金銭は命の次に大切です。そうであるとし

ても、それ以上に人を引き付けるものもあるかも知れません。組織の中で健康に生活し仕事を通して生きる意味が得られなけれ

ば人生とは何でしょうか。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 比較組織論の方法と視点： 比較制度学派の分析視点 

2. 経営システムの国際比較： 日本型経営システムの研究の系譜とその限界 

3. 経営システムの歴史性・個別性・一般性からの企業組織の特徴の一般化 

4. 「内部労働市場システム」と「雇用ポートフォリオ」・働く側からの職業のポートフォリオと副業 

5. 「チーム効果」の意思決定と事業運営： 「合理的個人主義」の職場集団と「チーム効果」 

6. 企業組織の競争力の戦略と職務への動機づけ： 株主資本主義と共同体的資本主義 

7. 「近代資本主義」とビジネスの営利性と非営利性： 近代資本主義を担った人びと 

8. 働く意味の問いかけ： 「利害動機」と「義務動機」・営利ビジネスの非営利性と道徳的意味 

9. 営利ビジネスの非営利性の有効性とソーシャル・ビジネス： お金が儲かって社会貢献 

10. 組織内の合理的交換と信頼形成： ビジネスの“Give ＆ Give”のノンラショナルな交換関係 

11. 長期安定的雇用および生活給としての年功制の合理性と成果主義・研究開発 

12. 分配の公正性と生活保障： 働く意味とカント的自由およびロールズの正義論とビジネス 

13. ESG と事業運営の継続性： 資本主義の選択と雇用の流動性と安定性 

14. 市場的組織と共同体的組織の一般理論へ： 経済成長と社会の安定的秩序 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 各授業の主題を構成する論点・基本用語についてテキストの該当部分を指示しますから、熟読してください。さらに関連する重

要論文も指示しますから、あわせて熟読し出席してください。授業の後は、実践的問題を課題として出題します。それらの成果を

レポートにまとめ、中間・期末レポートで表現し修得してください。常に授業内容の理解を自分の言葉で表現できるよう鍛錬してく

ださい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/中間レポート(40%)/自由論題レポート(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 村上綱実、2018、『非営利と営利の組織理論』、絢文社 (ISBN:978-4915416163) 

 その他、関連教材は、Webサイトから閲覧・ダウンロードできるようにします。 

 

参考文献（Readings） 

1. 新原 浩朗、2003、『日本の優秀企業研究―企業経営の原点 6 つの条件』、日本経済新聞社 (ISBN:978-4532310868) 

2. 坂本光司、2016、『日本でいちばん大切にしたい会社』、あさ出版 (ISBN:978-4860638467) 

参考文献・重要論文などは上記以外、必要に応じて授業中に指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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 授業専用の Webサイトを活用し、授業運営に係る情報はすべてサイトで閲覧でき、ダウンロード可能にします。URLは授業中

にアナウンスします。より詳細かつ必要な情報提供に関しては E メールで対応し、履修からの質問・問い合わせには 24 時間以

内に回答し、履修者の学習をサポートします。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 57 - 

■BT110 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
BT110／Argumentation and Debate 

担当者名 

（Instructor） 
櫻井 功男（SAKURAI NORIO） 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester)  

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU2401 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Upon completion of this course, students will be able to: 

1) understand fundamental concept of argumentation 

2) understand basic rules of policy debate  

3) acquire basic debate techniques 

 

授業の内容（Course Contents） 

This course will be a practical training, rather than a lecture-oriented class. Students will be required to participate in debate 

rounds in the class. The Course contents will include: 

1) methods of argumentation 

2) introduction to policy debate 

3) burdens of the affirmative and the negative 

4) judging debate 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Course introduction 

2. Basics of argumentation; Toulmin Model (claim/warrant/data)  

3. Foundamental theory of debate (including analysis of resolution/proposition) 

4. Extemporneous-debate 

5. Affirmative case establishment 

6. Negative case establishment 

7. Basic debate techniques (labeling, sign-posting, rebuttal, cross-examination, etc.) 

8. Practice debate 

9. Judging debate 

10. In-class debate and feedback 

11. In-class debate and feedback 

12. In-class debate and feedback 

13. In-class debate and feedback 

14. Summary 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students will be expected to read articles on topics related to the course prior to class. Students will be required to work in 

team and collaboratively make materials in preparation for in-class debate. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/Participation(40%)/Homework(30%) 

While debate is competitive in nature, students will not be simply graded on wins or losses. Peer evaluation among team-

members is partly applied. 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

Sheltered Course(Min.TOEIC:730) 
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■BT111 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BT111／経営と技術 

(Management and Technology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
～多様な事例を通じて～ 

担当者名 

（Instructor） 
張 輝(CHOH KI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この科目は，現代的企業経営における技術の重要性を認識し，企業が技術をどのように開発し，保護し，活用するのか，どのよう

に技術から競争的優位性を獲得するのか，イノベーションが求められるグローバル時代の技術戦略について，体系的に理解する

ことを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

今日のグローバル競争では，戦略的な新技術またはそれを生み出す力こそが企業の競争優位の源泉となりうる。また，新しく生

み出された技術は，容易に他社に模倣されてはならないので，保護することも併せて必要となる。さらに，新技術を持つだけでは

知らないうちに腐ってしまい経営の負担にならざるをえないことがあり，戦略的な活用が重要である。本授業では，技術経営

（MOT）論から，グローバル競争の時代における企業の技術戦略について，AIの実用化や IoTの普及などの進展にも留意し，多

様な事例をとり挙げながら，理論的に分析し講義を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. プロローグ 

2. 企業経営における技術戦略の位置づけ 

3. 開発① 新製品等の開発と顧客価値の変遷と創造 

4. 開発② 研究開発モデルの変化 

5. 開発③ コア技術戦略と持続的競争優位性 

6. 保護① 知的財産と経営 1～特許権 

7. 保護② 知的財産と経営 2～実用新案権 

8. 保護③ 知的財産と経営 3～営業秘密 

9. 活用① 今日における情報技術の日進月歩 

10. 活用② 技術によるビジネスモデルへの影響 

11. 活用③ 技術マーケティング， 技術移転 

12. イノベーションのジレンマ，多様性，本質 

13. グローバル競争におけるプラットフォーム，標準化 

14. エピローグ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業計画に沿って，授業内で別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/コメントカード兼出席票(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは使用しない。パーワーポイントの講義レジュメを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 延岡健太郎、2011、『MOT[技術経営]入門』1 版 9 刷、日本経済新聞社 (ISBN:978-4-532-13321-4) 

その他，授業内で参考となる文献を紹介する。  

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BT112 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
BT112／Argumentation and Debate 

担当者名 

（Instructor） 
シュールズ，Ｄ(SCHULES,DOUGLAS) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU2401 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Upon completion of this course, students will be able to:  

1)  analyze arguments from multiple perspectives 

2)  understand the importance the rhetorical context plays in argument development and delivery 

3)  deliver arguments in the format appropriate to policy debate 

 

授業の内容（Course Contents） 

This course will introduce students to methods of argumentation and their delivery through policy debate.  The course will 

cover the following topics: 

1)  methods of argumentation 

2)  introduction to policy debate 

3)  burden of the affirmative 

4)  burden of the negative 

5)  cross-examination 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Course Introduction:  What is an argument? 

2. Models of proof: What relationship is there between claims and evidence? 

3. Types of arguments:  What do people argue over? 

4. Models of proof: What relationship is there between claims and evidence? 

5. Types of Reasoning: What strategies for argument are there? 

6. Making the Affirmative Case 

7. Making the Negative Case 

8. Policy Debates What is the burden of proof for affirmative case? 

9. Policy Debates What is the burden of proof for negative case? 

10. Format and Structure: How are formal debates organized? 

11. Practice 

12. Debates 

13. Debates 

14. Debates 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students will be required read short articles on topics related to the course and complete homework assignments about these 

topics prior to class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Homework(25%)/Participation(25%)/Quizzes(25%)/Annotated Bibliogrpahy(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

None 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

Sheltered Course(Min.TOEIC:730) 
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■BT113 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
BT113／Marketing Communications and Penetrating the Japanese Market 

担当者名 

（Instructor） 
キャロライン(CAROLINE TAN) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU3101 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course aims to provide the core concepts and tools of Integrated Marketing Communications (IMC). Students will be 

exposed to how these are adopted in the Japanese market. Students will also get the opportunity to develop their analytical and 

logical skills as different cases and concepts are discussed.  

 

授業の内容（Course Contents） 

This course will be a hybrid of lectures, class discussions and case studies  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Course Introduction 

2. Consumer and Customer Journey 

3. The world of advertising 

4. Advertising design 

5. Advertising design 

6. Traditional and Alternative  

7. Midterm evaluation 

8. Digital Marketing I 

9. Digital Marketing II 

10. IMC Promotional Tools I 

11. IMC Promotional Tools II 

12. IMC Evaluation 

13. Final Group Presentation 

14. Final Group Presentation 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students are required to read the cases and assigned readings before class.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/Midterm Evaluation(30%)/Class participation(10%)/Group presentations(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

Textbook is not mandatory but recommended 

Clow, K. E. & Baack, D.. 2014. Integrated advertising, promotion, and marketing communications. (Pearson ISBN:9780273786986)  

 

参考文献（Readings） 

Additional readings will be advised in class accordingly and shared on Blackboard.  

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

Sheltered Course(Min.TOEIC:730) 
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■BT114 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BT114／イノベーション・マネジメント 

(Innovation Management) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
知識創造とイノベーション 

担当者名 

（Instructor） 
児玉 充(KODAMA MITSURU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS3200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

企業革新や製品・ビジネス開発のケースからイノベーションのメカニズムについて学び、理論的かつ実践的思考を修得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では社会人として日々のビジネスで必要とされる創造的かつ論理的思考と実践力の修得を目指す。このために、知識創

造とイノベーションという切り口から、IT・情報通信・家電・ゲーム・エレクトロニクス・半導体・工作機械・総合商社など様々な分野

における最新のビジネス課題を解説し、これら分野における最先端企業のイノベーションのケースを学ぶ。また本講義ではグル

ープワークによる新商品開発のビジネスモデル演習も行う予定である。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション（授業内容のアウトラインと成績評価などの説明） 

2. 知識力と人間力の形成 -イノベーションの重要性 

3. ビジネスプロフェッショナルと知識創造(Ⅰ)-知とイノベーション 

4. ビジネスプロフェッショナルと知識創造(Ⅱ)-知と組織戦略 

5. ビジネスプロフェッショナルと知識創造(Ⅲ)-知識戦略のダイナミクス 

6. ビジネスプロフェッショナルと知識創造(Ⅳ)-知とリーダーシップ 

7. ケーススタディ（１）- ブロードバンド＆携帯電話のビジネスイノベーション 

8. ケーススタディ（２）- ゲーム産業のイノベーション 

9. ケーススタディ（３）- コンピュータ産業のイノベーション 

10. ケーススタディ（４）- 工作機械産業のイノベーション 

11. ケーススタディ（５）- 半導体産業のイノベーション 

12. ケーススタディ（６）- 総合商社のイノベーション 

13. ケーススタディ（７）- 企業変革のイノベーション 

14. ビジネスモデル演習と総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業中に指示された課題に取り組むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/中間テスト(30%)/リアクションペーパー(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

毎回プリントを配付します。テキストは特に指定しません。 

 

参考文献（Readings） 

1. 児玉充、2010 年、『バウンダリーチームイノベーション』、翔泳社 (ISBN:978-4-7981-2053-9) 

2. 児玉充、2012 年、『知識創造のリーダーシップ』、中央経済社 (ISBN:978-4-502-69900-9) 

3. 大園・児玉・谷地・野中、2006年、『イノベーションの実践理論』、白桃書房 (ISBN:4-561-26455-8) 

4. 柴田・児玉、2009 年、『マネジメントアーキテクチャ戦略』、オーム社 (ISBN:978-4-274-20668-9) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BT115 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BT115／会計監査 

(Audit Accounting) 

担当者名 

（Instructor） 
高山 昌茂(TAKAYAMA MASASHIGE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS3300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

監査に関する基本的知識を修得するとともに、最近の企業にまつわる会計や監査事情について考察する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

会計監査は、企業が公表する財務諸表が、一定の会計のルールに沿って作成されており信頼できるものであることを、独立の職

業的専門家としての監査人が保証するものである。本講義では、監査に関する基本的知識や考え方について体系的に講義して

いく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 会計監査とその基本的役割 

2. 会計監査の現代的機能 

3. 金融商品取引法に基づく会計監査制度 

4. 会社法に基づく会計監査制度 

5. 職業監査と監査基準ならびに職業倫理 

6. 会計監査の進め方 その１ 

7. 会計監査の進め方 その２ 

8. 会計監査の進め方 その３ 

9. 会計監査の進め方 その４ 

10. 会計監査と不正への対応 

11. 監査意見と監査報告 

12. 監査意見の種類と諸問題 

13. 四半期レビュー 

14. 内部統制監査 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

必要に応じて指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/出席および授業参加度(30%) 

なお、単位修得のためには 70%以上の出席を必要とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 山浦久司、2015、『監査論テキスト』、中央経済社 

必要に応じて指示する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BT116 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BT116／税務会計 

(Tax Accounting) 

担当者名 

（Instructor） 
高山 昌茂(TAKAYAMA MASASHIGE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS3300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

企業会計（財務会計）の利益計算の基本構造を学び、法人税の課税所得計算との違いを理解することにより、企業利益および課

税所得の計算原理を修得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

税務会計とは、企業会計の利益計算を前提に、税法の規定に従って課税所得および税額を計算し、確定するための会計であ

る。本講義では、企業会計と関連させながら、法人が課税所得および税額を計算し、申告し、納税する一連の税務会計手続につ

いて体系的に講義していく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 税務会計総論 

2. 税務会計の基本構造(1)企業会計制度との関係について 

3. 税務会計の基本構造(2)申告納税制度・青色申告制度について 

4. 税務会計の計算構造(1)課税所得概念 

5. 税務会計の計算構造(2)益金 その１ 

6. 税務会計の計算構造(3)益金 その２ 

7. 税務会計の計算構造(4)損金 その１ 

8. 税務会計の計算構造(5)損金 その２ 

9. 税務会計の計算構造(6)損金 その３ 

10. 税務会計の計算構造(7)損金 その４ 

11. 税務会計の計算構造(8)その他の損益等 その１ 

12. 税務会計の計算構造(9)その他の損益等 その２（税効果会計） 

13. 国際課税の概要 

14. 税額の計算と申告納付 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

必要に応じて指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/出席および授業参加度(30%) 

なお、単位修得のためには 70%以上の出席を必要とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 谷川喜美江、2017、『入門税務会計』、税務経理協会 

必要に応じて指示する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BT117 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BT117／インベストメント 

(Investment) 

担当者名 

（Instructor） 
平木 多賀人(HIRAKI TAKATO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS3300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

履修者が、ファイナンス理論に基づいたインベストメント論の基礎を習得することを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では、現代ファイナンス理論に依拠したインベストメント論のファンダメンタルを学習内容として取り扱う。主なテーマは、

（１）金融・資本市場の動向や金融商品の取引、（２）証券投資における、リスク、リターンそしてポートフォーリオ理論、（３）資産評

価モデル、（４）市場効率性と行動ファイナンス、（５）債券投資などである。講義では、これらのテーマを順次解説していくとともに、

計算問題を通して基礎概念を適用し、応用への接近もはかる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：講義の概要を説明する。 

2. 金融市場の動向：現代の金融・資本市場の種類、制度、主要参加者について解説する。 

3. リスク、リターン、ポートフォリオ理論（１）：ファイナンスにおけるリスクとリターンの概念について解説する。 

4. リスク、リターン、ポートフォリオ理論（２）：リスク回避と分散投資のメリットについて解説する。 

5. リスク、リターン、ポートフォリオ理論（３）：現代ポートフォリオ理論について解説する。 

6. 資産評価モデル（１）：CAPM の導出と適用について説明する。 

7. 中間テスト 

8. 資産評価モデル（２）： CAPM 以外の評価モデルとオプションの基礎について説明する。 

9. 資産評価モデル（３）：オプションの価格理論について解説する。 

10. 市場効率性と行動ファイナンス（１）：市場効率性の概念について解説する。 

11. 市場効率性と行動ファイナンス（２）：市場効率性に対する異論としての行動ファナンスについて解説する。 

12. 債券（１）：債券投資における価格付け理論の基礎を解説する。 

13. 債券投資（２）：債券投資における重要な分析ツールを解説する。 

14. 期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各講義日の前までに、講義に使用するパワーポイントファイルをオンライン（SPIRIT)で入手できるようにする。授業にはそのパワ

ーポイントの内容を予習して参加することが必須となる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

期末テスト（授業内期末テスト）(40%)/中間テスト(30%)/小テスト（２回）(30%) 

出席は第２回以降毎回とり、最終グレード調整時に加味（最大５％加点）する。過度の欠席は調整時減点する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. ツヴァイ・ボディー、レックスス・ケイン、アラン・マーカス、2010、『インベストメント（上）』、マグロヒル・エデュケーション 

(4532605024,9784532605025) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BT118 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
BT118／Financial Statement Analysis 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Basic Fnancial Statement Analysis 

担当者名 

（Instructor） 
岡本 紀明(OKAMOTO NORIAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU3301 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Students will be able to demonstrate the use of some fundamental financial statement analysis techniques. 

 

授業の内容（Course Contents） 

In this course students learn various methods to read and analyze corporate financial statements. Real examples (actual 

corporate financial numbers) are used for comparing and analyzing corporate performances. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction (The outline of financial statements) 

2. Review of financial statements 

3. Learn how to use financial statements for short-term analysis① (Ch. 8 and handouts) 

4. Learn how to use financial statements for short-term analysis② (Ch. 8 and handouts) 

5. Learn how to use financial statements for short-term analysis③ (Ch. 8 and handouts) 

6. Learn how to use financial statements for long-term analysis① (Ch. 9 and handouts) 

7. Learn how to use financial statements for long-term analysis② (Ch. 9 and handouts) 

8. Learn how to use financial statements for long-term analysis③ (Ch. 9 and handouts) 

9. Review test 

10. Analysis of cash flows① (handouts) 

11. Analysis of cash flows② (handouts) 

12. Case study (DuPont analysis) 

13. Group/individual presentation and discussion 

14. Group/individual presentation and discussion 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students are expected to read the assigned textbook chapters or handouts before related class sessions. Preparation for final 

presentation is also necessary. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Final Presentation(25%)/Review Test(25%)/Class Participation(15%)/Assignments(35%) 

At my discretion, I may assign some work (e.g., quizzes or case studies) to be completed during or outside of the class. 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Wayne A. Label. 2013. Accounting for Non-Accountants 3rd ed.. Sourcebooks (ISBN:1402273045) 

 

参考文献（Readings） 

1. Thomas R. Ittelson. 2009. Financial Statements Revised and Expanded edition.. Career Press (ISBN:1601630239) 

2. Jae K. Shim, Joel G. Siegel, Nick Dauber, Anique A. Qureshi. 2014. Dictionary of Accounting Terms 6th ed.. Barrons 

Educational Series (ISBN:1438002750) 

3. Ciaran Walsh and Stuart Warner. 2015. 25 Need-to-Know Financial Ratios. Pearson Education Limited (ISBN:1292016399) 

4. Wayne A. Label and Cheryl K. Henderson. 2015. Study Guide and Workbook for Accounting for Non-Accountants. Solana 

Dreams Publishing Company (ISBN:0986099821) 

5. Elaine Henry, Thomas R. Robinson et al.. 2016. International Financial Statement Analysis 3rd ed.. Wiley (ISBN:8126564768) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 

Sheltered Course(Min.TOEIC:730) 
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■BT119 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BT119／グローバリゼーションと地域 

(Globalization and Area) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本、韓国、台湾、アラブ諸国における企業やビジネストレンド：比較 

担当者名 

（Instructor） 
アブーダリ(ABUDARI,MAZEN) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU3400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本科目では、日本、韓国、台湾及びアラブ諸国の各国を比較することにより、経済における企業の役割とビジネストレンドについ

て学ぶ事を目的とする。授業は主に、講読とディスカッションによって進める。各国経済における近年の構造変化を外観しなが

ら、日本、韓国、台湾及びアラブ諸国における企業の様々な成功事例を学び、受講生が将来ビジネスに役立てる事の出来る教

訓を習得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

様々な経済圏における近年の構造変化について学び、それら各地域においてビジネスを行う際のインパクトを考える。また、各国

及び世界市場においてビジネスを成功させるためにどのように影響するかを学ぶ。 

日本、韓国、台湾及びアラブ諸国における数多くのビジネスケーススタディに接する事で、それらの国々の市場や世界市場にお

いて企業が成功するためにどのような経営者が必要なのかを学ぶ。 

本科目は将来、企業経営を行い世界市場で成功しようとしている学生に向けて開講される。そのため、受講生は様々なビジネス

カルチャーに関連するディスカッションに積極的に参加し、十分なアカディミックスキルを求められる。 

授業は講読、講義、ディスカッション、及びグループ発表から構成される。受講生はそれぞれの国際経験を共有し、最近のビジネ

ストピックを分析し、グループ発表を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. アジア諸国の社会文化比較 

3. グローバリゼーションと企業戦略 

4. 日本の経済発展 

5. 日本のケーススタディ（トヨタ、ソニー） 

6. 韓国の経済発展 

7. 韓国のケーススタディ(Hyundai, Samsung) 

8. グループプレゼンテーション 

9. 台湾の経済発展 

10. 台湾のケーススタディ (TSMC, Acer) 

11. アラブ諸国の経済発展 

12. アラブ諸国のケーススタディ（Dubai Holding, Aramco, Aramex） 

13. 外国為替市場 

14. レポート提出締切 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業中に指示をする 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

クラス内の活動(25%)/プレゼンテーション(35%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

二回以上の無断欠席は減点の対象となる 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Charles W. L.Hill, Chow Hou Wee, Krishna Udayasankar. 2011. International Business: An Asian Perspective. McGraw Hill 

2. Iyanatul I. and Chowdhury A.. 1997. Asia Pacific Economies: A Survey. Routledge 

3. William Nickels and James McHugh and Susan McHugh. 2015. Understanding Business. McGraw Hill 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■BT120 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
BT120／コミュニケーション・リサーチ 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
質的・量的研究法の基礎 

担当者名 

（Instructor） 
菅野 遼（KANNNO RYO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester)  

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU3401 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経営学を含む人文社会学の学術領域を探求する上で必要不可欠となる質的・量的研究の基礎的手法や理論的方法論を学習

し、それによって論理的思考や社会的事象を批判的かつ多角的に捉える視野を養うことを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では、人文社会学における多種多様な研究法や理論的方法論を紹介する。また、卒業論文の執筆やその他の研究活動

へ向けて実践的で基礎的な知識・技術・経験を得るために、資料検索や文献リストの作成の仕方なども学習する。授業は基本的

に、レクチャーとディスカッション、グループワークなどで構成される。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 研究法とは何か 

3. 研究法（１）：テクスト解釈学／ドラマティズム／言説分析 

4. 研究法（２）：エスノグラフィー／フィールドワーク 

5. 実例（１）：図書館／アーカイヴ／資料検索 

6. 実例（２）：引用／参照／体裁 

7. 研究法（３）：記号論／構造主義 

8. 研究法（４）：マルクス主義／権力批判理論 

9. 実例（３）：トゥールミン・モデル／帰納法・演繹法・論理的思考 

10. 実例（４）：インタビュー／サンプリング／アンケート／社会実験 

11. 研究法（５）：ポスト構造主義／ポストモダニズム 

12. 研究法（６）：フェミニズム／人種理論／ポストコロニアリズム 

13. 実例（５）：論文の構造 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の課題は授業スライドやメーリングリスト等で告知の予定。各回 2〜3 時間は確保のこと(グループワークのため日時調整が 

必要な場合もある)。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業での発表、討議、質疑応答(30%)/グループワークの成果(30%)/毎回の授業で課される提出課題(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. プシュカラ・プラサド、2018、『質的研究のための理論入門』、ナカニシヤ出版 (ISBN:9784779512230) 

 

参考文献（Readings） 

1. Wayne C. Booth, et al.. 2016. The Craft of Research, The Fourth Edition . The University of Chicago Press (ISBN:978-0-226-

23973-6) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BT121 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BT121／マーケティング・セオリー 

(Marketing Theory) 

担当者名 

（Instructor） 
有馬 賢治(ARIMA KENJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS4100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

マーケティングの基礎的概念の再検討を通じて、現代のマーケティング課題について考える力を身につける。また、マーケティン

グをベースとした批判的思考能力、応用的思考能力を身に付ける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

マーケティングの基礎理論が習得されていることを前提とし、マーケティングの基本的考え方、応用方法を理論的に検討する。既

存理論をただ鵜呑みにするのではなく、概念の意味内容の検討や実際の企業活動を想定しながら、マーケティングが実践できる

ように思考する方法を身に着けることを目的として講義を展開する。 

なお、本講義は大学院修士課程の講義としても展開されるものであるので、相応の学習能力が求められる。履修者には、積極的

な予習と授業内での発言が期待される。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション、講義の目的、授業の進め方、身近なトピックの紹介 

2. マーケティング研究の特徴 

3. マーケティングの学説史 

4. 市場の定義 

5. マーケティングの研究枠組み 

6. 戦略の定義 

7. マーケティング環境 

8. 全社戦略 

9. マーケティング・ミックスの批判的考察 

10. マーケティング・ブレンド 

11. マーケティング・モジュール 

12. サービス財の認識方法 

13. コミュニケーション 

14. 筆記試験 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で指示する。 

本講義は大学院修士課程の講義としても展開されるものであるので、相応の学習能力が求められる。履修者には、積極的なテ

キストの予習が期待される。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/授業内リアクションペーパー(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 有馬賢治、2006 年、『マーケティング・ブレンド』、白桃書房 (ISBN:ISBN4-561-66155-7) 

 

参考文献（Readings） 

授業内で適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

大学院初級レベル（4 年次生履修推奨） 
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■BT123 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BT123／リテイル・マーケティング 

(Retail Marketing) 

担当者名 

（Instructor） 
馬塲 正実(BABA MASAMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS3100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

私たちの生活の身近にある小売業の経営やビジネスモデルについて体系的に学習することを通じて、論理的な思考力や洞察力

を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ここ数年、わが国の小売業を取り巻く経営環境はドラスティックに変化している。本講義では、小売業の役割や構造的特徴をふま

えた上で、その担い手である小売業者（百貨店、スーパー、コンビニエンスストア、専門店）のマーケティングについて、事例を交

えながら学習する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：小売業の社会的役割 

2. 小売業とはどのような産業か（1）：小売業の構造的把握 

3. 小売業とはどのような産業か（2）：小売業の諸形態 

4. 小売業の諸形態(1)：百貨店 

5. 小売業の諸形態(2)：スーパーマーケット 

6. 小売業の諸形態(3）：コンビニエンスストア 

7. 小売業の諸形態(4)：専門店 

8. 小売業の諸形態(5)：ネット小売 

9. 小売経営におけるマーチャンダイジング(1)：経営戦略・事業戦略 

10. 小売経営におけるマーチャンダイジング(2)：MD 設計・商品開発・生販コントロール 

11. 小売経営におけるマーチャンダイジング(3)：販売・顧客管理・プロモーション 

12. ケーススタディ（1） 

13. ケーススタディ（2） 

14. 総括と展望 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習・復習については各回に指定します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業の中で必要に応じて、適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BT124 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BT124／流通システム論 

(Macro Marketing) 

担当者名 

（Instructor） 
馬塲 正実(BABA MASAMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

モノやサービスの生産と消費をむすぶ「流通」について、理論と現実の両側面から学習することを通じて、論理的思考力を身につ

ける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

流通システムとは、生産と消費の間のへだたりを解消するための仕組みである。本講義では、身近な事例やデータ等を示しなが

ら、日本や世界各地の流通システムの現状について考察する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：流通の社会的役割 

2. 流通システムとは何か 

3. 流通機能(1)：所有権の流れに関する機能 

4. 流通機能(2)：財の流れに関する機能 

5. 流通機能(3)：情報の伝達に関する機能 

6. 流通における垂直統合と分業 

7. 消費者と流通 

8. 生産者と流通 

9. 流通業の品ぞろえ戦略 

10. サプライチェーン・マネジメント：ファッション産業の企業戦略 

11. 流通システムとデジタル化：オムニチャネル 

12. ケーススタディ（1） 

13. ケーススタディ（2） 

14. 総括と展望 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習・復習については各回に指定します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業の中で必要に応じて、適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BT125 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／サービス・マーケティング 

(Service Marketing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
サービス・マーケティングの基礎知識を理解する 

担当者名 

（Instructor） 
鶴見 裕之(TSURUMI HIROYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者がサービス・マーケティングの基礎知識を理解し、サービス・マーケティングの様々な事例について分析出来るようになる

ことを目標に講義を実施します。 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本の（広義）サービス産業の国内総生産シェアは 7 割を超えています。サービス産業の生産性向上は国内経済の成長の鍵を

握っているテーマです。この観点から今後、サービス・マーケティングはより重要性を増してゆくと考えられます。本講義では授業

と受講者間のディスカッションを通じて、受講者がサービス・マーケティングの基礎知識を理解し、サービス・マーケティングの様々

な事例について分析出来るようになることを目指します。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. サービスの基礎知識 

3. サービスの基礎知識 

4. マーケティングの基礎知識 

5. マーケティングの基礎知識 

6. サービス・マーケティングとは 

7. サービス・マーケティングとは 

8. 外部環境マーケティングとは 

9. 外部環境マーケティングとは 

10. 内部環境マーケティングとは 

11. 内部環境マーケティングとは 

12. インタラクティブ・マーケティングとは 

13. インタラクティブ・マーケティングとは 

14. 事例分析 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

1.日頃から経営、経済に関するニュースに目を通しておいて下さい。 

2.ほぼ毎週「授業外課題」を課します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/計 4 回のレポート(20%)/中間テスト(10%)/授業外課題(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

第 1 回講義の際に第 1 回レポート課題を告知する（提出期限は 2 週間なので第 1 回講義欠席者は Blackboardなどを必ず確認

すること）。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 74 - 

■BT126 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BT126／消費者行動論 

(Consumer Behaviour) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
消費者心理を捉えたマーケティングの実践 

担当者名 

（Instructor） 
岩下 仁(IWASHITA HITOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS3100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

マーケティング論の中でも特に消費者行動と消費者心理について、身近な事例をとりあげながら、その基本的な理論や枠組みを

習得することを目標としている。 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業内容は、消費者の心理がどのようなものなのかを学ぶことにある。従って、心理学を中心とした理論的視点から消費者行動

がどのようになっているか、身近な事例を取り上げながら、講義を進めていく。その際には、マーケティング論やブランド論など、

本講義と隣接する科目との関係にふれる事でバランスのとれた内容とする予定である。 

また、学生から一定の要望があった場合、消費者行動論に携わるビジネス・パーソンをゲスト・スピーカーとしてお呼びする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション、本講義の全体像と流れ 

2. 消費者が受ける影響要因、消費者の個人特性 

（消費者個人による消費行動の違い） 

3. 消費者の関与 

（消費者によるこだわりの源泉とは何か） 

4. 消費者の問題認識、欲求、動機 

（消費者が購買に至る原点とは何か） 

5. 消費者による学習 

（消費者はなぜ、いつの間にか商品名やブランドを記憶するのだろうか） 

6. 消費者の知識と記憶 

（消費者は頭の中で、どのように商品やブランドを蓄積するのか） 

7. 消費者の知覚 

（五感で捉える消費者心理、感覚マーケティングの世界） 

8. 消費者の態度 

（消費者の商品やブランドに対する好ましさとは何か） 

9. 消費者の感情と気分 

（感情や気分から影響を受ける購買行動） 

10. 消費者が他者や集団、文化から受ける影響 

（クチコミやトレンド、行列などの外部要因から消費者が受けるインパクト） 

11. 消費者の情報探索と選択肢、購買前後の評価 

（消費者は、購買時にどのようなプロセスで商品に手を伸ばすのか） 

12. 消費者とブランド① 

（消費者にとって優れたブランドの条件とは何か） 

13. 消費者とブランド② 

（消費者にとって、優れたブランドを創造するためのセオリ） 

14. ゲスト・スピーカーによる、ビジネスで実践される消費者行動の論理 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講義前に、平久保仲人『消費者行動論』（ダイヤモンド社 2005年）を読んでおくと、理解がより深まると思います。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/出席およびリアクションペーパー(40%) 

リアクションペーパーに優れた解答を記述した学生には、さらに加点を行います。 

 

テキスト（Textbooks） 

使用する教材については全て、講義前に Blackboard上にアップします。そのため、テキストの購入は必要ありません。 
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参考文献（Readings） 

1. 田中洋、2008、『消費者行動論体系』、中央経済社 

2. 青木幸弘ほか、2012、『消費者行動論―マーケティングとブランド』、有斐閣アルマ 

3. 平久保仲人、2005、『消費者行動論』、ダイヤモンド社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

講義の後半には、ビジネス界で活躍する実務家をゲストスピーカーとしてお呼びする予定です。 

 

ＨＰやアドレス等については、以下をご参照ください。 

http://hyoka.ofc.kyushu-u.ac.jp/search/details/K005000/index.html 

 

注意事項（Notice） 
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■BT127 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BT127／マーケティング・コミュニケーション 

(Marketing Communications) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
広告～統合マーケティング・コミュニケーション 

担当者名 

（Instructor） 
井上 一郎(INOUE ICHIROU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS3400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

広告などマーケティング・コミュニケーションの基礎知識から，統合マーケティング・コミュニケーションの概念まで包括的に理解す

ることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では，広告，PR，プロモーションなどマーケティング・コミュニケーションの個別理論とプランニングの実際までを学ぶ。講義

は，パワーポイントと事例の映像などを使って行う。適時専門分野のゲスト講師を招聘する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. マーケティング・コミュニケーション（以下 MC）の導入 

2. マーケティング戦略の基本と MC の位置づけ 1 

3. マーケティング戦略の基本と MC の位置づけ 2 

4. 広告など MC の種類と定義 1：PR～広告 

5. 広告など MC の種類と定義 2：広告 ～プロモーション 

6. 広告など MC の種類と定義 3：プロモーション 

7. 広告／コミュニケーション産業 

8. マーケティングコミュニケーション実務の実際 1【ゲスト講師】 

9. マーケティングコミュニケーション実務の実際 2【ゲスト講師】 

10.  消費者インサイトをいかに捉えるか 

11. コミュニケーション・デザイン 1：いかにして有効なメディア，顧客接点を選択するか 

12. メディア接触データと広告接触指標 

13. コミュニケーション・デザイン 2：どのように伝えるか（プランニングフレーム） 

14. コミュニケーション・デザイン課題、総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外に行うミニ課題を課す。（2 回） 

授業時間以外にも積極的にマーケティングコミュニケーション事例を観察すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/ミニ課題(20%)/講義内の質問＆リアクションペーパー(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 石崎徹編著、2016、『わかりやすいマーケティング・コミュニケーションと広告』、八千代出版 (ISBN:9784842916712) 

井上が作成したパワーポイントテキストをメインに使用します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 恩藏直人ほか、2011、『R3 コミュニケーション』、宣伝会議 (ISBN:9784883352524) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

井上が作成したパワーポイントテキストの抜粋版をブラックボードにアップします。 

 

注意事項（Notice） 
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■BT131 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
BT131／Business Negotiation 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
The Basics and Beyond 

担当者名 

（Instructor） 
オコーナー, W(O'CONNOR,WILLIAM) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU3401 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Students will learn the basics of principled negotiations, as realized in both business and diplomatic settings. An emphasis will 

be placed on the former. 

 

授業の内容（Course Contents） 

The course will present the essentials of what is often referred to as the "Harvard Method," as well as findings gleaned from 

the fields of psychology, international relations, and cross-cultural studies as they relate to negotiations. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. The Basics, Part 1 

2. The Basics, Part 2 

3. The Basics, Part 3 

4. Psychological Manipulation Techniques, Part 1 

5. Psychological Manipulation Techniques, Part 2 

6. Psychological Manipulation Techniques, Part 3 

7. Cross-Cultural Negotiations, Part 1 

8. Cross-Cultural Negotiations, Part 2 

9. Dirty Tricks, Part 1 

10. Dirty Tricks, Part 2 

11. Deception, Part 1 

12. Deception, Part 2 

13. Cryptography 

14. Written Test 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students are expected to be relatively well informed with respect to current events, especially with respect to business and 

politics. No textbook is required. The teacher will convey most of the information through a series of PowerPoint lectures, 

newspaper articles, and film clips. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Test(40%)/In-class Report(40%)/Participation(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

None 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

Sheltered Course(Min.TOEIC:730) 
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■BT133 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BT133／オーガニゼーション・リサーチ 

(Organization Research) 

担当者名 

（Instructor） 
村上 善紀(MURAKAMI YOSHIKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS4200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

組織を対象とした事例及び実証研究を行う際の基礎を、学術論文の輪読を通じて学ぶ。論文の読み方を学び、そこから自身の研

究に行かせるようなヒントを得ることを目標としたい。 

 

授業の内容（Course Contents） 

組織研究に関する学術論文を、毎回 1,2 編ずつ輪読する。取り上げる論文は受講生と相談の上最終決定するが、例えばクレイト

ン・クリステンセン、リチャード・バーゲルマン、レベッカ・ヘンダーソンなど、経営やイノベーションと組織の双方に立脚した実証研

究に関する論文を中心に取り上げる予定である。 

受講生は毎回論文に関するレジュメを提出し、順番に当てながら理解の確認を行う。その後に、当該論文の長所、改善点、研究

上の貢献などについて議論する。論文中の統計手法の細かい解説などはしないので、各自きちんとしらべてくること。要求水準は

高いので覚悟して履修してほしい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 輪読 

3. 輪読 

4. 輪読 

5. 輪読 

6. 輪読 

7. 輪読 

8. 輪読 

9. 輪読 

10. 輪読 

11. 輪読 

12. 輪読 

13. 輪読 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前に内容をすべて予習し、日本語で要約レジュメを作って提出すること 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業中の発表、ディスカッション(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

4 年生も履修可能であるが、原則毎回の出席を要求しそれが単位取得の条件になるので、就職活動などで出席できない可能性

がある場合は履修しないこと。 

 

注意事項（Notice） 

大学院初級レベル（4 年次生履修推奨） 
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■BT134 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BT134／ビジネス・ケーススタディ 

(Business Case Study) 

担当者名 

（Instructor） 
村上 善紀(MURAKAMI YOSHIKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS4200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ビジネス・ケース執筆者のためのケース執筆の支援を行う。 

卒論執筆をする学部 4 年生を対象としているが、大学院との共同科目なので、厳しい講義であることを覚悟してきてほしい。 

 

授業の内容（Course Contents） 

方法論としてのケース・スタディの基礎を学んだ上で、ケースディスカッションなどを通じて、自ら作成するケースについて考える。

具体的には以下の通り行う。 

１．ケース・スタディに関する基本的な文献の輪読 

２．既存のケースを用いたディスカッション 

３．既存のケースの分析 

４．作成するケースの対象企業・内容の検討 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. ケースディスカッション（教員指定） 

3. ケースディスカッション（教員指定） 

4. 振り返り 

5. ケースディスカッション（学生発表） 

6. ケースディスカッション（学生発表） 

7. ケースディスカッション（学生発表） 

8. ケースディスカッション（学生発表） 

9. ケースディスカッション（学生発表） 

10. ケースディスカッション（学生発表） 

11. ケースディスカッション（学生発表） 

12. ケースディスカッション（学生発表） 

13. ケースディスカッション（学生発表） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

ケースの読み込みと、ケースの探索を事前に行ってくること 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業中の発表、ディスカッション(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

その都度、指定する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

4 年生も履修可能であるが、原則毎回の出席を要求しそれが単位取得の条件になるので、就職活動などで何度も出席できない

可能性がある場合は履修しないこと。 

 

注意事項（Notice） 

大学院初級レベル（4 年次生履修推奨） 
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■BT143 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BT143／財務会計 

(Financial Accounting) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
財務会計に関する基礎的知識の習得 

担当者名 

（Instructor） 
岡本 紀明(OKAMOTO NORIAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 本講義の履修者が、財務会計に関する基礎的な概念及び理論を理解するとともに、主要な会計基準の概要を学び、自らの言

葉で説明できるようになることを目標とします。また、財務会計の現代的課題に興味を持ち、意見を提示できるようになることを期

待します。  

 

授業の内容（Course Contents） 

 財務会計は、企業のビジネス活動の結果を映し出す会計情報を作成して外部に伝達する制度であり、社会の様々なところで重

要な役割を果たしています。本講義は、財務会計の基本的な理論・概念ならびに制度を体系的に理解することを目的とします。

複雑な会計処理を学ぶ前に、背後にある会計原則や会計理論を学習しておくことは、その後の理解に役立ちます。本講義では、

基礎理論に加えて、主として貸借対照表に関連するトピックを取り上げます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 財務会計の意義と役割 

2. 会計制度の枠組みと国際財務報告基準（IFRS） 

3. 財務会計の概念フレームワーク 

4. 各財務諸表の概要 

5. 資産の会計（1）現金預金と金銭債権 

6. 資産の会計（2）株式や債券などの有価証券 

7. 資産の会計（3）商品や製品といった棚卸資産 

8. 資産の会計（4）有形固定資産 

9. 資産の会計（5）無形固定資産 

10. 中間確認テスト・負債と純資産の会計 

11. 負債の会計（1）リース会計 

12. 負債の会計（2）引当金と退職給付債務 

13. 純資産の会計 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 中間確認テスト及び最終テストにむけての復習が必要であり、最終レポートの作成にも講義外での情報収集・分析がで求めら

れます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/最終レポート(Final Report)(15%)/中間確認テスト(15%)/提出物・各種クイズ(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特定のテキストは指定しません。毎回プリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 桜井久勝・須田一幸、2017、『財務会計・入門 第 11 版』、有斐閣 (ISBN:978-4641220973) 

指定されている参考書以外でも、財務会計に関する基本書を購入しておくと学習に役立ちます。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BT144 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BT144／ｅビジネス＆マーケティング 

(e-Business and Marketing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

ビジネス社会におけるインターネット活用やマーケティングの実態を、最新トレンドと事例

の両面から学び、自らの考え方を培う 

担当者名 

（Instructor） 
大嶋 淳俊(OSHIMA ATSUTOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS3100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

情報化社会の流れの中でのｅビジネスおよびマーケティングの動向や特性について、具体的な事例を通して理解する。それによ

り、就職活動や将来の仕事など、自らのビジネスキャリアを高めていくために役立てる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

情報化社会の変遷やｅビジネスの基本を踏まえた上で、ｅビジネスの新潮流の主な要因やマーケティングの革新等について解説

する。また、先進企業の事例研究などを交えて、人工知能（AI）やロボティクスなど、最新のトレンドについて紹介する。なお、必要

に応じてグループ演習も行う。 

さらに、ｅビジネスやマーケティングの先進企業からゲストスピーカーを招いて特別講義を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション ～情報化社会のビジネスとマーケティングの捉え方～ 

2. 情報化社会の現状とインターネット 

3. IT政策と IT産業の動向、ロボット、人工知能（ＡＩ） 

4. e ビジネスの基本 

5. モバイル&スマート 

6. クラウドコンピューティング 

7. ソーシャルメディア 

8. ビッグデータ、IoT 

9. 情報セキュリティ 

10. ゲストスピーカー 

11. マーケティングの基本 

12. インターネットによるマーケティングの革新 

13. ｅビジネスの新領域への拡がり 

14. グループワーク、発表会 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

ｅビジネスやインターネット・マーケティングの最近の動きについて自らアンテナをはっておいてください。 

本講義用のテキスト『ｅビジネス&マーケティングの教科書＜第二版＞』（学文社）の各講義の該当章を事前に読んで、講義に出

席してください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/レポート等の提出物（課題）・出席・リアペ(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 大嶋淳俊、2016、『ｅビジネス&マーケティングの教科書～ 情報化社会におけるビジネスの捉え方 （ビジネスからみた情報活

用学）＜第二版＞』、学文社 (ISBN:978-4762026102) 

『ｅビジネス&マーケティングの教科書＜第二版＞』は、本講義用に執筆したテキストです。本書の各章ごとに、毎回講義を行う予

定です。第 1 回講義から毎回持参してください。 

 

参考文献（Readings） 

1. 大嶋淳俊、2012、『情報活用学入門～情報化社会の「攻め方」・「守り方」～（情報リテラシーを超えて）』、学文社 (ISBN:978-

4762023118) 

講義で参考となるレポート、記事、テレビ番組、デジタルコンテンツ等を紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

総務省『情報通信白書』各年版 

http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ 
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注意事項（Notice） 
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■BT148 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／社会調査実習 

(Practice of Social Survey) 

担当者名 

（Instructor） 
朝岡 誠(ASAOKA MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS3820 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会調査の理論を概観するとともに，仮説の構築や質問紙の設計など，社会調査の技法を理解する。調査の企画・設計からデ

ータの収集・分析に関する具体的な方法などを身につけ，量的調査をはじめとした科学的な社会調査の理論と方法について理解

することで，独力で適切な調査のデザインができるようになることを目標とする。各自の研究活動の基礎となる事実認識のための

データ収集の技術を身につけ，調査リテラシーを身につけることをねらいとする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

基本的には技法に関する解説が中心となるものの，受講人数の多寡に応じて適宜質疑応答やディスカッションなども交える。受

講生が授業を通じて得た知識をもとに調査の企画を立てることを最終的な課題とし，各自の研究テーマについて，調査研究（社

会調査に基づく研究）を行うとした場合にどのような仮説が立て得るのか，そのときどのような調査実施計画を立てるべきか，など

を考える。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 社会調査とは何か：概説，目的，歴史 

2. 社会調査の類型と一般的手順 

3. 研究と調査課題：仮説の作り方 

4. 受講生による調査プラン発表（中間報告） 

5. 標本調査の理論と実際：設計と抽出方法 

6. 質問紙調査の方法：質問紙の構成とフロー 

7. 質問紙調査の方法：質問のワーディング 

8. 質問紙調査の方法：選択肢の設け方 

9. 調査の実施方法 

10. データの作成・集計・分析：基礎的集計，統計的な分析の基礎，結果のまとめ方 

11. 質的な調査：意義と方法，種類と事例，記述と説明 

12. インタビュー法：類型，実施方法，結果の整理 

13. さまざまなフィールドワーク：類型と事例，記述・説明・解釈 

14. 受講生による調査プラン発表 

15. コーディングガイドの作成     

16. エディティング     

17. データ入力     

18. 統計ソフトの利用／データハンドリング     

19. 統計分析の確認と実践（１） 記述統計     

20. 統計分析の確認と実践（２） クロス集計表とカイ二乗分析     

21. 統計分析の確認と実践（３） 平均値の差の検定     

22. 統計分析の確認と実践（４） 相関分析と多変量解析     

23. 統計分析の確認と実践（５） 重回帰分析     

24. 報告書の作成（１） 統計データのまとめ方        

25. 報告書の作成（２） プレゼン資料の作成     

26. 報告書の作成（３） プレゼンテーションの実施１     

27. 報告書の作成（４） プレゼンテーションの実施２     

28. 報告書の作成（５） 調査報告書の作成     

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業期間の提出物や，期末レポートの提出には，Blackboardを利用する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

小提出課題(30%)/プレゼンテーション／ディスカッション(30%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

出席回数ではなく、授業内で数回行うプレゼンテーションの内容を重視する。 

 

テキスト（Textbooks） 
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特に指定しない。Blackboardにて配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 轟 亮 (編集), 杉野 勇 (編集)、2017、『入門・社会調査法〔第 3 版〕: 2 ステップで基礎から学ぶ』、法律文化社 (ISBN:978-

4589038173) 

2. 大谷信介ほか編、2005、『社会調査へのアプローチ [第 2 版]』、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-4623066544) 

3. 鈴木淳子、2016、『質問紙デザインの技法[第 2 版]』、ナカニシヤ出版 (ISBN:978-4779510755) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BT151 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BT151／管理会計 

(Managirial Accounting) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
コスト・マネジメントの基本を学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
倍 和博(BAI KAZUHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

管理会計の基礎となるコスト・マネジメントの仕組みと計算方法を理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

企業経営においてはマネジメントに関わるさまざまな意思決定が求められるが，計算や分析を通してコストを予測しながら具体的

な方針を決定しなければならない。本講義では，管理会計を理解するために必要不可欠となるコスト・マネジメントの手法を学習

するとともに，企業経営における管理会計の重要性について解説する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 管理会計とは何か 

3. 管理会計とコスト・マネジメント 

4. 材料費計算 

5. 労務費計算 

6. 経費計算 

7. 直接費と間接費 

8. 間接費の配賦 

9. コスト・マネジメントの手法 

10. ＡＢＣとＡＢＭ 

11. コスト・コントロールの体系 

12. コストマネジメントと意思決定 

13. ＣＳＲ活動とリスクマネジメントの関係 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各回で指示された資料には必ず目を通しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

中間確認テスト(40%)/最終確認テスト(40%)/出席および授業参加度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義資料を使用する予定である。また，必要に応じて，適宜，資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 櫻井通晴，伊藤和憲編著、2017 年、『ケース 管理会計』、中央経済社 (ISBN:978-4502246418) 

2. 岡本清，廣本敏郎編著、2017 年、『検定簿記講義/2 級工業簿記〔平成 29 年度版〕』、中央経済社 (ISBN:978-4502895531) 

適宜，資料を配布する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BT161 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
BT161／Marketing Management in Japan 

担当者名 

（Instructor） 
キャロライン(CAROLINE TAN) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU2101 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The Marketing Management course will provide the basic concepts, theories and methods; the necessary building blocks in 

understanding marketing. This course has three main objectives. The first is to help students understand how organizations in 

Japan create value in their practice of marketing. Primary emphasis is placed on marketing management in Japan with emphasis 

on branding, consumer behavior, segmentation and positioning, the marketing mix variables, distribution and communications. We 

will also be looking at different case examples ranging from Japanese corporations to Multinationals in Japan. Students will 

develop an understanding of marketing practice through extensive readings and class lectures.  The second objective is to 

develop students’ ability to think analytically and strategically in addressing marketing problems.  Finally, students will acquire 

the skills in analyzing and applying decision tools and the know-how of analyzing business situations and developing marketing 

plans as well as perform marketing research. 

 

授業の内容（Course Contents） 

This course is focusing on marketing management in Japan with emphasis on branding, consumer behavior, segmentation and 

positioning, the marketing mix variables, distribution and communications. We will also be looking at different case examples 

ranging from Japanese corporations to Multinationals in Japan. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction to the course, expectations and grading. 

Situational Analysis and Value Creation 

2. Micro environment Analysis 

3. Macro environment Analysis 

4. Segmentation, Target and Positioning 

5. B2C 

6. Mid term test 

7. B2B 

8. Pricing 

9. Branding 

10. Marcom 

11. Social Marketing and Cause Marketing 

12. Sustainable & Green Marketing 

13. Final Presentation 

14. Final Presentation 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Reading assignments will be advised during class (and also announced on Blackboard) and students are expected to read before 

coming to class. 

Discussions will also be held and students are expected to formulate and debate their ideas (per the reading assignments and 

assigned classes). 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Class Participation(20%)/Midterm Test(40%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

Materials will be provided over Blackboard respectively. 

 

参考文献（Readings） 

Materials will be provided over Blackboard respectively. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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This is a tentative schedule and subject to change. Changes will be communicated in class accordingly.  

 

注意事項（Notice） 

Sheltered Course(Min.TOEIC:730) 
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■BT162 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
BT162／Global Innovation Management 

担当者名 

（Instructor） 
フォウラー，Ｒ(FOWLER RANDY) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU2201 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Innovation is a crucial ingredient both for the success of organizations and for the prosperity of national economies. This course 

exposes students to the latest research on this subject, covering the creation of innovation, managing innovation, and disbursing 

it across subsidiaries and national boundaries (knowledge transfer). Students will be well-equipped with the latest findings to 

assist them in their international business careers, where global innovation is often a crucial component of organizational 

success. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Lectures will provide students with the latest research on innovation management and give them tools for facilitating and 

managing innovation across national boundaries. Students will be encouraged to generate ideas of their own and roleplay the 

management of these ideas in the international marketplace.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. Creating Innovation   

3. Creating Innovation (II) 

4. Creating Innovation (III) 

5. Managing Innovation 

6. Managing Innovation (II) 

7. Managing Innovation (III) 

8. Disbursing Innovation  

9. Disbursing Innovation (II) 

10. Global Collaboration 

11. Presentation Preparation 

12. Group Presentations 

13. Group Presentations (II) 

14. Final Test 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students must read any assigned cases and articles before class, and be prepared to discuss them. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Final Test(40%)/Group Presentation(35%)/Class Participation(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

None 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

Sheltered Course(Min.TOEIC:730) 
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■BT163 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
自動またはその他／International Business-A 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Introduction to Global Business 

担当者名 

（Instructor） 

フォウラー，Ｒ(FOWLER RANDY) 

西原 文乃(NISHIHARA AYANO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU2001 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
国際経営学科２年次生：自動登録（それ以外は「その他」登録） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Students will learn the fundamentals and significance of global business environment, and examine how governments and legal 

systems and financial environment affect international business. They will apply the basic concepts of international business 

strategy and marketing strategy to firms entering new markets. IB-A and IB-B are to be taken concurrently. A shared group 

project forms a major part of these two courses. 

 

授業の内容（Course Contents） 

“International Business A" (IB-A) and“International Business B" (IB-B) will introduce global business concepts and require 

students to apply these theories to real-life companies. IB-A and IB-B will be run entirely in English but at a “basic” level. 

IB-A and IB-B courses will combine teaching and assessment and will be taught effectively as a 4-credit course. IB-A is 

scheduled for Tuesday and IB-B for Friday, delivered effectively as one course. A shared group project forms a major part of 

International Business A and B. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. National differences and global business environment 

2. Trade and government intervention 

3. Trade and government intervention and workshop 

4. Foreign direct investment 

5. The foreign exchange market 

6. Hedging foreign exchange risk 

7. Mid-term test and review 

8. International business strategy 

9. International production and location 

10. International market entry strategies 

11. International marketing strategies and workshop 

12. Project presentations 

13. International business ethics and topics 

14. Final test and review 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Notes posted on the web. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Midterm Test(25%)/Final Test(25%)/Group Project(35%)/Workshop and Participation(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Charles Hill. 2016. Global Business Today. McGraw Hill (ISBN:9780078112911) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Students returning from exchange/study abroad must notify the instructor via e-mail of their intention to enroll during the first 

week of the semester. All students are also expected to abide the Rikkyo University College of Business Pledge 

 

注意事項（Notice） 

Adjunct Course(Min.TOEIC:550) 
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■BT164 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／国際経営論 

(International Business) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
企業は多様な国々とどう向き合うか 

担当者名 

（Instructor） 
尾﨑 俊哉(OZAKI TOSHIYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU2000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
国際経営学科２年次生クラス 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１）企業が国際化する，とはどのようなことかについて知る 

２）企業の国際化を分析するために必要な，理論的枠組みを学ぶ 

３）国の違い（National Difference）と企業の戦略との間に，どのような関係があるかについて理解する 

 

授業の内容（Course Contents） 

企業が海外に進出するとは，どのようなことなのか。海外に進出しない企業でもグローバル競争に巻き込まれるのは，なぜなの

か。私たちが，旅行で海外へ行くのと，仕事で行くのとでは，なにがどう違うのか。国際経営と国内経営は何が，なぜ，どう違うの

か。ビジネスにとって，国の違いのどのような点が問題となるのか。 

これらの疑問をきっかけに，国際経営について，具体的な事例と理論的な枠組みを広く学びながら，考える。ビジネスがグローバ

ル化するとは，どのようなことなのか，また，ビジネスを国際的に展開するために何が必要か，について，具体的な事例と理論的

な枠組みを広く学びながら，考える。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに：経営とはなにか？国際経営論の前提としての「経営戦略論」 

2. 企業にとって，国の違いは何を意味するのか（１）：正式な違い 

3. 企業にとって，国の違いは何を意味するのか（２）：見えない違い 

4. 企業にとって，国の違いは何を意味するのか（３）：ジレンマ 

5. ゲストスピーカー 

6. ミニテスト（１） 

7. 企業は，違いをどう使えばよいか（１）：モノの流れ（貿易） 

8. 企業は，違いをどう使えばよいか（２）：おカネとノウハウの流れ（直接投資） 

9. 企業は，違いをどう使えばよいか（３）：為替 

10. 違いを活かす戦略（１）：経営戦略 

11. 違いを活かす戦略（２）：市場参入戦略 

12. 違いを活かす戦略（３）：製造・販売・人事 

13. ミニテスト（２） 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

教科書を事前に読んで授業に臨むこと。Blackboardを使って予習・復習を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

ミニテスト（１）(35%)/ミニテスト（２）(35%)/アンケート(20%)/授業内ディスカッションへの貢献(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Charles Hill. 2016. Global Business Today 9th Edition. McGraw-Hill Irwin 

Blackboard上に適宜，必要なテキストを紹介します。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

国際経営学科で秋学期に開講する自動登録科目 International Business-A および 同-B と同じ教科書（英語）を使って，日本

語で国際経営に関する理解を深め，秋学期への準備を行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■BT165 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
BT165／International Human Resource Management 

担当者名 

（Instructor） 
杉山 浩一(SUGIYAMA KOICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU3201 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
2018 年 5 月 16 日科目追加（担当者決定により,内容が確定したため） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Human resource management can no longer be viewed solely from the domestic perspective. A more dynamic and international 

approach towards the subject is needed. Therefore the international human resource management (IHRM) is getting more 

important for competitiveness as well as strategy in global business. Although IHRM consists of many similar parts of HRM, it is 

more complicated and difficult to reach the best solution. This course aims to provide the basic knowledge of IHRM to students. 

 

授業の内容（Course Contents） 

This course can not cover all fields of IHRM. However this course covers most of important topics of IHRM. You learn both the 

IHRM theories and practical cases. In addition, you can learn about the Japanese HRM in the international businesto some 

extend. I do this class mostly by half lecture and half group work, using short cases.   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction to the Course: Why Study International HRM? 

2. Japanese Management System and HRM 

3. Evaluation and Grade Structure in International Fields 

4. Evaluation and Performance Management in International Fields 

5. Discussion for Evaluation and Performance Management in International Fields 

6. Rewarding System for Employees and Motivation in International Fields 1  

7. Discussion for Rewarding System and Motivation in International Fields 1 

8.  Rewarding System for Employees and Motivation in International Fields 2  

9. Discussion for Rewarding System and Motivation in International Fields 2 

10.  Organizational Structure, Staffing Policy and HR Planning 

11. Discussion to Issues in Staffing Policy 

12. Career path and HR Development 

13.  Organizational Culture and HRM – Developing a Global Mindset 

14. Final Test 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Apart from the lectures, case studies form another key part of the course.  Students should not only read, but also analyse the 

cases offered outside of class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Final Test(40%)/Group Presentation(35%)/Class Contribution(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. Peter J. Dowling, Marion Festing and Allen D.Engle, Sr.. 2013. International Human Resource Management (6th edition). 

CENGAGE Learning (ISBN:978-1-4080-3209-1) 

To be announced in class. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

Sheltered Course(Min.TOEIC:730) 
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■BT166 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
抽選登録／Leadership in Global Organization 

担当者名 

（Instructor） 
フォウラー，Ｒ(FOWLER RANDY) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU4401 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course provides an in-depth understanding of a broad range of theories of leadership, and factors leading to the successful 

management of organizations. The content of the course focuses firstly on knowledge which organizational leaders must 

possess about organizational behavior, such as human resources management, employee motivation and morale, job 

performance, and organizational change. The course then focuses on leadership itself, and theories and findings about the traits 

and practices which result in leadership success. Students will engage in discussion and activities that will help them to 

understand and identify those behaviors and traits which may bring out the best in their leadership capabilities. By the course’s 

conclusion, students will be equipped with a broad array of perspectives, tools, and insights to maximize their potential to 

successfully lead organizations. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Lectures will provide a solid grounding in the material, while students will be expected actively to participate and contribute to 

class discussions and activities.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. Issues in Organizational Behavior I: Affect/Mood; Cooperation and competitiveness; Goal setting; Relational vs. 

Transactional organizational cultures; Voice vs. Silence 

3. Issues in Organizational Behavior II: Pygmalion & Galatea Effects; The importance of context in organizational behavior; 

Feedback-seeking behavior; Bullying; Job Performance 

4. Issues in Organizational Behavior III: Perceptions of Justice; Problem-solving and Creativity; Identity and Emotion; 

Employee Motivation 

5. Issues in Organizational Behavior IV; Leadership: Obedience to Authority; Cognitive Dissonance; Introduction to 

Leadership 

6. Leadership I: Trait Theory; Behavioral Theories 

7. Leadership II: Behavioral Theories (cont’d); Style Approach 

8. Leadership III: Situational Theories; Contingency Theory 

9. Leadership IV: Charisma; “Authentic” Leadership 

10. Leadership V: Followership; Psychodynamic Perspectives 

11. Leadership VI: Emotional Intelligence; Power 

12. Presentations I 

13. Presentations II 

14. Final Test 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students should review material in advance of class, and be prepared to discuss it.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/Presentation(35%)/Class Participation(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

None 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 

Mainstream Course(Min.TOEIC:900)   

 

  



 - 94 - 

■BT167 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
BT167／Marketing Positioning Strategy 

担当者名 

（Instructor） 
キャロライン(CAROLINE TAN) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU2101 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The Marketing Positioning Strategy course will provide the basic concepts, understanding and tools that form the foundation in 

understanding how brands and companies gain a competitive position in the global marketplace. In the face of a challenging 

business environment where change is the only constant, this course aims to present not only the theoretical frameworks and 

knowledge but also present the students with the opportunity to apply them in various case study discussions.  

 

This course has three main objectives. The first is to help students understand how products and services are positioned in the 

market. Various products and services from different industries will be examined and discussed in order to provide a 

comprehensive understanding of segmentation and positioning as well as the driving factors that shape decisions. Students will 

develop an understanding of positioning through extensive readings, class lectures and case studies.  The second objective is 

to develop students’ ability to think analytically and strategically in addressing marketing issues.  Finally, students will acquire 

the skills in analyzing and applying decision tools and the know-how of analyzing situations and developing positioning strategies. 

 

授業の内容（Course Contents） 

This course is focusing on marketing positioning strategy starting with segmentation and target selection followed by the 

various positioning strategies that are adopted by different products and services. We will also be looking at different case 

examples in order to enhance further comprehension and application of the respective strategies. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Course Orientation & Situation Analysis 

2. Segmentation, Targeting and Positioning 

3. Attributes/ Features and Benefits Positioning 

4. Use Positioning 

5. Price Positioning 

6. Mid term test 

7. Product Class Positioning 

8. Cultural Symbol Positioning 

9. Brand Positioning 

10. Competitor Positioning 

11. Service Positioning 

12. Repositioning 

13. Final Presentation 

14. Final Presentation 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

This course focuses on combining case studies and theoretical frameworks. Hence, students are required to prepare before 

each class in terms of reading the assigned cases accordingly. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Class Participation(20%)/Midterm test(40%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

There will be no compulsory textbook required for this course, as the contents will be taken from various texts and books.  

Slides used in class will be shared and downloadable via Blackboard. 

The contents of the slides will be taken from the following texts 

1.Marketing Management, Philip Kotler and Kevin Lane Keller, Pearson, 14th edition. 

2.Market Segmentation: How to do it and How to profit from it, Malcolm McDonald, 4th edition. 

3.Kellogg on Marketing, Philip Kotler, 2nd edition. 

4.Segmentation and Positioning for Strategic Marketing Decisions, James H. Myers. 



 - 95 - 

5.International Marketing, Philip Cateora, Mary Gilly and John Graham, 14the edition. 

 

参考文献（Readings） 

Cases will also be used in class and will be distributed via Blackboard respectively. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

The above course schedule is tentative and is subject to change. Changes will be communicated in class accordingly. 

 

注意事項（Notice） 

Sheltered Course(Min.TOEIC:730) 

 

  



 - 96 - 

■BT168 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
抽選登録／Global Strategic Management 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
What should a company do to create and sustain its global competitive advantage 

担当者名 

（Instructor） 
西原 文乃(NISHIHARA AYANO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU3201 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Today, almost all companies need to compete in a globalized world where global integration and local diversity co-exist. Then, 

what are the critical factors in creating and sustaining global competitive advantage? Students are expected to learn critical 

factors and models of Global Strategic Management and obtain practical knowledge on how to apply them in actual business 

situations. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Global landscape is always changing in multiple dimensions; economic, political, environmental, cultural, and ethical, for example. 

Companies pursusing global strategy and management need to respond to multiple issues simultaneously to create and sustain 

its global competitive advantage. To do so, the company needs to analyze both global and local factors both externally and 

internally, and create new values to differentiate from the competitors. The course is designed to follow this process so that 

students will learn critical factors and models and their application through case studies in a global context. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction to Global Strategic Management 

2. Strategy Planning: PESTLE and Five Forces 

3. Strategy Planning: Five Forces and Value Chain 

4. Strategy Planning: BCG Portfolio 

5. Strategy Planning: Value Chain 

6. Strategy Planning: VRIO and Core Competence 

7. Strategy Execution: Knowledge and SECI Model 

8. Strategy Execution: SECI and Ba 

9. Guest Speaker 

10. Strategy Execution: Wise Leadership 

11. Guest Speaker 

12. Strategy Execution: Narrative 

13. Wrap-up 

14. Final Test 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

To be advised in class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/Mini Quiz in Class(20%)/Class participation(10%)/Reaction Paper after each class(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. Henry Mintzberg. 2008. Strategy Safari: The complete guide through the wilds of strategic management (2nd Edition). Pearson 

Education Canada (ISBN:978-0273719588) 

2. Ikujiro Nonaka. 2008. Managing Flow: A Process Theory of the Knowledge-Based Firm. Palgrave Macmillan (ISBN:978-

1137494825) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 

Sheltered Course(Min.TOEIC:730) 
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■BT169 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
BT169／Modern Consumer Culture and Society 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Consumer Behavior 

担当者名 

（Instructor） 
ザン，Ｃ．(CHANG CHIAO YUN) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU3101 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course is designed to provide an overview of consumer behavior and highlight the convergence and divergence in different 

culture and societies.  

 

授業の内容（Course Contents） 

This course reviews a wide range of consumer behavioural theories from the various social sciences and explores the 

environmental influences on consumer behaviour. It also examines the importance of global consumer culture and its impact on 

the societies. Classes involves a blend of lectures, cases, class discussions and group presentations.   

 

After completing the class, students should be able to: 

1.Learn key theories and research from the behavioural science that help us to understand consumer behaviour.  

2.Understand the process used when individuals, group or organisations make consumption decisions.  

3.Apply these concepts and theories in developing and evaluating marketing strategies, understanding their value and limitations.  

 

To complete the module successfully, attendance at all classes is advised. Students are also expect to work independently, 

undertaken any required background reading or practice exercises, and actively participate in discussions or small group work. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction and overview of the course  

2. Buying, Having and Being: An Introduction to Consumer Behavior  

3. Decision Making and Consumer Behavior 

4. Cultural Influences on Consumer Decision Making 

5. Consumer and Social Well-Being  

6. Perception  

7. Test 1  

8. Learning and Memory 

9. The Self 

10. Attitudes and Persuasion 

11. Group and Situational Effects on Consumer Behavior 

12. Consumer Identity: Sex Roles and Subcultures 

13. Consumer Identity: Social Class and Lifestyle 

14. Test 2 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

A list of cases and articles will be provided via the e-learning system. Articles are from leading consumer research journals as 

well as some popular business magazines. It is highly recommended that students should check their email box regularly in order 

not to miss any notice from the lecturer.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(25%)/Test 1(25%)/Class Participation(20%)/Group Presentation(20%)/Group Report(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Michael R. Solomon. 2017. Consumer Behavior: Buying, Having and Being . Pearson (ISBN:978-1292153100) 

 

参考文献（Readings） 

1. Frank R. Kardes; Maria L. Cronley; Thomas W. Cline. 2014. Consumer Behavior. Cengage Learning (ISBN:978-1133587675) 

2. Lianne Yu. 2014. Consumption in China. Polity (ISBN:978-0745669717) 

3. Antony Palackal. 2011. Globalization, Consumer Culture and Identity. Rawat Publications (ISBN:978-8131603963) 
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4. Jean Baudrillard. 2016. The Consumer Society. Sage (ISBN:978-1473982383) 

5. Joel Stillerman. 2015. The Sociology of Consumption. Polity (ISBN:978-0745661285) 

6. Catherine V Jansson-Boyd. 2010. Consumer Psychology. McGraw-Hill (ISBN:978-0335229284) 

7. Richard P. Bagozzi; Zeynep Gurhan-Canli; Joseph R. Priester. 2002. The Social Psychology of Consumer Behavior. Open 

University Press (ISBN:978-0335207220) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

The above course schedule is tentative and is subject to change. 

Sheltered Course(Min.TOEIC:730) 

Contact with Professor  

If you have any questions about the course, contact me by e-mail 5553906@rikkyo.ac.jp 

 

注意事項（Notice） 

Sheltered Course(Min.TOEIC:730) 
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■BT170 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
BT170／Modern Consumer Culture and Society 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
International Marketing 

担当者名 

（Instructor） 
ザン，Ｃ．(CHANG CHIAO YUN) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU3101 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Upon completion of this International Marketing module, students will be able to: 

 

•Understand how the basic principles of marketing are applied in a variety of diverse cultural, political, legal and economic 

environments.  

•Be able to analyse foreign markets to determine their overall export potential. 

•Be able to explain the various methods of entering foreign markets, the degree of commitment required and the associated 

levels of risk. 

•Understand the concepts of product life cycle and the classification of goods and their importance for foreign market 

acceptance, product adaptation and overall marketing strategy decision making. 

•Apply basic and advanced marketing concepts to develop integrated marketing plans in global markets. 

 

授業の内容（Course Contents） 

This course is designed to explore key issues and current debates in the field of International Marketing. The main purpose of 

the module is to reflect both the theory and the application of the subject studied through the use of textbooks, case studies 

and journal articles. The module is structured as follows:  

 

(i)Theoretical concepts in the discipline of international marketing and the importance of how to think globally in business will be 

discussed.  

(ii)The impact of political, legal, economic and cultural factors on marketing activities across countries will be investigated. 

(iii)Students will learn to analyse marketing plans and consumer product strategy at the global level via case studies. 

 

To complete the module successfully, attendance at all classes is advised. Students are also expected to work independently, 

undertake any required background reading or practice exercises, and actively participate in discussions or small group work. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction and overview of the course  

2. Globalization 

3. Cultural Issues and Consumer Behavior  

4. Marketing Research 

5. Segmentation and Positioning  

6. Marketing Strategies  

7. Market Entry Strategies  

8. Test 1 

9. Product and Market Development  

10. Global Pricing 

11. Communication Strategies 

12. Sales Management  

13. Market in Emerging Markets  

14. Test 2  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

A list of cases and articles will be provided via the e-learning system. Articles are from leading international marketing journals 

as well as some popular business magazines. It is highly recommended that students should check their email box regularly in 

order not to miss any notice from the lecturer.  
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(25%)/Test 1(25%)/Class Participation(20%)/Group Presentation(20%)/Group Report(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Masaaki Kotabe; Kristiaan Helsen. 2016. International Marketing. Wiley (ISBN:978-1-119-29871-7) 

 

参考文献（Readings） 

1. Marye Tharp. 2014. Transcultural Marketing: Building Customer Relationships in Multicultural America. Routledge (ISBN:978-

0765643001) 

2. Stan Paliwoda; Tim Andrews; Jungsong Chen. 2015. Marketing Management in Asia. Routledge (ISBN:978-1138959781) 

3. Masaaski Kotabe. 1992. Global Sourcing Strategy. Quorum (ISBN:978-0899306674) 

4. Ilan Oshri; Julia Kotlarsky; Leslie P. Willcocks. 2015. The Handbook of Outsourcing and Offshoring. Palgrave Macmillan 

(ISBN:978-1137437426) 

5. Gerald Albaum; Edwin Duerr. 2008. International Marketing and Export Management. Prentice Hall (ISBN:978-0273713876) 

6. Ilan Alon; Eugene Jaffe; Christiane Prange; Donata Vianelli. 2017. Global Marketing. Routledge (ISBN:978-1138807884) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

The above course schedule is tentative and is subject to change. 

Sheltered Course(Min.TOEIC:730) 

Contact with Professor  

If you have any questions about the course, contact me by e-mail 5553906@rikkyo.ac.jp 

 

注意事項（Notice） 

Sheltered Course(Min.TOEIC:730) 
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■BT172 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
自動またはその他／International Business-B 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Introduction to Global Business 

担当者名 

（Instructor） 

フォウラー，Ｒ(FOWLER RANDY) 

西原 文乃(NISHIHARA AYANO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU2001 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
国際経営学科２年次生：自動登録（それ以外は「その他」登録） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Students will learn the fundamentals and significance of global business environment, and examine how governments and legal 

systems and financial environment affect international business. They will apply the basic concepts of international business 

strategy and marketing strategy to firms entering new markets. IB-A and IB-B are to be taken concurrently. A shared group 

project forms a major part of these two courses. 

 

授業の内容（Course Contents） 

“International Business A" (IB-A) and“International Business B" (IB-B) will introduce global business concepts and require 

students to apply these theories to real-life companies. IB-A and IB-B will be run entirely in English but at a “basic” level. 

 

IB-A and IB-B courses will combine teaching and assessment and will be taught effectively as a 4-credit course. IB-A is 

scheduled for Tuesday and IB-B for Friday, delivered effectively as one course. A shared group project forms a major part of 

International Business A and B.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. National differences and global business environment 

2. Trade and government intervention 

3. Trade and government intervention and workshop 

4. Foreign direct investment 

5. The foreign exchange market 

6. Hedging foreign exchange risk 

7. Mid-term test and review 

8. International business strategy 

9. International production and location 

10. International market entry strategies 

11. International marketing strategies and workshop 

12. Project presentations 

13. International business ethics and topics 

14. Final test and review 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Notes posted on the web. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Midterm Test(25%)/Final Test(25%)/Group Project(35%)/Workshop and Participation(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Charles Hill. Global Business Today. McGraw Hill 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Students returning from exchange/study abroad must notify the instructor via e-mail of their intention to enroll during the first 

week of the semester. All students are also expected to abide the Rikkyo University College of Business Pledge 

 

注意事項（Notice） 
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Adjunct Course(Min.TOEIC:550) 
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■BT175 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
BT175／Introduction to Strategic Management 

担当者名 

（Instructor） 
フォウラー，Ｒ(FOWLER RANDY) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU2201 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course gives students a thorough grounding in the principles of international strategic management. By the end of the 

course, students will have a comprehensive understanding of international strategy, including internal and external strategic 

analysis, strategy formulation, and the latest developments in the international strategy field.  

 

授業の内容（Course Contents） 

Lectures will give students a thorough understanding of the principles of international strategic management. Group work and 

discussions will allow students to analyze business situations and gain practice in formulating strategic recommendations of 

their own. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. What is Strategy and Why is it Important? 

2. Strategic Purpose: Internal Capabilities  

3. Strategic Analysis: Environment 

4. Strategic Analysis: Market 

5. Strategic Analysis: Industry (I)  

6. Strategic Analysis: Industry (II) 

7. Mid-term Test  

8. Strategic Choices: Corporate Level 

9. Strategic Choices: Corporate Level (II) 

10. Strategies Choices: Mergers & Acquisitions 

11. Strategic Alliances; Key Issues in International Strategy 

12. Strategic Choices: Business Level 

13. Strategic Choices: Business Level (II) 

14. Final Test 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students must read any assigned cases and articles before class, and be prepared to discuss them. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/Midterm Test(35%)/Class Participation(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

None 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

Sheltered Course(Min.TOEIC:730) 
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■BT176 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
その他／International Business Management(Uvic Summer Prog) 

担当者名 

（Instructor） 
辻 洋右(TSUJI YOSUKE) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU2201 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

8 月上旬から 3 週間，カナダのヴィクトリア大学が主催する夏季集中講座で，各地からの参加者とともに，英語によるビジネスコミ

ュニケーション，国際経営，アントレプレナーシップ，サービスマネジメントを学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

1)内容：Module 1: Business Communication Module 2: International Business, Entrepreneurship and Service Management  

2)日課：8 月２日から 3 週間にわたり，月曜日から金曜日までの午前 2 時間半，午後 2 時間半，英語による講義・セミナーを実施  

3)クラス：立教からの参加者に加えて，世界各地からの短期留学生が参加します。クラスは 20 名程度(うち立教生は数名程度)の

予定  

4)費用：１)プログラム費（寮費，食事代含む）は 4,568 カナダドル(2018 年度)，２)航空券代・燃油特別付加料金(入寮可能日よりも

早く到着する場合には，別途，ホテルなどの滞在先を各自手配すること)，３)保険料，４)詳細に関しては UVic の HPを確認するこ

と 

https://www.uvic.ca/gustavson/international/international/summer/structure/index.php 

5)申込・履修登録期間：3月 30日 9 時～4 月 13 日 17 時 

6)申込・履修登録方法：立教 V-Campus Blackboard より申し込む  

7)履修許可者発表：4 月 17 日に経営学部掲示板に発表 

8)問合せは、経営学部国際交流オフィス（03-3985-4241)まで 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction (Ikebukuro campus) 

2. Pre departure briefing (Ikebukuro campus) 

3. University Victoria Program for three weeks (August) 

4. University Victoria Program for three weeks (August) 

5. University Victoria Program for three weeks (August) 

6. University Victoria Program for three weeks (August) 

7. University Victoria Program for three weeks (August) 

8. University Victoria Program for three weeks (August) 

9. University Victoria Program for three weeks (August) 

10. University Victoria Program for three weeks (August) 

11. University Victoria Program for three weeks (August) 

12. University Victoria Program for three weeks (August) 

13. University Victoria Program for three weeks (August) 

14. Debriefing (Ikebukuro campus) 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Assignments 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/Participation(40%)/Participation (Ikebukuro)(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

1）本学の教員は随行しません。現地ではヴィクトリア大学の教員が担当。2）申込み後は履修取消が不可。3）上記以外の課外プ

ログラムも予定。 

問合せは、経営学部国際交流オフィス（03-3985-4241)まで 
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https://www.uvic.ca/gustavson/international/international/summer/structure/index.php 

 

注意事項（Notice） 
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■BT177 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
BT177／Japanese and East Asian Business Environments 

担当者名 

（Instructor） 
アンチョルドギ，M．(MARIE ANCHORDOGUY) 

学期 

（Semester） 
春学期２(Spring Semester 2) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU3401 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Students will understand Japan’s traditional business system and how it has changed since the 1990s. They will also learn about 

how Taiwan and Korea imitated some of Japan’s key institutions and policies, and how the rise of the Chinese economy is 

impacting the East Asian business environment. 

 

授業の内容（Course Contents） 

The “Japan and East Asian Business Environment” course will focus primarily on Japan, but also on South Korea, Taiwan, and 

China. We will discuss political economy theories and how Japan was the first Asian “late developer” to become a major global 

economic power. We will look at Japan’s traditional Business System, including finance, industrial groups, corporate governance, 

and labor policies, and will also look at industrial policy and Japan’s emphasis on manufacturing to gain a competitive advantage. 

We will discuss how South Korea, Taiwan, and more recently China have followed Japan’s economic model in many ways. We will 

look at China’s economic rise and at key turning points in Japan-China Relations. We will discuss how Japan, South Korea, and 

Taiwan, are struggling as they try to transition from manufacturing to becoming more innovative and invention-driven 

economies. Finally, we will look at the key challenges East Asian businesses face today. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction and overview; political economy theories 

2. Late Development—developmental and regulatory states; industrial policy 

3. Foundations of Japan’s traditional Business system: Financial system, Industrial groups 

4. Foundations of Japan’s traditional Business system: Corporate Governance; Employment System 

5. Foundations of Japan’s traditional Business system: Focus on Excelling in Manufacturing 

6. The Bursting of the Economic Bubble and Changes in Japan’s Business System since the 1990s 

7. Changes in Japan’s Business System since the 1990s (continued) 

8. The rise of China’s economy since 1978, focusing on the business environment after 2001 

9. South Korea and Taiwan’s industrial development: following the Japanese model 

10. Key similarities and differences of Taiwan, Korea, China, and Japan’s economic model 

11. Relations among the East Asian nations: China, Korea, Taiwan, and Japan 

12. Key Challenges Japan and East Asian Businesses face today 

13. Reading period 

14. Take-home examination 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students are expected to read assigned materials as instructed in the class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Class participation(30%)/Short paper(30%)/In-Class Test(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

To be advised in class 

 

参考文献（Readings） 

To be advised in class 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 

Sheltered Course(Min.TOEIC:730) 
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■BT178 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
抽選登録／Strategic Management 

担当者名 

（Instructor） 
並木 伸晃(NAMIKI NOBUAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU3201 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Development of an overall management viewpoint integrating the specific business functions in a global environment. 

 

授業の内容（Course Contents） 

This course will be in English and FLUENCY is required.  This course will include many case studies (relating to formulation of 

a firm's competitive strategy), and will involve a lot of discussion.   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction to the class 

2. Lecture:  External environment 

3. Lecture:  Industry structure 

4. Lecture: Competitive strategy 

5. Case Presentation 

6. Case Presentation 

7. Case Presentation 

8. Case Presentation 

9. Case Presentation 

10. Case Presentation 

11. Case Presentation 

12. Term Project Presentation 

13. Term Project Presentation 

14. Final Test 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Sheltered Course (Min. TOEIC:730);Max 35 students；Passed BT175:Introd to Strat Mgt 

Students are required to read cases before discussion.  For term project presentation, a student selects a firm and 

investigates its globalization strategy and process. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(20%)/Term Project Presentation(10%)/Class Participation(30%)/Homework(10%)/Case Studies 

(group)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Wheelen, Hunger, Hoffman & Bamford. 2017. Strategic Management and Business Policy. Pearson (ISBN:0134525779) 

 

参考文献（Readings） 

Porter, Competitive Strategy (Free Press, 1998), and others 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

Sheltered Course(Min.TOEIC:730) 
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■BT183 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
BT183／Finance 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Introduction to Finance 

担当者名 

（Instructor） 
竹澤 伸哉(TAKEZAWA NOBUYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU2301 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

After taking this course students should: 

・be able to understand the role of capital markets in a global business setting. 

・be able to explain and critique a net present value and internal rate of return analysis for a project (financial decision making). 

・be able to explain the risk-return trade-off as discussed in finance. 

・be able relate finance to topics learned in International Business A & B. 

・acquire the basic skills and knowledge to undertake more advanced course work in the area of finance. 

 

授業の内容（Course Contents） 

This course is an introduction to finance. The objective is to familiarize the student with financial concepts and tools used in 

international business and business negotiations.  The course covers standard financial decision-making tools, the role of stock 

and bond markets, and risk & return. 

 

The study of finance is not limited to the banking sector and securities firms. Students concentrating in marketing, 

communication, or management should find the financial tools covered in this course of use when working in the business world. 

Planning sections in manufacturing/service firms and trading companies rely on financial concepts to help them make 

investment decisions. And in marketing, for example, advertising spending/expenditure is often assessed using financial tools. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Overview 

2. Introduction to the Stock and Bond Market 

3. Introduction to Initial Public Offerings and Listing Abroad 

4. Understanding Risk & Return  

5. Portfolio Diversification 

6. Discounting: Obtaining the Present Value of Future Cash Flows and Price of Bonds 

7. Perpetuities: Dividend Discount Model and the Price of Stocks  

8. Net Present Value and Internal Rate of Return: Decision Making Rules for Investments 

9. An Introduction to the Capital Asset Pricing Model (CAPM) and Discounted Cash Flows 

10. NPV Case Exercise 

11. NPV Case Exercise 

12. Purchasing Power Parity and the Foreign Exchange Market 

13. Review Exercises and Wrap-up 

14. Final Test 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Detailed course outline distributed first week of class via Blackboard.  Notes uploaded on web (Blackboard).  Any changes in 

schedule will be announced in class and posted on Blackboard.  

 

You are expected to read assigned chapters/sections prior to coming to class and review your notes after each class.  

Students are expected to be familiar with EXCEL (IT literacy). 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

In-class assignments(40%)/Case and Participation(20%)/Final Test(40%) 

Students must earn a passing grade on the final test in order to pass the course.  Official evaluation criteria will be in the 

detailed course outline posted during first week of class. 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Akashi Hongo. 2014. A Bilingual Introduction to Corporate Finance. Chuo Keizai 
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参考文献（Readings） 

1. Stephen Ross, Randolph Westerfield, Jeffrey Jaffe, and Bradford Jordan. Modern Financial Management. McGraw Hill 

2. Richard Brealey, Stewart Myers, Franklin Allen. Principles of Corporate Finance. McGraw Hill 

3. Jonathon Berk, Peter DeMarzo. Corporate Finance 4th ed. Pearson 

4. Zvi Bodie, Alex Kane, Alan J. Marcus. 2013. Investments. McGraw Hill (ISBN:978-0077861674) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

All students are expected to abide by the Rikkyo University College of Business Pledge. Students returning from 

exchange/study abroad must notify the instructor via e-mail of their intention to enroll during the first week of the semester. 

 

注意事項（Notice） 

Sheltered Course(Min.TOEIC:730) 
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■BT184 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
BT184／Corporate Finance and Valuation 

担当者名 

（Instructor） 
本合 暁詩(HONGO AKASHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU3301 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course provides an overview of the theory and practice of Corporate Finance and Valuation. 

 

授業の内容（Course Contents） 

The core of the course covers discounted cash flow based valuation skills used most often by financial analysts, investment 

bankers, and corporate financial officers. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction: Value, Income Statements, balance Sheet, ROE, ROA, PER, PBR 

2. Time Value of Money, Valuing Bond and Equity 

3. NPV and Other Investment Criteria, Free cash flow 

4. Risk and Return 

5. Portfolio Diversification 

6. Capital Asset Pricing Model 

7. Weighted Average Cost of Capital 

8. Mid-term Test 

9. Payout Policy 

10. Capital Structure 

11. Tax Saving Effect and Value of Company 

12. Company Valuation 

13. Economic Value Added 

14. Final Test 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Prerequisite:Finance(BT183) or a course covering an introduction to finance.  Background in basic accounting. 

Some homework assignments. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Mid-term Test(35%)/Final Test(40%)/Group Work(15%)/Class Participation / Homework Assignments(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Akashi Hongo, 本合暁詩、2014、『A Bilingual Introduction to Corporate Finance, 『対訳 英語で学ぶコーポレートファイナンス

入門』』、中央経済社 (ISBN-10: 4502116912) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

Sheltered Course(Min.TOEIC:730) 
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■BT185 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
抽選登録／International Financial Management 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Foreign Exchange Risk and Japanese Capital Markets 

担当者名 

（Instructor） 
竹澤 伸哉(TAKEZAWA NOBUYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期２(Fall Semester 2) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU4301 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

After taking this course students should: 

・be able to recognize and identify different forms of exposure to foreign exchange risk. 

・be able to explain and critique various ways of hedging foreign exchange risk. 

・be able to explain the difference between forward contracts and options. 

・gain an understanding of Japanese capital markets 

 

授業の内容（Course Contents） 

This course serves as an introduction to the basic principles and practices of international financial management required of a 

firm operating in global markets.  The course will focus on the hedging of foreign exchange risk exposure with financial 

instruments as well as provide an introduction to Japanese capital markets.  

 

This is an intensive Quarter 2 course. Students should be prepared to discuss readings for each class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Overview and Introduction 

2. Purchasing Power Parity & Forward Rates 

3. Covered Interest Parity 

4. Introduction to Currency Swaps 

5. Introduction to Currency Options 

6. More on Currency Options 

7. Transaction Exposure, Economic Exposure, and Hedging 

8. Transaction Exposure, Economic Exposure, and Hedging 

9. Hedging Foreign Exchange Risk: Case 

10. Japanese Markets: Case 

11. Japanese Markets: Case 

12. Topics 

13. Review 

14. Final Test 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Detailed course outline distributed first week of class via Blackboard. Notes posted on the web (Blackboard). Read cases and 

assigned chapters before coming to class.  Review your notes after each class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

In-class Assignments and Cases(40%)/Participation(20%)/Final Test(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Moffet; Stonehill; Eiteman. Fundamentals of Multinational Finance. Pearson 

 

参考文献（Readings） 

1. J. Orlin Grabbe. International Financial Markets. Prentice Hall 

2. Alan Shapiro, Peter Moles. International Financial Management. John Wiley & Sons 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Prerequisite: BT183 Finance, MIB Module 5, or equivalent.   
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注意事項（Notice） 

大学院初級レベル（4 年次生履修推奨）Mainstream Course(Min.TOEIC:900) 
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■BT186 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BT186／ファイナンスのための数学 

(Mathematics for Finance) 

担当者名 

（Instructor） 
柿中 真(KAKINAKA MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS3300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本コースの目的はファイナンスの諸理論及びその応用を理解するために必要不可欠な基礎数学及び数量的分析手法を習得す

ることである。学生のファイナンス理論に関する基本概念の理解を促すために、可能な限る例題を提示しながら授業を進める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本コースは基本的に講義形式で進める。まず、基本的な数学概念である関数、等式・不等式、数列、微分、極大値問題、積分の

説明をファイナンスの例を取り入れながら行う。その後、リスクやリターンの基礎となる確率・統計の概念を説明する。コース内容

の理解をチェックするために、5回程度の宿題提出と 2 度のクラス内テストの実施が行われる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ファイナンスの概要 

2. 線形・非線形関数の基礎（指数・対数含む） 

3. 等式・不等式の基礎 

4. 数列・級数とそのファイナンスへの応用 

5. 微分と最大値・最小値問題 I 

6. 微分と最大値・最小値問題 II 

7. 積分 

8. テスト 

9. 統計と確率 I 

10. 統計と確率 II 

11. 統計と確率 III 

12. 金利、収益及び収益率 

13. リスクとリターン（資本市場モデル） 

14. 予備・テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

宿題（4 回程度）の提出 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/中間テスト(30%)/宿題(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 岸本光永、2012、『ビジネス数学』、日本経済新聞出版社 (ISBN:978-4-532-40745-2) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BT188 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
BT188／Financial Accounting 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Introduction to Fundamentals of  Financial Accounting 

担当者名 

（Instructor） 
岡本 紀明(OKAMOTO NORIAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU2301 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Students will be able to become familiar with basic accounting principles and core financial statements. 

 

授業の内容（Course Contents） 

In this course students learn basic accounting concepts to read and analyze corporate financial statements. In additioin to 

fundamental accounting principles and bookkeeping techniques, this course focuses on core financial statements: Balance 

Sheet, Income Statement, and Cash Flow Statement. This course will also cover some interesting accounting topics such as 

globalization of accounting standards. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction (What is accounting?)  

2. Accounting and financial statements (Ch. 1) 

3. Accounting principles① (Generally Accepted Accounting Principles)  (Ch. 2) 

4. Accounting principles② (Generally Accepted Accounting Principles)  (Ch. 2) 

5. The Balance Sheet① (Understanding the Balance Sheet) (Ch. 3) 

6. The Balance Sheet② (Analyzing the Balance Sheet) (Ch. 3) 

7. The Income Statement① (Understanding the structure of Income Statement) (Ch. 4) 

8. The Income Statement② (Analyzing Income Statement) (Ch. 4) 

9. Mid-term test and selected accounting topic 

10. The Cash Flow Statement (Learning the outline of Cash Flow Statement) (Ch. 5) 

11. The system of bookkeeping (Introduction to double-entry bookkeeping)  (Ch. 7) 

12. Journal entries (Understanding the process of double-entry bookkeeping)  (Ch. 7) 

13. Review of previous course contents 

14. Final Test 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students are expected to read the assigned textbook chapters (Chapter1 to 5, and 7) before each class session. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/Mid-term Test(20%)/Assignments(30%)/Class Participation(10%) 

At my discretion, I may assign some work (e.g., quizzes or short-essay) to be completed during or outside of the class. 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Wayne A. Label. 2013. Accounting for Non-Accountants 3rd ed.. Sourcebooks (ISBN:1402273045) 

 

参考文献（Readings） 

1. Thomas R. Ittelson. 2009. Financial Statements Revised and Expanded edition.. Career Press (ISBN:1601630239) 

2. Jae K. Shim, Joel G. Siegel, Nick Dauber, Anique A. Qureshi. 2014. Dictionary of Accounting Terms 6th ed.. Barrons 

Educational Series (ISBN:1438002750) 

3. Wayne A. Label and Cheryl K. Henderson. 2015. Study Guide and Workbook for Accounting for Non-Accountants. Solana 

Dreams Publishing Company (ISBN:0986099821) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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Sheltered Course(Min.TOEIC:730) 
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■BT201 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／異文化コミュニケーション論 

(Intercultural Communication) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
グローバルビジネスコミュニケーションに関する理論と実践 

担当者名 

（Instructor） 
小坂 貴志(KOSAKA TAKASHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
履修対象：2006 年度～2011 年度入学者 

 

授業の目標（Course Objectives） 

グローバル社会で活躍するために求められる、異文化コミュニケーションに関連する概念、スキルを学ぶ。本講座を受講すること

で、異文化の現場で何が起こっているのかを自分なりに理解・解釈でき、学んだ理論や概念を元に、何をすべきかを自分で判断

でき、異文化での問題解決をもたらすことができるようになる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

基礎概念を効果的に学ぶために、毎週テキストのリーディングの課題を出す。リーディングで得られた知識に関連する講義を聞

き、異文化コミュニケーション理論や実践についての理解を深める。さらに、演習やグループ活動を通して、異文化コミュニケーシ

ョンの実践を体験的に知る。クイズ、レポートなどにより、理解度を把握する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション（授業予定、概要、評価、自己紹介など） 

2. コミュニケーション、（異）文化、文化的生成とは 

3. 基礎要因、メタ理論、クリティカルインシデント 

4. クリティカルインシデント発表 

5. 接触する 

6. 比較する 

7. 言語コミュニケーション 

8. 非言語コミュニケーション 

9. 異文化ビジネス実践 

10. 異文化ビジネス理論 

11. 異文化ビジネス研修 

12. ビジネス交渉ロールプレイ 

13. 翻訳通訳 

14. レポート発表とまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テキストのリーディング（毎回）、クリティカルインシデントの作成、レポート作成、グループワークの課題 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

クリティカルインシデントのレポート(30%)/参加度(20%)/ロールプレイ(30%)/ロールプレイの小レポート(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 小坂貴志、2017、『改定版『異文化コミュニケーションの A to Z―理論と実践の両面からわかる』』、研究社 (ISBN:978-4-327-

42198-4) 

 

参考文献（Readings） 

1. 石井敏・久米昭元（編）、2013、『異文化コミュニケーション事典』、春風社 (ISBN:9784861103339) 

2. 原沢伊都夫、2013、『異文化理解入門』、研究社 (104327377341) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

詳細予定を配布するので、受講希望者は初回の授業に出席すること。上記の授業計画が変更となる場合、できるだけ早く授業内

で説明する。 

 

注意事項（Notice） 
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■BT202 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／異文化コミュニケーション論 

(Intercultural Communication) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
異文化コミュニケーションの基礎理論 

担当者名 

（Instructor） 
菅野 遼(KANNO RYO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多種多様な領域や境界線を横断し、グローバルに活躍する人材にとって必要となる、異文化コミュニケーションに関する基礎的な

概念や問題点を理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

異文化コミュニケーションに関する基礎的知識を養い、様々な課題や問題点を理解するために、毎週異なるリーディング課題を提

供する。また、テクスト読解やディスカッションを通じて基礎的知識や分析能力を深めるとともに、批評的思考の形成や問題提起

の能力を養うために中間・期末レポートの作成を課す。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. コミュニケーションと文化 

3. 異文化コミュニケーション研究の歴史 

4. 自己と他者 

5. 言語コミュニケーションと非言語コミュニケーション 

6. 権力と抵抗 

7. 中間まとめ（中間レポート） 

8. テクノロジーとメディア 

9. 個人と家族 

10. 市場と国家 

11. グローバル化と帝国 

12. 人種・階級・ジェンダー 

13. 教育とリテラシー 

14. まとめ（期末レポート） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テクストのリーディングとレポート作成 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

中間レポート(Mid-Term Report)(30%)/最終レポート(Final Report)(30%)/出席・参加度(30%)/クイズ・授業内での課題提出(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 小坂貴志、2017、『改定版『異文化コミュニケーションの A to Z―理論と実践の両面からわかる』』、研究社 (ISBN:978-4-327- 

42198-4) 

 

参考文献（Readings） 

1. 池田理知子、2010、『よくわかる異文化コミュニケーション』、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-4623056095) 

2. 日本コミュニケーション学会、2011、『現代日本のコミュニケーション研究』、三修社 (ISBN:978-4384056594) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

シラバスを配布し、スケジュールや各授業の詳細を説明するので、受講希望者は初回の授業に出席すること。上記の授業計画

が変更となる場合、できるけ早く授業内で説明する。 

 

注意事項（Notice） 
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■BT203 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
BT203／Business and Society 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Global and Local trends in "Business and Society" 

担当者名 

（Instructor） 
西原 文乃(NISHIHARA AYANO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU2701 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The role and the responsibility of businesses in society has been gaining attention since around 2000, reflecting the needs to 

create values for the society through collaboration between business, government, academics, and citizens; in short, social 

innovation. United Nations is now promoting SDGs. This course aims at; a) providing understanding on the role and the 

responsibility of businesses in society with a focus on social innovation, and b) helping students to think how to act as "good" 

business leaders. 

 

授業の内容（Course Contents） 

This course will consists of three parts; a) the role and the responsibility of business in society, b) ethical shift, and c) social 

innovation. In each part, related concepts will be explained, followed by case study to learn practical application of the concepts.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction: Perspective of Knowledge Creating Theory  

2. Business and Society: CSR 

3. Business and Society: CSV 

4. Business and Society: SDGs 

5. Guest Speaker 

6. Business and Society: Case Discussion 

7. Ethical shift: Ethical Consumption 

8. Ethical shift: Case Discussion 

9. Ethical shift: Business Ethics Role Play 

10. Social Innovation: Co-creaing Values for the Society 

11. Guest Speaker 

12. Social Innovation: Case Study 

13. Wrap-Up 

14. Final Test 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

To be advised in class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/Mini Quiz in Class(20%)/Class participation(10%)/Reaction Paper after each class(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

To be advised in class. 

 

参考文献（Readings） 

To be advised in class. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

Sheltered Course(Min.TOEIC:730) 
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■BT205 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
抽選登録／Intercultural Business Management 

担当者名 

（Instructor） 
許 佑旭(HSU YU-HSU SEAN) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU3401 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 

Course schedule  *Course will be held on the following dates. 

4/16, 4/23, 5/14, 5/21, 6/11, 7/2, 7/9 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course aims at providing students with a clear understanding of the current issues relating to intercultural business 

management.  After completing the course, students will be able to show an understanding of the major concepts, theories and 

models in this field of study as well as to apply them in real life. 

 

授業の内容（Course Contents） 

The focus of the course can be broadly divided into two main parts, namely, cross-cultural management and international 

management.  At the macro level, students will study the key concept of culture and how culture is analysed and interpreted in 

diverse national settings.  At the micro level, students will learn to analyse and evaluate the effects of culture on the 

operations of an economic organisation, such as a multinational enterprise.  Topics covered in this section will include 

globalisation and localisation, control mechanisms between headquarters and subsidiary, international joint venture formation 

and so forth. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction to the Course: International Management and Culture 

2. Analysing Cultures: Making Comparisons 

3. Analysing Cultures: After Hofstede 

4. Movement in Culture 

5. Organizational Culture 

6. Culture and Communication 

7. When Does Culture Matter? The Case of Small/Medium sized Enterprises 

8. Globalisation and Localisation 

9. Forming an International Joint Venture 

10. Risk and Control: Headquarters and Subsidiary 

11. The Culture of Subsidiary: Convergence and Divergence 

12. Ethics and Corporate Responsibility 

13. Group Presentation 

14. Final Test 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Apart from the lectures, case studies form another key part of the course.  Students should not only read, but also analyse the 

cases offered outside of class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Final Test(40%)/Group Presentation(30%)/Report(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

There is no specific textbook for the course as students are encouraged to read widely.   Useful readings will be announced in 

class. 

 

参考文献（Readings） 

To be announced in class. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

Sheltered Course(Min.TOEIC:730) 
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■BT207 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
抽選登録／Language and Culture 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Basic Theories of Language and Culture 

担当者名 

（Instructor） 
菅野 遼(KANNO RYO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU2401 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

In this course, students will learn how deeply language and culture are embedded in today’s globalized capitalist societies. Upon 

the completion of the course, students will be able to: 1) understand the significance of linguistic and cultural resources and 

capitals, 2) develop a critical sensitivity to historical contexts and power relations, and 3) acquire basic knowledge and skills in 

analyzing and explaining social texts and practices. 

 

授業の内容（Course Contents） 

This course will discuss a variety of theoretical concepts and issues in critical humanities in order to understand how language 

and culture play crucial roles in today’s globalized capitalist societies. The first half of the semester will be theory-oriented or 

history-oriented, and it will provide students with a brief overview of linguistic and cultural studies. In the second half of the 

semester, students will focus on everyday-life experiences and specific social texts and discuss how linguistic and cultural 

resources are transformed into commodities to sell or manage.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Orientation 

2. Language Studies (1)  

3. Language Studies (2) 

4. Cultural Studies (1) 

5. Cultural Studies (2) 

6. Power, Ideology, & Hegemony 

7. Mid-Term Project 

8. Public Sphere 

9. Public Screen 

10. Capital and Language (1) 

11. Capital and Language (2) 

12. Immaterial Labor (1) 

13. Immaterial Labor (2) 

14. Final Project 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Weekly readings will be assigned. Students should be able to discuss the reading assignment of the week, and submit 4-5 one-

page reaction papers throughout the semester.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Mid-term project(30%)/Final project(30%)/Participation(20%)/Reaction Papers(20%) 

You are allowed to be absent for up to three times. In the case of excessive absence, your final grade would either be lowered 

or assigned as “Ｄ.” 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. Christian Marazzi. 2008. Capital and Language: From The New Economy to The War Economy. Semiotext(e) (ISBN:978-1-

58435-067-5) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 

Sheltered Course(Min.TOEIC:730) 
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■BT208 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
抽選登録／Business Communication 

担当者名 

（Instructor） 
ナイト，K．(KEVIN KNIGHT) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU3401 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

In this course, the participants focus on improving their business communication skills. Primarily, the participants use their 

communication skills in English to influence stakeholders in a series of scenarios that involve promoting themselves and/or their 

organizations. The discussions, presentations, and communication training in this course help to prepare the participants for 

leadership communication in companies. 

 

授業の内容（Course Contents） 

The communication activities include the individual presentation of a STAR/CAR success story, a Kickstarter-related team 

presentation and video, and the team presentation of a business plan (in an elevator pitch format). In connection with such 

business communication activities, the participants are taught linguistic concepts (including framing) and are introduced to 

different types of speeches (e.g., informative, persuasive, entertaining, and the 1AC in academic debate). Throughout the course, 

the participants grade the performances of others. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction to the course 

2. Communicating personal accomplishments 

3. CAR/STAR PowerPoint presentations 

4. Introduction to Kickstarter 

5. Kickstarter project analysis presentations 

6. Kickstarter PowerPoint presentations with video 

7. Kickstarter PowerPoint presentations with video 

8. Introduction to Bplans 

9. Elevator pitch PowerPoint presentations of sample bplans 

10. Proposal of original business ideas for final presentations 

11. The relevance of academic debate 

12. Final presentation preparation 

13. Final presentations (including Q/A) 

14. Final presentations (including Q/A) 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

The participants are required to work outside of class to prepare for individual and team presentations. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

CAR/STAR presentation(20%)/Kickstarter analysis presentation(10%)/Kickstarter presentation with video(25%)/Sample bplan 

presentation(10%)/Final presentation(25%)/Peer evaluation(10%) 

In order to receive credit for a (team) presentation, participation in the presentation is required. A more detailed syllabus will be 

distributed in class. 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

Materials: To be announced in class. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

Sheltered Course(Min.TOEIC:730) 
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■BT210 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
抽選登録／Intercultural Business Management 

担当者名 

（Instructor） 
許 佑旭(HSU YU-HSU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU3401 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 

Course schedule *Course will be held on the following dates. 

10/1、15、29、11/19、26、12/3、10 

2018 年 6 月 20 日科目追加（担当者決定により内容が確定したため） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course aims at providing students with a clear understanding of the current issues relating to intercultural business 

management.  After completing the course, students will be able to show an understanding of the major concepts, theories and 

models in this field of study as well as to apply them in real life. 

 

授業の内容（Course Contents） 

The focus of the course can be broadly divided into two main parts, namely, cross-cultural management and international 

management.  At the macro level, students will study the key concept of culture and how culture is analysed and interpreted in 

diverse national settings.  At the micro level, students will learn to analyse and evaluate the effects of culture on the 

operations of an economic organisation, such as a multinational enterprise.  Topics covered in this section will include 

globalisation and localisation, control mechanisms between headquarters and subsidiary, international joint venture formation 

and so forth. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction to the Course: International Management and Culture 

2. Analysing Cultures: Making Comparisons 

3. Analysing Cultures: After Hofstede 

4. Movement in Culture 

5. Organizational Culture 

6. Culture and Communication 

7. When Does Culture Matter? The Case of Small/Medium sized Enterprises 

8. Globalisation and Localisation 

9. Forming an International Joint Venture 

10. Risk and Control: Headquarters and Subsidiary 

11. The Culture of Subsidiary: Convergence and Divergence 

12. Ethics and Corporate Responsibility 

13. Group Presentation 

14. Final Test 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Apart from the lectures, case studies form another key part of the course.  Students should not only read, but also analyse the 

cases offered outside of class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Final Test(40%)/Group Presentation(30%)/Report(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

There is no specific textbook for the course as students are encouraged to read widely.   Useful readings will be announced in 

class. 

 

参考文献（Readings） 

To be announced in class. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

Sheltered Course(Min.TOEIC:730) 
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■BT211 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
抽選登録／Business Communication 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Game Theory, Negotiation, and Competitive Advantage 

担当者名 

（Instructor） 
フォウラー，Ｒ(FOWLER RANDY) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU3401 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course analyzes the many forms of verbal and non-verbal communication businesses use to gain competitive advantage. 

Looking first at “rational” economic explanations for firm signaling behavior via game theory, the course then explores 

communicative persuasion and negotiation which require an understanding of both rational and non-rational decision-making 

processes. By the course’s end, students will have the necessary tools to thrive and make sense of the often confusing verbal 

and non-verbal signals which are crucial to success in a competitive business climate.  

 

授業の内容（Course Contents） 

Lectures will provide pertinent materials, while class exercises will allow students master it.   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. Inter-Business Communication: Game Theory   

3. Inter-Business Communication: Game Theory (II)   

4. Inter-Business Communication: Game Theory (III)  

5. Inter-Business Communication: Game Theory (IV) 

6. Inter-Business Communication: Game Theory (V) 

7. Mid-term Test 

8. Inter-Personal Communication: Negotiation 

9. Inter-Personal Communication: Negotiation (II) 

10. Inter-Personal Communication: Negotiation (III) 

11. Inter-Personal Communication: Negotiation (IV) 

12. Inter-Personal Communication: Negotiation (V) 

13. Review 

14. Final Test 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students must review material before class, and be prepared actively to participate in class activities. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/Mid-term Test(35%)/Class Participation(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

None 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

Sheltered Course(Min.TOEIC:730) 
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■BT212 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／異文化コミュニケーション論 

(Intercultural Communication) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
グローバルビジネスコミュニケーションに関する理論と実践 

担当者名 

（Instructor） 
小坂 貴志(KOSAKA TAKASHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
履修対象：2012 年度以降入学者 

 

授業の目標（Course Objectives） 

グローバル社会で活躍するために求められる、異文化コミュニケーションに関連する概念、スキルを学ぶ。本講座を受講すること

で、異文化の現場で何が起こっているのかを自分なりに理解・解釈でき、学んだ理論や概念を元に、何をすべきかを自分で判断

でき、異文化での問題解決をもたらすことができるようになる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

基礎概念を効果的に学ぶために、毎週テキストのリーディングの課題を出す。リーディングで得られた知識に関連する講義を聞

き、異文化コミュニケーション理論や実践についての理解を深める。さらに、演習やグループ活動を通して、異文化コミュニケーシ

ョンの実践を体験的に知る。クイズ、レポートなどにより、理解度を把握する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション（授業予定、概要、評価、自己紹介など） 

2. コミュニケーション、（異）文化、文化的生成とは 

3. 基礎要因、メタ理論、クリティカルインシデント 

4. クリティカルインシデント発表 

5. 接触する 

6. 比較する 

7. 言語コミュニケーション 

8. 非言語コミュニケーション 

9. 異文化ビジネス実践 

10. 異文化ビジネス理論 

11. 異文化ビジネス研修 

12. ビジネス交渉ロールプレイ 

13. 翻訳通訳 

14. レポート発表とまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テキストのリーディング（毎回）、クリティカルインシデントの作成、レポート作成、グループワークの課題 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

クリティカルインシデントのレポート(30%)/参加度(20%)/ロールプレイ(30%)/ロールプレイの小レポート(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 小坂貴志、2017、『改定版『異文化コミュニケーションの A to Z―理論と実践の両面からわかる』』、研究社 (ISBN:978-4-327-

42198-4) 

 

参考文献（Readings） 

1. 石井敏・久米昭元（編）、2013、『異文化コミュニケーション事典』、春風社 (ISBN:9784861103339) 

2. 原沢伊都夫、2013、『異文化理解入門』、研究社 (104327377341) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

詳細予定を配布するので、受講希望者は初回の授業に出席すること。上記の授業計画が変更となる場合、できるだけ早く授業内

で説明する。 

 

注意事項（Notice） 
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■BT213 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／異文化コミュニケーション論 

(Intercultural Communication) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
グローバルビジネスコミュニケーションに関する理論と実践 

担当者名 

（Instructor） 
小坂 貴志(KOSAKA TAKASHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

グローバル社会で活躍するために求められる、異文化コミュニケーションに関連する概念、スキルを学ぶ。本講座を受講すること

で、異文化の現場で何が起こっているのかを自分なりに理解・解釈でき、学んだ理論や概念を元に、何をすべきかを自分で判断

でき、異文化での問題解決をもたらすことができるようになる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

基礎概念を効果的に学ぶために、毎週テキストのリーディングの課題を出す。リーディングで得られた知識に関連する講義を聞

き、異文化コミュニケーション理論や実践についての理解を深める。さらに、演習やグループ活動を通して、異文化コミュニケーシ

ョンの実践を体験的に知る。クイズ、レポートなどにより、理解度を把握する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション（授業予定、概要、評価、自己紹介など） 

2. コミュニケーション、（異）文化、文化的生成とは 

3. 基礎要因、メタ理論、クリティカルインシデント 

4. クリティカルインシデント発表 

5. 接触する 

6. 比較する 

7. 言語コミュニケーション 

8. 非言語コミュニケーション 

9. 異文化ビジネス実践 

10. 異文化ビジネス理論 

11. 異文化ビジネス研修 

12. ビジネス交渉ロールプレイ 

13. 翻訳通訳 

14. レポート発表とまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テキストのリーディング（毎回）、クリティカルインシデントの作成、レポート作成、グループワークの課題 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

クリティカルインシデントのレポート(30%)/参加度(20%)/ロールプレイ(30%)/ロールプレイの小レポート(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 小坂貴志、2017、『改定版『異文化コミュニケーションの A to Z―理論と実践の両面からわかる』』、研究社 (ISBN:978-4-327-

42198-4) 

 

参考文献（Readings） 

1. 石井敏・久米昭元（編）、2013、『異文化コミュニケーション事典』、春風社 (ISBN:9784861103339) 

2. 原沢伊都夫、2013、『異文化理解入門』、研究社 (104327377341) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

詳細予定を配布するので、受講希望者は初回の授業に出席すること。上記の授業計画が変更となる場合、できるだけ早く授業内

で説明する。 

 

注意事項（Notice） 
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■BT214 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
抽選登録／Language and Culture 

担当者名 

（Instructor） 
ナイト，K．(KEVIN KNIGHT) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS3200 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Candlin and Crichton (2011), in expressing how language for specific purposes (LSP) is best perceived as multiple relationships, 

refer to Georges Braque’s (Jakobson, 1962, p. 632) famous saying, “I do not believe in things. I believe only in their 

relationship.” In this course, the participants explore the influence of language and culture (defined broadly and in view of Piller, 

2007) on professional communication. The focus of the course is primarily on four themes in Schnurr’s (2013) volume on 

professional communication in action: politeness, identities, gender, and leadership. Each of these themes is considered from 

various perspectives such as culture, language, and ethics. The course helps to increase the participants’ awareness of the 

influence of language and culture in workplace settings. 

 

授業の内容（Course Contents） 

The participants are presented initially with examples of professional communication. After discussing whether culture is an 

issue in these examples, the participants work in teams to conduct research to obtain comparative examples of professional 

communication in Japan (and/or in other countries). The participants share their examples in PowerPoint presentations in class 

and discuss how and to what extent the examples are related to language and/or culture in the workplace. The professional 

communication examples are also viewed from social power interests, positions and alignments, and sociocultural or historical or 

cultural patterns expressed (Scollon & Scollon, 2004). For the final paper, the participants conduct interviews with leaders to 

obtain workplace related success stories focused on communication. In the final paper, the participants analyze the accounts of 

the leaders from the perspectives of language and culture. Throughout the course, the participants evaluate the performances 

of others. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction to the course 

2. Politeness in the workplace - Introduction 

3. Politeness in the workplace - Presentations and discussions 

4. Politeness in the workplace - Presentations and discussions 

5. Identities in the workplace - Introduction 

6. Identities in the workplace - Presentations and discussions 

7. Identities in the workplace - Presentations and discussions 

8. Gender in the workplace - Introduction 

9. Gender in the workplace - Presentations and discussions 

10. Gender in the workplace - Presentations and discussions 

11. Leadership in the workplace - Introduction 

12. Leadership in the workplace - Presentations and discussions 

13. Leadership in the workplace - Presentations and discussions 

14. Final paper due 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

The participants are required to work outside of class to prepare for (team) presentations and discussions and for the final 

paper. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Politeness in the workplace presentation(s)(15%)/Identities in the workplace presentation(s)(15%)/Gender in the workplace 

presentation(s)(15%)/Leadership in the workplace presentation(s)(15%)/Final paper(30%)/Peer evaluation(10%) 

In order to receive credit for a (team) presentation, participation in the presentation is required. The final paper is due in class. 

A more detailed syllabus will be distributed in class. 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 
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参考文献（Readings） 

Materials: To be announced in class. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

Sheltered Course(Min.TOEIC:730) 
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■BT216 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
その他／Advanced Small Group Communication 

担当者名 

（Instructor） 
ナイト，K．(KEVIN KNIGHT) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU2401 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

In this course, the participants focus on improving their communication skills for discussing business content in small groups.  

Primarily, the participants discuss business case studies in English in teams. In addition, the teams lead class discussions about 

the case studies. The participants also watch and evaluate videos of business case study discussions. The discussions, 

presentations, evaluations, reflection, and communication training in this course help to prepare the participants for small group 

discussions in MBA programs and/or in companies. 

 

授業の内容（Course Contents） 

The participants in class are divided into teams. The business case studies used in class are accessible online and not 

distributed in class. All of the participants read the case studies outside of class, and in class they are given quizzes about the 

contents of the case studies. The teams take turns leading class discussions about the case studies.  The team leading a class 

discussion creates and delivers a presentation that includes the following: 1) the content of the case study, 2) an evaluation of 

their team members’ communication performances, and 3) recommendations for improving individual and/or team 

communication. In addition, the teams take turns discussing a case study in front of the other teams, and each member of a 

team is evaluated individually on his or her performance. Throughout the course, the participants evaluate the performances of 

other class members. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction to the course 

2. Case study presentations and discussions 

3. Case study presentations and discussions 

4. Case study presentations and discussions 

5. Case study presentations and discussions 

6. Case study presentations and discussions 

7. Small group communication display 

8. Case study presentations and discussions 

9. Case study presentations and discussions 

10. Case study presentations and discussions 

11. Case study presentations and discussions 

12. Case study presentations and discussions 

13. Small group communication display 

14. Final presentations (Recommendations to increase communicative competence)  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

The participants are required to work outside of class to access and read case studies online and to prepare for team 

presentations and class discussions.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Case study presentations(30%)/Small group communication displays(30%)/Final presentation(20%)/Quizzes(10%)/Peer 

evaluation(10%) 

In order to receive credit for a (team) presentation, participation in the presentation is required. A more detailed syllabus will be 

distributed in class. 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

Materials: To be announced in class. 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

Sheltered Course(Min.TOEIC:730) 
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■BT221 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BT221／企業人セミナー１ 

(Seminar on Corporate Perspectives 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ダイバーシティ･マネジメント～多様な人材の活用 

担当者名 

（Instructor） 

尾﨑 俊哉(OZAKI TOSHIYA) 

塚本 恵(TSUKAMOTO MEGUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS3800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１）近年，日本企業も女性や外国人など多様な人材が活躍できる企業経営(ダイバーシティ・マネジメント)に積極的に取り組んで

いる。取組みと背景について，事例を通じて学び，考える。 

２）さまざまな分野でリーダーシップを発揮している企業人の活躍に触れながら，自分にとっての仕事やキャリア，人生について考

える。 

 

授業の内容（Course Contents） 

どんな企業で多様な人材が活躍し，どんな企業では活躍しにくいのだろう。なぜ日本では女性や外国人などを活用してこなかっ

たのか。日本企業も変わり始めたのだろうか。変化の激しい多様な世界市場で良い経営を行うには「ダイバーシティ･マネジメン

ト」が欠かせない。第一線で活躍する企業人を招き，ダイバーシティ･マネジメントの意義や取組みの事例の紹介と現実に即した

問題の提起をいただく。ゲスト･スピーチを踏まえてグループワークを行い，各自の考察を深め，グループとしての考えを発表し，

経営課題に関する理解を共有する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに 

2. 経営学から見た組織のダイバーシティ・マネジメント 

3. 日本企業が直面する，ダイバーシティ・マネジメントの課題（１）同じ能力を持つ人材が活用されないケース（講義） 

4. 同（１）ディスカッション 

5. 日本企業が直面する，ダイバーシティ・マネジメントの課題（２）多様な能力を采配できていないケース（講義） 

6. 同（２）ディスカッション 

7. 日本企業が直面する，ダイバーシティ・マネジメントの課題（３）しょうがい者は組織でどう活用されるか（講義） 

8. 同（３）ディスカッション 

9. 日本企業が直面する，ダイバーシティ・マネジメントの課題（４）ワークライフ・バランスをどう考えるか（講義） 

10. 同（４）ディスカッション 

11. 日本企業が直面する，ダイバーシティ・マネジメントの課題（５）経営戦略としてのダイバーシティ・マネジメント（講義） 

12. 同（５）ディスカッション 

13. グループ・プレゼンテーション 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Blackboardを使って授業の事前と事後に課題が出されます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(35%)/グループ･プロジェクト(ディスカッション，プレゼンテーション)への参加･発表(35%)/出席とクラス

参加(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 尾崎俊哉、2017、『ダイバーシティ・マネジメント入門』、ナカニシヤ出版 

詳細は別途，授業内で紹介します 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

テーマごとに，第一線の企業人をゲストスピーカーとしてお招きして，話題を提供していただきます。それを踏まえて翌週にグルー

プディスカッションを行い，理解を深めます。企業人のスケジュールの関係上，授業計画に示すテーマの内容や順番が一部，変

更になる可能性があります。初回の授業の際に詳しいスケジュールを確認します。 
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注意事項（Notice） 
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■BT222 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BT222／企業人セミナー２ 

(Seminar on Corporate Perspectives 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
“今”に役立つ マーケティングと PR 施策 

担当者名 

（Instructor） 
永谷 亜矢子(NAGAYA AYAKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS3800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

近年、次々に新たなメディアが生まれ、デジタルのインフラは日々進化していきます。 

その環境下で、時代に流されず、「今」役立つ、実践事例に基づいたマーケティングと PR 手法を考察します 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義担当者のメディア、コンテンツ制作、マーケティング、PR事業の経験値より、現代のみならず、現在必要なマーケティング

をカテゴリー別に紹介し、また、そのマーケティングを活かす手法を実例ともに説明します。 

同様にマーケットで勝つための PR 戦略とその手法を学び、今、実践可能なデジタルとリアルマーケティング、PR までを理解しま

す。 

また、社会の第一線で活躍する、企業の代表者や事業責任者をゲストスピーカーとして招き、最新の事例とともに考察します。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション  

2. 現代における現在のメディアについて 

3. マーケティング施策 1  プランニングの必然とその手法 

4. マーケティング施策 2  オウンドメディアの重要性   

5. マーケティング施策 3  多様なマーケティングを知る 

6. コンテンツマーケティング 

7. ソーシャルメディアマーケティング 

8. インフルエンサーマーケティング 

9. イベントマーケティング 

10. マーケティングを活用した ワークショップ 

11. 現代における現在の PR とは 

12. PR戦略について 

13. プランニングから“本質が伝わる”まで. 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

適宜指示します 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/授業内のリアクションシート(50%)/授業内課題(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. カーツメディアワークス、2016、『新しい Webマーケティングハンドブック』、ーツメディアワークス 

2. 廣部嘉祥、2017、『挑戦者たちに学ぶデジタルマーケティング』、バイインターナショナル 

3. 本田哲也、2017、『戦略 PR 世の中を動かす新しい 6 つの法則』、ディスカバー21 

4. ジャックポスター、2003、『アイデアのヒント』、ccc メディアハウス 

授業の理解を深めるための推薦図書 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

講義内容に、基づき、Indeed、吉本興業、メルカリ、ベクトル等の経営者及び事業責任者がゲストスピーカーとして登壇します 

 

注意事項（Notice） 
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■BT223 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／企業人セミナー３ 

(Seminar on Corporate Perspectives 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

デール・カーネギーが伝えるリーダーシップとコミュニケーションの秘訣 

～人を動かすリーダーになる～ 

担当者名 

（Instructor） 
石原 由一朗(ISHIHARA YUICHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS3800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

人前で物おじすることなく､自分の意見を自由に表現できるようになり､グローバルリーダーとして必要な考え方、コミュニケーショ

ン力、リーダーシップを身につける 

 

授業の内容（Course Contents） 

100 年以上の歴史を誇り、数多くの世界的なビジネスリーダーたちが学んだデール・カーネギー・トレーニングを学ぶことができ

る｡ビジネス界で即戦力として活躍するために必要な人間関係力、コミュニケーション力、プレゼンテーション力、リーダーシップを

実践を通じて習得する。 

座学は一切なく、ディスカッション、ワーク、アクションラーニングを通じて楽しくかつ実践的に学ぶことができる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション、目標設定 

2. 内容を絵で伝えるピクチャートーク 

3. 人間関係を強化する原則 

4. エネルギッシュにコミュニケーションを行う 

5. 相手の行動を促す話し方 

6. 熱意をもって取り組む 

7. 可能性を解き放つ 

8. 熱意をもって伝える 

9. 効果的な褒め方 

10. 協力してもらえる人になるための方法 

11. 柔軟性のあるコミュニケーションを行う 

12. 相手の行動を促す話し方 

13. 最大の成果を発表する 

14. ビジョンを新たにする 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

適宜指示する｡  

例）プレゼン内容の準備と練習。プロジェクトや課題への取り組み 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業中での取り組み（発表、議論、質問）(35%) 、授業外での取り組み（課題への取り組み、レポート）(35%) 、積極性、リーダーシ

ップ、学ぶ姿勢(30%)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. D・カーネギー、2016、『人を動かす』、創元社 (ISBN:442210098X) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BT236 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
BT236／Topics in Business 1 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Managerial Accounting 

担当者名 

（Instructor） 
カン，Ｇ(GERUI KANG) 

学期 

（Semester） 
春学期２(Spring Semester 2) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU3201 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

1. Students will calculate and interpret costs associated with manufacturing operations.  

2. Students will apply accounting information to managerial decisions. 

3. Students will calculate and classify cash flows for the statement of cash flows using both the direct and indirect methods, 

given transaction data and/or account balance data. 

4. Students will compute and use financial ratios, given annual report information for a company. 

 

授業の内容（Course Contents） 

a. Identifying and calculating product costs, inventory costs, cost of goods manufactured, and cost of goods sold. 

b. Analyzing cost behavior. 

c. Budgeting 

d. Variance analysis 

e. Cost-volume-profit analysis 

f. Other management decisions (make/buy, special order, process further, etc.) 

g. Statement of cash flows 

h. Financial ratios 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. Accounting as a Management Tool, Ch 1: Section 1.1, 2 (Assignments)  

3. Cost Behavior and Cost Estimation, Ch 2: 2, 4, 10, 11, 14, 16, 25    

4. Cost-Volume-Profit, Ch 3 (omit section 3.3):  1, 4, 8, 10, 15, 22, 25  

5. Exam 1—Chapters 1, 2 &3, Product Costs and Job Order Costing, Ch 4: 2, 4, 5, 6, 11, 12, 15, 20      

6. Budgeting-Planning & Forecasting, Ch 5: 6, 7, 10, 13, 21, 25, 26, 31    

7. Exam 2-Chapters4-5, Variance Analysis, Ch 6: 1, 3, 5, 6, 9, 16, 17, 21 

8. Managerial Decisions, Ch 8: 1, 5, 8, 12, 17, 19 

9. Exam 3- Chapters 6 & 8, Capital Budgeting, Ch 9: 1, 3, 4, 7, 9, 11, 29   

10. Decentralization, Ch 10: 1, 5, 7, 9, 13, 14, 18, 20 

11. Exam 4- Chapters 9-10, Balanced Scorecard, Ch 11: 2, 8, 16 

12. Financial Statement Analysis, Ch12: 1,2,4,5, 8, 9, 10, 11 

13. Exam 5- Chapters 11-12, Statement of Cash Flows, Ch 13: 1, 2, 3, 4, 7, 9, 11, 22, 23 

14. Exam 6-Chapter 13, Activity-Based costing (Ch 7, skim), A Comprehensive Understanding of Managerial accounting 

(presentation by me) 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students are expected to come to class with all homework completed.  Students should be prepared to explain how they 

reached certain answers. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Interim exam 1(16%)/Interim exam 2(16%)/Interim exam 3(17%)/Interim exam 4(17%)/Interim exam 5(17%)/Interim exam 6(17%) 

Students earning 90% or more will earn a S, 80% or more, an A, 70% or more, a B, 60% or more, a C, less then 60%, a D. 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Charles E. Davis and Elizabeth Davis. 2016. Managerial Accounting. Wiley (ISBN:978-1119343615) 

E-book version of the textbook is available at: https://www.wiley.com/en-us/Managerial+Accounting%2C+3rd+Edition-p-

9781119234173 
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参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

CALCULATOR FOR EXAMINATIONS 

You may use a calculator during examinations. But cell phone calculator will NOT be allowed during exams or quizzes. 

 

CHEATING 

Cheating will not be tolerated in any manner in this class. Penalties for cheating include failing the course and probation, 

suspension, or expulsion from the university.  

 

EXAMINATIONS 

The content of the five exams given during the semester will be based on the homework assignments for the chapters covered 

by the examination, including any additional assignments covered and/or announced in class. 

 

Missing an exam: Students who must miss an exam for University-related activities must make up the exam BEFORE the noted 

exam date.  Students who must miss an exam for other legitimate reasons will receive a grade of zero.  No make-up exams 

will be given in these cases.  If you cannot make an exam, please contact me in person or via e-mail BEFORE the exam starts.  

If I have not excused your absence from the missed interim exam, you will receive a score of zero on that exam.   

 

Suggestions: 

1. Attend all classes. 

2. Do your homework. 

3. Do not get behind. 

4. Get help when needed. 

5. Do not cram for exams. 

    

Success in this course is generally related to regular attendance and completing all assignments when due.  In addition to 

completing the homework, I recommend studying and reviewing the covered material by working extra problems, forming a study 

group with fellow classmates, reviewing previously covered homework problems, reading the chapters, working through the 

practice problems, etc. Start the semester off strong and be persistent.  Do not allow yourself to get behind. When you do not 

understand something, obtain help right away.   

 

注意事項（Notice） 

Mainstream Course(Min.TOEIC:900) 
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■BT237 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
BT237／Topics in Business 2 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Team Sports Marketing 

担当者名 

（Instructor） 
ビョン，Ｋ．(BYON KUNWUNG) 

学期 

（Semester） 
春学期２(Spring Semester 2) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU3201 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The objectives of the course are: (a) to introduce students to the application of basic principles of marketing to the managed 

sport industry with emphasis on sport teams and (b) to understand how and why fans make decisions to consume sport teams 

 

授業の内容（Course Contents） 

Students will learn various aspects about environment, resources, and stakeholders associated with sport teams and how they 

function together to influence sport fan's various consumption behaviors. The class will be taught through lectures and 

discussions of sport marketing cases.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction of the course/lectures 

2. Class based on lecture and discussion of cases 

3. Class based on lecture and discussion of cases 

4. Class based on lecture and discussion of cases 

5. Class based on lecture and discussion of cases 

6. Class based on lecture and discussion of cases 

7. Class based on lecture and discussion of cases 

8. Class based on lecture and discussion of cases 

9. Class based on lecture and discussion of cases 

10. Class based on lecture and discussion of cases 

11. Class based on lecture and discussion of cases 

12. Class based on lecture and discussion of cases 

13. Class based on lecture and discussion of cases 

14. Test 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students are expected to read required readings that include chapters, cases, and other readings. Students are also expected 

to prepare well for presentation and discussion of weekly cases.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Written Assignment(20%)/Oral Presentation(20%)/SBJ Weekly Assignment(20%)/Class Participation(10%)/Test(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Wakefield, K. 2014. Team Sports Marketing. Team Sports Marketing 

2. Street & Smith's Sports Business. Street & Smith's Sports Business Journal Subscription. Street & Smith 

Wakefield, K. (2014). Team Sports Marketing available at http://teamsportsmarketing.com 

 

参考文献（Readings） 

1. Shank & Lyberger. 2015. Sports Marketing: A Strategic Perspective (6th edition) . Routledge (ISBN:978-1138015968) 

2. Mullin, Hardy, & Sutton. 2014. Sport Marketing (4th edition). Human Kinetics (ISBN:978-1450424981) 

Sport Marketing Cases (Freely Available via Instructor) 

The NFL’s Digital Media Strategy 

Game Misconduct: Service Error Recovery Strategy (Case) 

Developing a Pricing Strategy for the LA Dodgers (Case) 

Sportscape factors influencing spectator attendance and satisfaction at a PGA tournament (Case)  

Marketing the ‘Big Game’: Developing a Student Rewards Program in College Basketball (Case)  

The Chicago Blackhawks: Greatest Sports Business Turnaround Ever 



 - 141 - 

Sir Alex Ferguson: Managing Manchester United 

The Richmond What?!? The Naming of a Minor League Baseball Franchise (Case) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

The above course schedule is tentative and is subject to change.  Detailed syllabus will be provided at the beginning of the 

class.  

 

注意事項（Notice） 

Mainstream Course(Min.TOEIC:900) 
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■BT238 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
BT238／Topics in Business 3 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
International Business and Strategy 

担当者名 

（Instructor） 
ヘンケンソン，L．(HAKANSSON LARS BORJE) 

学期 

（Semester） 
春学期１(Spring Semester 1) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU3201 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The course objective is to provide students with conceptual and analytical tools for the analysis of complex international 

business situations, and for the articulation of appropriate managerial action plans and implementation strategies. 

 

授業の内容（Course Contents） 

The course focuses on the design of organizational structures, systems and procedures for the implementation of international 

strategy in complex business environments and on common managerial challenges associated with such implementation. The 

issues discussed range from international entrepreneurship in small start-up companies to the design of organizational 

structures in multinational organizations. The course analyzes the drivers behind the globalization process and examines its 

strategic and managerial consequences. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Course introduction. Competing in international markets. Internationalization strategies 

2. Case discussion: SoundFacts (A) 

3. Dynamic capabilities in international expansion: Responding to conflicting environmental forces 

4. Case discussion: Ingvar Kamprad and IKEA 

5. Implementing international strategy 

6. Case discussion: Silvio Napoli at Schindler India (A) 

7. Multinational enterprise organization 

8. Case discussion: BRL Hardy - Globalizing an Australian Wine Company 

9. Managing international R&D 

10. Case discussion: (Case to be announced.) 

11. International mergers and acquisitions 

12. Case discussion: Gold Peak Electronics: R&D Globalisation from East to West 

13. In-class final test 

14. Course summary and wrap-up 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students are expected to read and analyze before class the assigned cases and readings. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Class participation(30%)/Group case analysis and presentation(30%)/In-class test(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

None 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

To be announced. 

 

注意事項（Notice） 

Mainstream Course(Min.TOEIC:900) 
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■BT251 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／リーダーシップ入門（ＢＬ０） 

(Leadership-Introduction) 

担当者名 

（Instructor） 
中野 未知子(NAKANO MICHIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS1510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

少人数のグループワークを通じて、自分なりのリーダーシップの発揮方法を体感し、経営学部で自律的に学習していくための専

門知識やスキルの必要性を学ぶことを目的とする。経営学部の専門科目や、BLP・BBPへの円滑な導入の基礎となる重要な科

目である。 

 

授業の内容（Course Contents） 

実際の企業に対して、少人数のグループ単位で企画提案を行うプロジェクトと、その振り返りが授業の中心となる。 

 

(1) グループワークを通じて、自分なりのリーダーシップの発揮方法を体感する。 

(2) チームで議論しながら結論を導くプロセスを体験し、生産的な議論のしかたを学ぶ。 

(3) 自分の主張を裏付けるために必要な情報を収集し、意見や提案を構成する練習を行なう。 

(4) 言いたいことを言うだけではなく、聞き手を説得できるプレゼンテーションを構成する方法を習得する。 

(5) 企画提案プロジェクトの活動を振り返り、グループとして成果をあげるにはどのようなチームワークが必要だったか、個人とし

てチームにどのように関わるべきだったかについて考える。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：授業内容の説明 

2. プロジェクトキックオフ 

3. 現状分析（１） 

4. 現状分析（２） 

5. 中間発表（ポスター発表） 

6. 中間振り返り 

7. 仮説の構築と検証（１） 

8. 仮説の構築と検証（２） 

9. プレゼンテーション（予選１） 

10. プランの再構築・リーダーシップの振り返り 

11. プレゼンテーション（予選２） 

12. プレゼンテーション（本選） 

13. 授業の振り返り（１） 

14. 授業の振り返り（２） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎授業ごとに、授業内容に関する課題が出される。授業スライドをもとに、授業内容を復習し、自分のリーダーシップ行動の振り

返りをすることが求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業中の発表・討議・質疑応答(30%)/グループワークの成果(40%)/提出物(30%) 

欠席３回で D 評価とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 石川淳、2016、『シェアド・リーダーシップ-チーム全員の影響力が職場を強くする』、中央経済社 (ISBN:4502203513) 

適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

適宜指示する。 

 

注意事項（Notice） 
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■BT252 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／リーダーシップ入門（ＢＬ０） 

(Leadership-Introduction) 

担当者名 

（Instructor） 
伊勢坊 綾(ISEBOU AYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS1510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

少人数のグループワークを通じて、自分なりのリーダーシップの発揮方法を体感し、経営学部で自律的に学習していくための専

門知識やスキルの必要性を学ぶことを目的とする。経営学部の専門科目や、BLP・BBPへの円滑な導入の基礎となる重要な科

目である。 

 

授業の内容（Course Contents） 

実際の企業に対して、少人数のグループ単位で企画提案を行うプロジェクトと、その振り返りが授業の中心となる。 

 

(1) グループワークを通じて、自分なりのリーダーシップの発揮方法を体感する。 

(2) チームで議論しながら結論を導くプロセスを体験し、生産的な議論のしかたを学ぶ。 

(3) 自分の主張を裏付けるために必要な情報を収集し、意見や提案を構成する練習を行なう。 

(4) 言いたいことを言うだけではなく、聞き手を説得できるプレゼンテーションを構成する方法を習得する。 

(5) 企画提案プロジェクトの活動を振り返り、グループとして成果をあげるにはどのようなチームワークが必要だったか、個人とし

てチームにどのように関わるべきだったかについて考える。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：授業内容の説明 

2. プロジェクトキックオフ 

3. 現状分析（１） 

4. 現状分析（２） 

5. 中間発表（ポスター発表） 

6. 中間振り返り 

7. 仮説の構築と検証（１） 

8. 仮説の構築と検証（２） 

9. プレゼンテーション（予選１） 

10. プランの再構築・リーダーシップの振り返り 

11. プレゼンテーション（予選２） 

12. プレゼンテーション（本選） 

13. 授業の振り返り（１） 

14. 授業の振り返り（２） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎授業ごとに、授業内容に関する課題が出される。授業スライドをもとに、授業内容を復習し、自分のリーダーシップ行動の振り

返りをすることが求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業中の発表・討議・質疑応答(30%)/グループワークの成果(40%)/提出物(30%) 

欠席３回で D 評価とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 石川淳、2016、『シェアド・リーダーシップ-チーム全員の影響力が職場を強くする』、中央経済社 (ISBN:4502203513) 

適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

適宜指示する。 

 

注意事項（Notice） 
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■BT253 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／リーダーシップ入門（ＢＬ０） 

(Leadership-Introduction) 

担当者名 

（Instructor） 
池原 真佐子(IKEHARA MASAKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS1510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

少人数のグループワークを通じて、自分なりのリーダーシップの発揮方法を体感し、経営学部で自律的に学習していくための専

門知識やスキルの必要性を学ぶことを目的とする。経営学部の専門科目や、BLP・BBPへの円滑な導入の基礎となる重要な科

目である。 

 

授業の内容（Course Contents） 

実際の企業に対して、少人数のグループ単位で企画提案を行うプロジェクトと、その振り返りが授業の中心となる。 

 

(1) グループワークを通じて、自分なりのリーダーシップの発揮方法を体感する。 

(2) チームで議論しながら結論を導くプロセスを体験し、生産的な議論のしかたを学ぶ。 

(3) 自分の主張を裏付けるために必要な情報を収集し、意見や提案を構成する練習を行なう。 

(4) 言いたいことを言うだけではなく、聞き手を説得できるプレゼンテーションを構成する方法を習得する。 

(5) 企画提案プロジェクトの活動を振り返り、グループとして成果をあげるにはどのようなチームワークが必要だったか、個人とし

てチームにどのように関わるべきだったかについて考える。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：授業内容の説明 

2. プロジェクトキックオフ 

3. 現状分析（１） 

4. 現状分析（２） 

5. 中間発表（ポスター発表） 

6. 中間振り返り 

7. 仮説の構築と検証（１） 

8. 仮説の構築と検証（２） 

9. プレゼンテーション（予選１） 

10. プランの再構築・リーダーシップの振り返り 

11. プレゼンテーション（予選２） 

12. プレゼンテーション（本選） 

13. 授業の振り返り（１） 

14. 授業の振り返り（２） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎授業ごとに、授業内容に関する課題が出される。授業スライドをもとに、授業内容を復習し、自分のリーダーシップ行動の振り

返りをすることが求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業中の発表・討議・質疑応答(30%)/グループワークの成果(40%)/提出物(30%) 

欠席３回で D 評価とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 石川淳、2016、『シェアド・リーダーシップ-チーム全員の影響力が職場を強くする』、中央経済社 (ISBN:4502203513) 

適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

適宜指示する。 

 

注意事項（Notice） 
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■BT254 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／リーダーシップ入門（ＢＬ０） 

(Leadership-Introduction) 

担当者名 

（Instructor） 
松本 茂(MATSUMOTO SHIGERU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS1510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

少人数のグループワークを通じて、自分なりのリーダーシップの発揮方法を体感し、経営学部で自律的に学習していくための専

門知識やスキルの必要性を学ぶことを目的とする。経営学部の専門科目や、BLP・BBPへの円滑な導入の基礎となる重要な科

目である。 

 

授業の内容（Course Contents） 

実際の企業に対して、少人数のグループ単位で企画提案を行うプロジェクトと、その振り返りが授業の中心となる。 

 

(1) グループワークを通じて、自分なりのリーダーシップの発揮方法を体感する。 

(2) チームで議論しながら結論を導くプロセスを体験し、生産的な議論のしかたを学ぶ。 

(3) 自分の主張を裏付けるために必要な情報を収集し、意見や提案を構成する練習を行なう。 

(4) 言いたいことを言うだけではなく、聞き手を説得できるプレゼンテーションを構成する方法を習得する。 

(5) 企画提案プロジェクトの活動を振り返り、グループとして成果をあげるにはどのようなチームワークが必要だったか、個人とし

てチームにどのように関わるべきだったかについて考える。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：授業内容の説明 

2. プロジェクトキックオフ 

3. 現状分析（１） 

4. 現状分析（２） 

5. 中間発表（ポスター発表） 

6. 中間振り返り 

7. 仮説の構築と検証（１） 

8. 仮説の構築と検証（２） 

9. プレゼンテーション（予選１） 

10. プランの再構築・リーダーシップの振り返り 

11. プレゼンテーション（予選２） 

12. プレゼンテーション（本選） 

13. 授業の振り返り（１） 

14. 授業の振り返り（２） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎授業ごとに、授業内容に関する課題が出される。授業スライドをもとに、授業内容を復習し、自分のリーダーシップ行動の振り

返りをすることが求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業中の発表・討議・質疑応答(30%)/グループワークの成果(40%)/提出物(30%) 

欠席３回で D 評価とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 石川淳、2016、『シェアド・リーダーシップ-チーム全員の影響力が職場を強くする』、中央経済社 (ISBN:4502203513) 

適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

適宜指示する。 

 

注意事項（Notice） 
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■BT255 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／リーダーシップ入門（ＢＬ０） 

(Leadership-Introduction) 

担当者名 

（Instructor） 
川﨑 善行(KAWASAKI YOSHIYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS1510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

少人数のグループワークを通じて、自分なりのリーダーシップの発揮方法を体感し、経営学部で自律的に学習していくための専

門知識やスキルの必要性を学ぶことを目的とする。経営学部の専門科目や、BLP・BBPへの円滑な導入の基礎となる重要な科

目である。 

 

授業の内容（Course Contents） 

実際の企業に対して、少人数のグループ単位で企画提案を行うプロジェクトと、その振り返りが授業の中心となる。 

 

(1) グループワークを通じて、自分なりのリーダーシップの発揮方法を体感する。 

(2) チームで議論しながら結論を導くプロセスを体験し、生産的な議論のしかたを学ぶ。 

(3) 自分の主張を裏付けるために必要な情報を収集し、意見や提案を構成する練習を行なう。 

(4) 言いたいことを言うだけではなく、聞き手を説得できるプレゼンテーションを構成する方法を習得する。 

(5) 企画提案プロジェクトの活動を振り返り、グループとして成果をあげるにはどのようなチームワークが必要だったか、個人とし

てチームにどのように関わるべきだったかについて考える。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：授業内容の説明 

2. プロジェクトキックオフ 

3. 現状分析（１） 

4. 現状分析（２） 

5. 中間発表（ポスター発表） 

6. 中間振り返り 

7. 仮説の構築と検証（１） 

8. 仮説の構築と検証（２） 

9. プレゼンテーション（予選１） 

10. プランの再構築・リーダーシップの振り返り 

11. プレゼンテーション（予選２） 

12. プレゼンテーション（本選） 

13. 授業の振り返り（１） 

14. 授業の振り返り（２） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎授業ごとに、授業内容に関する課題が出される。授業スライドをもとに、授業内容を復習し、自分のリーダーシップ行動の振り

返りをすることが求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業中の発表・討議・質疑応答(30%)/グループワークの成果(40%)/提出物(30%) 

欠席３回で D 評価とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 石川淳、2016、『シェアド・リーダーシップ-チーム全員の影響力が職場を強くする』、中央経済社 (ISBN:4502203513) 

適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

適宜指示する。 

 

注意事項（Notice） 
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■BT256 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／リーダーシップ入門（ＢＬ０） 

(Leadership-Introduction) 

担当者名 

（Instructor） 
吉成 篤(YOSHINARI ATSUSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS1510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

少人数のグループワークを通じて、自分なりのリーダーシップの発揮方法を体感し、経営学部で自律的に学習していくための専

門知識やスキルの必要性を学ぶことを目的とする。経営学部の専門科目や、BLP・BBPへの円滑な導入の基礎となる重要な科

目である。 

 

授業の内容（Course Contents） 

実際の企業に対して、少人数のグループ単位で企画提案を行うプロジェクトと、その振り返りが授業の中心となる。 

 

(1) グループワークを通じて、自分なりのリーダーシップの発揮方法を体感する。 

(2) チームで議論しながら結論を導くプロセスを体験し、生産的な議論のしかたを学ぶ。 

(3) 自分の主張を裏付けるために必要な情報を収集し、意見や提案を構成する練習を行なう。 

(4) 言いたいことを言うだけではなく、聞き手を説得できるプレゼンテーションを構成する方法を習得する。 

(5) 企画提案プロジェクトの活動を振り返り、グループとして成果をあげるにはどのようなチームワークが必要だったか、個人とし

てチームにどのように関わるべきだったかについて考える。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：授業内容の説明 

2. プロジェクトキックオフ 

3. 現状分析（１） 

4. 現状分析（２） 

5. 中間発表（ポスター発表） 

6. 中間振り返り 

7. 仮説の構築と検証（１） 

8. 仮説の構築と検証（２） 

9. プレゼンテーション（予選１） 

10. プランの再構築・リーダーシップの振り返り 

11. プレゼンテーション（予選２） 

12. プレゼンテーション（本選） 

13. 授業の振り返り（１） 

14. 授業の振り返り（２） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎授業ごとに、授業内容に関する課題が出される。授業スライドをもとに、授業内容を復習し、自分のリーダーシップ行動の振り

返りをすることが求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業中の発表・討議・質疑応答(30%)/グループワークの成果(40%)/提出物(30%) 

欠席３回で D 評価とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 石川淳、2016、『シェアド・リーダーシップ-チーム全員の影響力が職場を強くする』、中央経済社 (ISBN:4502203513) 

適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

適宜指示する。 

 

注意事項（Notice） 
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■BT257 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／リーダーシップ入門（ＢＬ０） 

(Leadership-Introduction) 

担当者名 

（Instructor） 
辻 洋右(TSUJI YOSUKE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS1510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

少人数のグループワークを通じて、自分なりのリーダーシップの発揮方法を体感し、経営学部で自律的に学習していくための専

門知識やスキルの必要性を学ぶことを目的とする。経営学部の専門科目や、BLP・BBPへの円滑な導入の基礎となる重要な科

目である。 

 

授業の内容（Course Contents） 

実際の企業に対して、少人数のグループ単位で企画提案を行うプロジェクトと、その振り返りが授業の中心となる。 

 

(1) グループワークを通じて、自分なりのリーダーシップの発揮方法を体感する。 

(2) チームで議論しながら結論を導くプロセスを体験し、生産的な議論のしかたを学ぶ。 

(3) 自分の主張を裏付けるために必要な情報を収集し、意見や提案を構成する練習を行なう。 

(4) 言いたいことを言うだけではなく、聞き手を説得できるプレゼンテーションを構成する方法を習得する。 

(5) 企画提案プロジェクトの活動を振り返り、グループとして成果をあげるにはどのようなチームワークが必要だったか、個人とし

てチームにどのように関わるべきだったかについて考える。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：授業内容の説明 

2. プロジェクトキックオフ 

3. 現状分析（１） 

4. 現状分析（２） 

5. 中間発表（ポスター発表） 

6. 中間振り返り 

7. 仮説の構築と検証（１） 

8. 仮説の構築と検証（２） 

9. プレゼンテーション（予選１） 

10. プランの再構築・リーダーシップの振り返り 

11. プレゼンテーション（予選２） 

12. プレゼンテーション（本選） 

13. 授業の振り返り（１） 

14. 授業の振り返り（２） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎授業ごとに、授業内容に関する課題が出される。授業スライドをもとに、授業内容を復習し、自分のリーダーシップ行動の振り

返りをすることが求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業中の発表・討議・質疑応答(30%)/グループワークの成果(40%)/提出物(30%) 

欠席３回で D 評価とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 石川淳、2016、『シェアド・リーダーシップ-チーム全員の影響力が職場を強くする』、中央経済社 (ISBN:4502203513) 

適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

適宜指示する。 

 

注意事項（Notice） 
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■BT258 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／リーダーシップ入門（ＢＬ０） 

(Leadership-Introduction) 

担当者名 

（Instructor） 
舘野 泰一(TATENO YOSHIKAZU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS1510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

少人数のグループワークを通じて、自分なりのリーダーシップの発揮方法を体感し、経営学部で自律的に学習していくための専

門知識やスキルの必要性を学ぶことを目的とする。経営学部の専門科目や、BLP・BBPへの円滑な導入の基礎となる重要な科

目である。 

 

授業の内容（Course Contents） 

実際の企業に対して、少人数のグループ単位で企画提案を行うプロジェクトと、その振り返りが授業の中心となる。 

 

(1) グループワークを通じて、自分なりのリーダーシップの発揮方法を体感する。 

(2) チームで議論しながら結論を導くプロセスを体験し、生産的な議論のしかたを学ぶ。 

(3) 自分の主張を裏付けるために必要な情報を収集し、意見や提案を構成する練習を行なう。 

(4) 言いたいことを言うだけではなく、聞き手を説得できるプレゼンテーションを構成する方法を習得する。 

(5) 企画提案プロジェクトの活動を振り返り、グループとして成果をあげるにはどのようなチームワークが必要だったか、個人とし

てチームにどのように関わるべきだったかについて考える。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：授業内容の説明 

2. プロジェクトキックオフ 

3. 現状分析（１） 

4. 現状分析（２） 

5. 中間発表（ポスター発表） 

6. 中間振り返り 

7. 仮説の構築と検証（１） 

8. 仮説の構築と検証（２） 

9. プレゼンテーション（予選１） 

10. プランの再構築・リーダーシップの振り返り 

11. プレゼンテーション（予選２） 

12. プレゼンテーション（本選） 

13. 授業の振り返り（１） 

14. 授業の振り返り（２） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎授業ごとに、授業内容に関する課題が出される。授業スライドをもとに、授業内容を復習し、自分のリーダーシップ行動の振り

返りをすることが求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業中の発表・討議・質疑応答(30%)/グループワークの成果(40%)/提出物(30%) 

欠席３回で D 評価とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 石川淳、2016、『シェアド・リーダーシップ-チーム全員の影響力が職場を強くする』、中央経済社 (ISBN:4502203513) 

適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

適宜指示する。 

 

注意事項（Notice） 
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■BT259 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／リーダーシップ入門（ＢＬ０） 

(Leadership-Introduction) 

担当者名 

（Instructor） 

高橋 俊之(TAKAHASHI TOSHIYUKI) 

マラカド, G .(MALACAD GARRELL CUSI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS1510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

少人数のグループワークを通じて、自分なりのリーダーシップの発揮方法を体感し、経営学部で自律的に学習していくための専

門知識やスキルの必要性を学ぶことを目的とする。経営学部の専門科目や、BLP・BBPへの円滑な導入の基礎となる重要な科

目である。 

 

授業の内容（Course Contents） 

実際の企業に対して、少人数のグループ単位で企画提案を行うプロジェクトと、その振り返りが授業の中心となる。 

 

(1) グループワークを通じて、自分なりのリーダーシップの発揮方法を体感する。 

(2) チームで議論しながら結論を導くプロセスを体験し、生産的な議論のしかたを学ぶ。 

(3) 自分の主張を裏付けるために必要な情報を収集し、意見や提案を構成する練習を行なう。 

(4) 言いたいことを言うだけではなく、聞き手を説得できるプレゼンテーションを構成する方法を習得する。 

(5) 企画提案プロジェクトの活動を振り返り、グループとして成果をあげるにはどのようなチームワークが必要だったか、個人とし

てチームにどのように関わるべきだったかについて考える。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：授業内容の説明 

2. プロジェクトキックオフ 

3. 現状分析（１） 

4. 現状分析（２） 

5. 中間発表（ポスター発表） 

6. 中間振り返り 

7. 仮説の構築と検証（１） 

8. 仮説の構築と検証（２） 

9. プレゼンテーション（予選１） 

10. プランの再構築・リーダーシップの振り返り 

11. プレゼンテーション（予選２） 

12. プレゼンテーション（本選） 

13. 授業の振り返り（１） 

14. 授業の振り返り（２） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎授業ごとに、授業内容に関する課題が出される。授業スライドをもとに、授業内容を復習し、自分のリーダーシップ行動の振り

返りをすることが求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業中の発表・討議・質疑応答(30%)/グループワークの成果(40%)/提出物(30%) 

欠席３回で D 評価とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 石川淳、2016、『シェアド・リーダーシップ-チーム全員の影響力が職場を強くする』、中央経済社 (ISBN:4502203513) 

適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

適宜指示する。 

 

注意事項（Notice） 
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■BT260 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／リーダーシップ入門（ＢＬ０） 

(Leadership-Introduction) 

担当者名 

（Instructor） 
赤松 重彦(AKAMATSU SHIGEHIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS1510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

少人数のグループワークを通じて、自分なりのリーダーシップの発揮方法を体感し、経営学部で自律的に学習していくための専

門知識やスキルの必要性を学ぶことを目的とする。経営学部の専門科目や、BLP・BBPへの円滑な導入の基礎となる重要な科

目である。 

 

授業の内容（Course Contents） 

実際の企業に対して、少人数のグループ単位で企画提案を行うプロジェクトと、その振り返りが授業の中心となる。 

 

(1) グループワークを通じて、自分なりのリーダーシップの発揮方法を体感する。 

(2) チームで議論しながら結論を導くプロセスを体験し、生産的な議論のしかたを学ぶ。 

(3) 自分の主張を裏付けるために必要な情報を収集し、意見や提案を構成する練習を行なう。 

(4) 言いたいことを言うだけではなく、聞き手を説得できるプレゼンテーションを構成する方法を習得する。 

(5) 企画提案プロジェクトの活動を振り返り、グループとして成果をあげるにはどのようなチームワークが必要だったか、個人とし

てチームにどのように関わるべきだったかについて考える。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：授業内容の説明 

2. プロジェクトキックオフ 

3. 現状分析（１） 

4. 現状分析（２） 

5. 中間発表（ポスター発表） 

6. 中間振り返り 

7. 仮説の構築と検証（１） 

8. 仮説の構築と検証（２） 

9. プレゼンテーション（予選１） 

10. プランの再構築・リーダーシップの振り返り 

11. プレゼンテーション（予選２） 

12. プレゼンテーション（本選） 

13. 授業の振り返り（１） 

14. 授業の振り返り（２） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎授業ごとに、授業内容に関する課題が出される。授業スライドをもとに、授業内容を復習し、自分のリーダーシップ行動の振り

返りをすることが求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業中の発表・討議・質疑応答(30%)/グループワークの成果(40%)/提出物(30%) 

欠席３回で D 評価とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 石川淳、2016、『シェアド・リーダーシップ-チーム全員の影響力が職場を強くする』、中央経済社 (ISBN:4502203513) 

適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

適宜指示する。 

 

注意事項（Notice） 
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■BT261 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／リーダーシップ入門（ＢＬ０） 

(Leadership-Introduction) 

担当者名 

（Instructor） 
宇田 武文(UDA TAKEFUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS1510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

少人数のグループワークを通じて、自分なりのリーダーシップの発揮方法を体感し、経営学部で自律的に学習していくための専

門知識やスキルの必要性を学ぶことを目的とする。経営学部の専門科目や、BLP・BBPへの円滑な導入の基礎となる重要な科

目である。 

 

授業の内容（Course Contents） 

実際の企業に対して、少人数のグループ単位で企画提案を行うプロジェクトと、その振り返りが授業の中心となる。 

 

(1) グループワークを通じて、自分なりのリーダーシップの発揮方法を体感する。 

(2) チームで議論しながら結論を導くプロセスを体験し、生産的な議論のしかたを学ぶ。 

(3) 自分の主張を裏付けるために必要な情報を収集し、意見や提案を構成する練習を行なう。 

(4) 言いたいことを言うだけではなく、聞き手を説得できるプレゼンテーションを構成する方法を習得する。 

(5) 企画提案プロジェクトの活動を振り返り、グループとして成果をあげるにはどのようなチームワークが必要だったか、個人とし

てチームにどのように関わるべきだったかについて考える。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：授業内容の説明 

2. プロジェクトキックオフ 

3. 現状分析（１） 

4. 現状分析（２） 

5. 中間発表（ポスター発表） 

6. 中間振り返り 

7. 仮説の構築と検証（１） 

8. 仮説の構築と検証（２） 

9. プレゼンテーション（予選１） 

10. プランの再構築・リーダーシップの振り返り 

11. プレゼンテーション（予選２） 

12. プレゼンテーション（本選） 

13. 授業の振り返り（１） 

14. 授業の振り返り（２） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎授業ごとに、授業内容に関する課題が出される。授業スライドをもとに、授業内容を復習し、自分のリーダーシップ行動の振り

返りをすることが求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業中の発表・討議・質疑応答(30%)/グループワークの成果(40%)/提出物(30%) 

欠席３回で D 評価とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 石川淳、2016、『シェアド・リーダーシップ-チーム全員の影響力が職場を強くする』、中央経済社 (ISBN:4502203513) 

適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

適宜指示する。 

 

注意事項（Notice） 
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■BT262 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／リーダーシップ入門（ＢＬ０） 

(Leadership-Introduction) 

担当者名 

（Instructor） 
山口 和範(YAMAGUCHI KAZUNORI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS1510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

少人数のグループワークを通じて、自分なりのリーダーシップの発揮方法を体感し、経営学部で自律的に学習していくための専

門知識やスキルの必要性を学ぶことを目的とする。経営学部の専門科目や、BLP・BBPへの円滑な導入の基礎となる重要な科

目である。 

 

授業の内容（Course Contents） 

実際の企業に対して、少人数のグループ単位で企画提案を行うプロジェクトと、その振り返りが授業の中心となる。 

 

(1) グループワークを通じて、自分なりのリーダーシップの発揮方法を体感する。 

(2) チームで議論しながら結論を導くプロセスを体験し、生産的な議論のしかたを学ぶ。 

(3) 自分の主張を裏付けるために必要な情報を収集し、意見や提案を構成する練習を行なう。 

(4) 言いたいことを言うだけではなく、聞き手を説得できるプレゼンテーションを構成する方法を習得する。 

(5) 企画提案プロジェクトの活動を振り返り、グループとして成果をあげるにはどのようなチームワークが必要だったか、個人とし

てチームにどのように関わるべきだったかについて考える。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：授業内容の説明 

2. プロジェクトキックオフ 

3. 現状分析（１） 

4. 現状分析（２） 

5. 中間発表（ポスター発表） 

6. 中間振り返り 

7. 仮説の構築と検証（１） 

8. 仮説の構築と検証（２） 

9. プレゼンテーション（予選１） 

10. プランの再構築・リーダーシップの振り返り 

11. プレゼンテーション（予選２） 

12. プレゼンテーション（本選） 

13. 授業の振り返り（１） 

14. 授業の振り返り（２） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎授業ごとに、授業内容に関する課題が出される。授業スライドをもとに、授業内容を復習し、自分のリーダーシップ行動の振り

返りをすることが求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業中の発表・討議・質疑応答(30%)/グループワークの成果(40%)/提出物(30%) 

欠席３回で D 評価とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 石川淳、2016、『シェアド・リーダーシップ-チーム全員の影響力が職場を強くする』、中央経済社 (ISBN:4502203513) 

適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

適宜指示する。 

 

注意事項（Notice） 
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■BT263 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／リーダーシップ入門（ＢＬ０） 

(Leadership-Introduction) 

担当者名 

（Instructor） 
島村 公俊(SHIMAMURA KIMITOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS1510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

少人数のグループワークを通じて、自分なりのリーダーシップの発揮方法を体感し、経営学部で自律的に学習していくための専

門知識やスキルの必要性を学ぶことを目的とする。経営学部の専門科目や、BLP・BBPへの円滑な導入の基礎となる重要な科

目である。 

 

授業の内容（Course Contents） 

実際の企業に対して、少人数のグループ単位で企画提案を行うプロジェクトと、その振り返りが授業の中心となる。 

 

(1) グループワークを通じて、自分なりのリーダーシップの発揮方法を体感する。 

(2) チームで議論しながら結論を導くプロセスを体験し、生産的な議論のしかたを学ぶ。 

(3) 自分の主張を裏付けるために必要な情報を収集し、意見や提案を構成する練習を行なう。 

(4) 言いたいことを言うだけではなく、聞き手を説得できるプレゼンテーションを構成する方法を習得する。 

(5) 企画提案プロジェクトの活動を振り返り、グループとして成果をあげるにはどのようなチームワークが必要だったか、個人とし

てチームにどのように関わるべきだったかについて考える。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：授業内容の説明 

2. プロジェクトキックオフ 

3. 現状分析（１） 

4. 現状分析（２） 

5. 中間発表（ポスター発表） 

6. 中間振り返り 

7. 仮説の構築と検証（１） 

8. 仮説の構築と検証（２） 

9. プレゼンテーション（予選１） 

10. プランの再構築・リーダーシップの振り返り 

11. プレゼンテーション（予選２） 

12. プレゼンテーション（本選） 

13. 授業の振り返り（１） 

14. 授業の振り返り（２） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎授業ごとに、授業内容に関する課題が出される。授業スライドをもとに、授業内容を復習し、自分のリーダーシップ行動の振り

返りをすることが求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業中の発表・討議・質疑応答(30%)/グループワークの成果(40%)/提出物(30%) 

欠席３回で D 評価とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 石川淳、2016、『シェアド・リーダーシップ-チーム全員の影響力が職場を強くする』、中央経済社 (ISBN:4502203513) 

適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

適宜指示する。 

 

注意事項（Notice） 
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■BT264 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／リーダーシップ入門（ＢＬ０） 

(Leadership-Introduction) 

担当者名 

（Instructor） 
中原 淳(NAKAHARA JUN) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS1510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

少人数のグループワークを通じて、自分なりのリーダーシップの発揮方法を体感し、経営学部で自律的に学習していくための専

門知識やスキルの必要性を学ぶことを目的とする。経営学部の専門科目や、BLP・BBPへの円滑な導入の基礎となる重要な科

目である。 

 

授業の内容（Course Contents） 

実際の企業に対して、少人数のグループ単位で企画提案を行うプロジェクトと、その振り返りが授業の中心となる。 

 

(1) グループワークを通じて、自分なりのリーダーシップの発揮方法を体感する。 

(2) チームで議論しながら結論を導くプロセスを体験し、生産的な議論のしかたを学ぶ。 

(3) 自分の主張を裏付けるために必要な情報を収集し、意見や提案を構成する練習を行なう。 

(4) 言いたいことを言うだけではなく、聞き手を説得できるプレゼンテーションを構成する方法を習得する。 

(5) 企画提案プロジェクトの活動を振り返り、グループとして成果をあげるにはどのようなチームワークが必要だったか、個人とし

てチームにどのように関わるべきだったかについて考える。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：授業内容の説明 

2. プロジェクトキックオフ 

3. 現状分析（１） 

4. 現状分析（２） 

5. 中間発表（ポスター発表） 

6. 中間振り返り 

7. 仮説の構築と検証（１） 

8. 仮説の構築と検証（２） 

9. プレゼンテーション（予選１） 

10. プランの再構築・リーダーシップの振り返り 

11. プレゼンテーション（予選２） 

12. プレゼンテーション（本選） 

13. 授業の振り返り（１） 

14. 授業の振り返り（２） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎授業ごとに、授業内容に関する課題が出される。授業スライドをもとに、授業内容を復習し、自分のリーダーシップ行動の振り

返りをすることが求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業中の発表・討議・質疑応答(30%)/グループワークの成果(40%)/提出物(30%) 

欠席３回で D 評価とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 石川淳、2016、『シェアド・リーダーシップ-チーム全員の影響力が職場を強くする』、中央経済社 (ISBN:4502203513) 

適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

適宜指示する。 

 

注意事項（Notice） 
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■BT265 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／リーダーシップ入門（ＢＬ０） 

(Leadership-Introduction) 

担当者名 

（Instructor） 
小松 加奈子(KOMATSU KANAKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS1510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

少人数のグループワークを通じて、自分なりのリーダーシップの発揮方法を体感し、経営学部で自律的に学習していくための専

門知識やスキルの必要性を学ぶことを目的とする。経営学部の専門科目や、BLP・BBPへの円滑な導入の基礎となる重要な科

目である。 

 

授業の内容（Course Contents） 

実際の企業に対して、少人数のグループ単位で企画提案を行うプロジェクトと、その振り返りが授業の中心となる。 

 

(1) グループワークを通じて、自分なりのリーダーシップの発揮方法を体感する。 

(2) チームで議論しながら結論を導くプロセスを体験し、生産的な議論のしかたを学ぶ。 

(3) 自分の主張を裏付けるために必要な情報を収集し、意見や提案を構成する練習を行なう。 

(4) 言いたいことを言うだけではなく、聞き手を説得できるプレゼンテーションを構成する方法を習得する。 

(5) 企画提案プロジェクトの活動を振り返り、グループとして成果をあげるにはどのようなチームワークが必要だったか、個人とし

てチームにどのように関わるべきだったかについて考える。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：授業内容の説明 

2. プロジェクトキックオフ 

3. 現状分析（１） 

4. 現状分析（２） 

5. 中間発表（ポスター発表） 

6. 中間振り返り 

7. 仮説の構築と検証（１） 

8. 仮説の構築と検証（２） 

9. プレゼンテーション（予選１） 

10. プランの再構築・リーダーシップの振り返り 

11. プレゼンテーション（予選２） 

12. プレゼンテーション（本選） 

13. 授業の振り返り（１） 

14. 授業の振り返り（２） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎授業ごとに、授業内容に関する課題が出される。授業スライドをもとに、授業内容を復習し、自分のリーダーシップ行動の振り

返りをすることが求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業中の発表・討議・質疑応答(30%)/グループワークの成果(40%)/提出物(30%) 

欠席３回で D 評価とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 石川淳、2016、『シェアド・リーダーシップ-チーム全員の影響力が職場を強くする』、中央経済社 (ISBN:4502203513) 

適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

適宜指示する。 

 

注意事項（Notice） 
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■BT266 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／リーダーシップ入門（ＢＬ０） 

(Leadership-Introduction) 

担当者名 

（Instructor） 
岡本 紀明(OKAMOTO NORIAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS1510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

少人数のグループワークを通じて、自分なりのリーダーシップの発揮方法を体感し、経営学部で自律的に学習していくための専

門知識やスキルの必要性を学ぶことを目的とする。経営学部の専門科目や、BLP・BBPへの円滑な導入の基礎となる重要な科

目である。 

 

授業の内容（Course Contents） 

実際の企業に対して、少人数のグループ単位で企画提案を行うプロジェクトと、その振り返りが授業の中心となる。 

 

(1) グループワークを通じて、自分なりのリーダーシップの発揮方法を体感する。 

(2) チームで議論しながら結論を導くプロセスを体験し、生産的な議論のしかたを学ぶ。 

(3) 自分の主張を裏付けるために必要な情報を収集し、意見や提案を構成する練習を行なう。 

(4) 言いたいことを言うだけではなく、聞き手を説得できるプレゼンテーションを構成する方法を習得する。 

(5) 企画提案プロジェクトの活動を振り返り、グループとして成果をあげるにはどのようなチームワークが必要だったか、個人とし

てチームにどのように関わるべきだったかについて考える。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：授業内容の説明 

2. プロジェクトキックオフ 

3. 現状分析（１） 

4. 現状分析（２） 

5. 中間発表（ポスター発表） 

6. 中間振り返り 

7. 仮説の構築と検証（１） 

8. 仮説の構築と検証（２） 

9. プレゼンテーション（予選１） 

10. プランの再構築・リーダーシップの振り返り 

11. プレゼンテーション（予選２） 

12. プレゼンテーション（本選） 

13. 授業の振り返り（１） 

14. 授業の振り返り（２） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎授業ごとに、授業内容に関する課題が出される。授業スライドをもとに、授業内容を復習し、自分のリーダーシップ行動の振り

返りをすることが求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業中の発表・討議・質疑応答(30%)/グループワークの成果(40%)/提出物(30%) 

欠席３回で D 評価とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 石川淳、2016、『シェアド・リーダーシップ-チーム全員の影響力が職場を強くする』、中央経済社 (ISBN:4502203513) 

適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

適宜指示する。 

 

注意事項（Notice） 
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■BT267 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／リーダーシップ入門（ＢＬ０） 

(Leadership-Introduction) 

担当者名 

（Instructor） 
石川 淳(ISHIKAWA JUN) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS1510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

少人数のグループワークを通じて、自分なりのリーダーシップの発揮方法を体感し、経営学部で自律的に学習していくための専

門知識やスキルの必要性を学ぶことを目的とする。経営学部の専門科目や、BLP・BBPへの円滑な導入の基礎となる重要な科

目である。 

 

授業の内容（Course Contents） 

実際の企業に対して、少人数のグループ単位で企画提案を行うプロジェクトと、その振り返りが授業の中心となる。 

 

(1) グループワークを通じて、自分なりのリーダーシップの発揮方法を体感する。 

(2) チームで議論しながら結論を導くプロセスを体験し、生産的な議論のしかたを学ぶ。 

(3) 自分の主張を裏付けるために必要な情報を収集し、意見や提案を構成する練習を行なう。 

(4) 言いたいことを言うだけではなく、聞き手を説得できるプレゼンテーションを構成する方法を習得する。 

(5) 企画提案プロジェクトの活動を振り返り、グループとして成果をあげるにはどのようなチームワークが必要だったか、個人とし

てチームにどのように関わるべきだったかについて考える。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：授業内容の説明 

2. プロジェクトキックオフ 

3. 現状分析（１） 

4. 現状分析（２） 

5. 中間発表（ポスター発表） 

6. 中間振り返り 

7. 仮説の構築と検証（１） 

8. 仮説の構築と検証（２） 

9. プレゼンテーション（予選１） 

10. プランの再構築・リーダーシップの振り返り 

11. プレゼンテーション（予選２） 

12. プレゼンテーション（本選） 

13. 授業の振り返り（１） 

14. 授業の振り返り（２） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎授業ごとに、授業内容に関する課題が出される。授業スライドをもとに、授業内容を復習し、自分のリーダーシップ行動の振り

返りをすることが求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業中の発表・討議・質疑応答(30%)/グループワークの成果(40%)/提出物(30%) 

欠席３回で D 評価とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 石川淳、2016、『シェアド・リーダーシップ-チーム全員の影響力が職場を強くする』、中央経済社 (ISBN:4502203513) 

適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

適宜指示する。 

 

注意事項（Notice） 
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■BT268 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／リーダーシップ入門（ＢＬ０） 

(Leadership-Introduction) 

担当者名 

（Instructor） 
西原 文乃(NISHIHARA AYANO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS1510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

少人数のグループワークを通じて、自分なりのリーダーシップの発揮方法を体感し、経営学部で自律的に学習していくための専

門知識やスキルの必要性を学ぶことを目的とする。経営学部の専門科目や、BLP・BBPへの円滑な導入の基礎となる重要な科

目である。 

 

授業の内容（Course Contents） 

実際の企業に対して、少人数のグループ単位で企画提案を行うプロジェクトと、その振り返りが授業の中心となる。 

 

(1) グループワークを通じて、自分なりのリーダーシップの発揮方法を体感する。 

(2) チームで議論しながら結論を導くプロセスを体験し、生産的な議論のしかたを学ぶ。 

(3) 自分の主張を裏付けるために必要な情報を収集し、意見や提案を構成する練習を行なう。 

(4) 言いたいことを言うだけではなく、聞き手を説得できるプレゼンテーションを構成する方法を習得する。 

(5) 企画提案プロジェクトの活動を振り返り、グループとして成果をあげるにはどのようなチームワークが必要だったか、個人とし

てチームにどのように関わるべきだったかについて考える。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：授業内容の説明 

2. プロジェクトキックオフ 

3. 現状分析（１） 

4. 現状分析（２） 

5. 中間発表（ポスター発表） 

6. 中間振り返り 

7. 仮説の構築と検証（１） 

8. 仮説の構築と検証（２） 

9. プレゼンテーション（予選１） 

10. プランの再構築・リーダーシップの振り返り 

11. プレゼンテーション（予選２） 

12. プレゼンテーション（本選） 

13. 授業の振り返り（１） 

14. 授業の振り返り（２） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎授業ごとに、授業内容に関する課題が出される。授業スライドをもとに、授業内容を復習し、自分のリーダーシップ行動の振り

返りをすることが求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業中の発表・討議・質疑応答(30%)/グループワークの成果(40%)/提出物(30%) 

欠席３回で D 評価とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 石川淳、2016、『シェアド・リーダーシップ-チーム全員の影響力が職場を強くする』、中央経済社 (ISBN:4502203513) 

適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

適宜指示する。 

 

注意事項（Notice） 
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■BT281 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ワークショップ演習Ａ 

(Workshop Seminar-A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Investments: Industry Practice and Management 

担当者名 

（Instructor） 

竹澤 伸哉(TAKEZAWA NOBUYA) 

ヤン，Ｃ．Ｊ．(YANG CHARLES JAECHUL) 

学期 

（Semester） 
春学期１(Spring Semester 1) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
コンセントレーション：アカウンティング＆ファイナンス領域 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The objective of this course is to provide a clear understanding of the essentials of the investment industry, and the 

professional responsibilities of the industry participants. The course prepares students to sit for the Investment Foundations 

Certificate Exam (CFA Institute).  This workshop is recommended for those interested in pursuing a career in the 

investment/financial industry as well as accounting & auditing,  

 

授業の内容（Course Contents） 

The course will cover the essentials across all aspects of the investment industry in seven modules – Industry Overview, Ethics 

and Regulation, Inputs and Tools, Investment Instruments, Industry Structure, Serving Client Needs, and Industry Controls. 

 

The core textbook used for the course will be the Investment Foundations Certificate Program eBook created by CFA Institute, 

the global association of investment professionals that sets the standard for professional excellence and credentials. 

 

This is an intensive Quarter 1 Course.  The workshop is conducted in English. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Overview 

2. Financial Statements and Quantitative Concepts 

3. Equity Securities, Debt Securities, Derivatives 

4. Equity Securities, Debt Securities, Derivatives 

5. Microeconomics, Macroeconomics, 

Economics of International Trade 

6. Microeconomics, Macroeconomics, 

Economics of International Trade 

7. Ethics and Investment Professionalism 

Regulation 

8. Structure of the Investment Industry 

Investment Vehicles 

9. The Functioning of Financial Markets 

10. Investors and Their Needs 

11. Investment Management 

12. Risk Management 

Performance Evaluation 

13. Investment Industry Documentation 

Catch up/Course review 

14. Final Test 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Assigned chapters to be read before class - lectures will begin assuming materials have been read.  Detailed course outline will 

be uploaded on Blackboard by the first day of class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Final Test(35%)/Presentations(30%)/Participation & Assignments(35%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 
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参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

For more details on the Investment Foundations Certificate, please see 

http://www.cfainstitute.org 

 

注意事項（Notice） 
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■BT282 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ワークショップ演習Ｂ 

(Workshop Seminar-B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

企業が社会的な価値を創造するためにすべきことは何か，多様な関係者との協働の観

点から調べ提案する 

（What should companies do to create social values, from the view point of 

collaboration with multiple stakeholders) 

担当者名 

（Instructor） 
西原 文乃(NISHIHARA AYANO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
コンセントレーション：マネジメント領域，コミュニケーション領域 

 

授業の目標（Course Objectives） 

企業と社会との関係が問われて久しい。2016 年 1 月から国連は SDGs を推進し各企業もこれに取り組んでいる。最新の事例研

究を通して，企業が社会的な価値を創造するためにすべきことは何か（社会貢献，CSR，CSVに限らず），多様な関係者との協働

の観点から調べ提案する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

企業の目的を考えるとき，これまでは自己利益の最大化と社会的な価値の創造という経営課題が矛盾すると考えられてきた。し

かし，現在では多くの企業が社会的な価値の創造を本業を通して行うようになってきている。とはいえ，まだその取り組みは始ま

ったばかりである。一方で，国連は 2016年 1 月から SDGs を推進し，17 の目標と 169 項目の達成基準を示しており，各企業もこ

れに取り組み始めている。最新の企業の事例研究を通して，企業が社会的な価値を創造するためにすべきことは何か，特に，多

様な関係者との協働の観点から調べ，実践に行かせる経営センスを磨く。社会貢献（Corporate Philanthropy）や CSR（企業の社

会責任），CSV（共通価値創造）についても学び，企業がすべきことは何かを明らかにしていく。 

詳細に関しては参加者の意向を反映させながら決定していく｡したがって学生からの要望に応じて，企業訪問やフィールドワーク

を実施、またわゲストスピーカーを招請する｡ 

選考方法などは別途掲示の通り。 

短期志向の市場原理主義的な経営や，伝統的な経済学における経済人モデルに対するアンチテーゼとしての経営の在り方や人

間観に興味・関心のある学生の積極的な参加を希望します。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 企業と社会との関係（社会貢献，CSR，CSV，ソーシャル・イノベーション，SDGs） 

3. 様な関係者との協働のしくみ①（知識創造理論に基づく解説） 

4. 様な関係者との協働のしくみ②（知識創造理論に基づく解説） 

5. SDGs のケース・スタディ 

6. 企業訪問・フィールドワーク・ゲストスピーカー（のいずれか） 

7. 企業訪問・フィールドワーク・ゲストスピーカー（のいずれか） 

8. 企業訪問・フィールドワーク・ゲストスピーカー（のいずれか） 

9. 企業訪問・フィールドワーク・ゲストスピーカー（のいずれか） 

10. 企業訪問・フィールドワーク・ゲストスピーカー（のいずれか） 

11. 企業訪問・フィールドワーク・ゲストスピーカー（のいずれか） 

12. グループワーク（企業が社会的な価値を創造するためにすべきことは何か） 

13. グループワーク（企業が社会的な価値を創造するためにすべきことは何か） 

14. グループ発表とまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内に指示する｡ 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/参加態度(20%)/課題内容(20%)/グループ発表(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 野中郁次郎、2014、『実践ソーシャルイノベーション - 知を価値に変えたコミュニティ・企業・NPO』、千倉書房 (ISBN:978-

4805110331) 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

応募方法などに関しては掲示を確認すること｡  

応募者多数の場合には，参加が認められないこともある｡  

 

注意事項（Notice） 
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■BT283 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ワークショップ演習Ｃ 

(Workshop Seminar-C) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
簿記演習 

担当者名 

（Instructor） 
渡邉 雅雄(WATANABE MASAO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
コンセントレーション：アカウンティング＆ファイナンス領域 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中級レベルの商業簿記・工業簿記を修得し，財務諸表の数字から経営内容を把握できるようになる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

このワークショップでは，中級レベル（具体的には日商簿記検定 2 級レベル）の商業簿記・工業簿記を修得するための問題演習

を行う。各クラスでは，演習問題について学生による発表とディスカッションを行い，各学習テーマの理解を深める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 工業簿記（１）：工業簿記の記帳体系，原価の費目別計算 

3. 工業簿記（２）：製造間接費会計，原価の部門別計算 

4. 工業簿記（３）：個別原価計算，工企業の財務諸表 

5. 工業簿記（４）：小テスト，工場会計の独立 

6. 工業簿記（５）：総合原価計算，標準原価計算 

7. 工業簿記（６）：直接原価計算，商業簿記（１）：銀行勘定調整表 

8. 工業簿記（７）：小テスト，商業簿記（２）：有価証券 

9. 商業簿記（３）：商品売買，有形固定資産 

10. 商業簿記（４）：引当金，株式会社会計 

11. 商業簿記（５）：小テスト，剰余金の配当等 

12. 商業簿記（６）：税金，決算 

13. 商業簿記（７）：財務諸表，本支店会計 

14. 商業簿記（８）：連結会計，小テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

用意された課題への取組みと各クラスへの積極的な参加が必要となる。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

小テスト(40%)/課題への取組み(40%)/ディスカッション(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは指定せず，各クラスで教材を配付する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

経営学部に設置されている会計学入門，管理会計の単位を事前に修得していることが望ましい。 

 

注意事項（Notice） 
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■BT284 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ワークショップ演習Ｄ 

(Workshop Seminar-D) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Inter-Cultural Management 

担当者名 

（Instructor） 
フォウラー，Ｒ(FOWLER RANDY) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
コンセントレーション：マネジメント領域 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course is the first of a 2-semester workshop providing a comprehensive understanding of cultural issues as they relate to 

international business. Students can sign up for only one or for both of the workshops, as they cover separate material. In this 

first semester, the major concepts in cultural studies are explored at length, with particular emphasis on their practical 

ramifications for business management. The second semester will focus on case studies and specific business issues; students 

will work through business problems and roleplay cross-cultural business scenarios. By the end of the course, students will 

have a comprehensive understanding of cross-cultural business issues and be well-equipped with tools for navigating their way 

through their international business careers.  

 

授業の内容（Course Contents） 

Lectures will provide a solid foundation for the material, while students will be expected to do short reading assignments and 

actively contribute to class discussion and roleplays.   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. Applying Individualism/Collectivism 

3. Applying Individualism/Collectivism (II) 

4. Applying Power Distance 

5. Applying Masculinity/Femininity; Uncertainty Avoidance 

6. Applying Long-Term Orientation 

7. Presentations 

8. Applying Direct vs. Indirect Communication 

9. Applying Cultural Distance 

10. Workshop/Roleplay (I) 

11. Workshop/Roleplay (II) 

12. Workshop/Roleplay (III) 

13. Review 

14. Final Test 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students must read any assigned cases and articles before class, and be prepared to discuss them. Students must also actively 

participate in class discussion and roleplaying exercises. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/Presentation(35%)/Class Participation(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

None 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BT285 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ワークショップ演習Ｅ 

(Workshop Seminar-E) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
会計学の基本を学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
倍 和博(BAI KAZUHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
コンセントレーション：アカウンティング＆ファイナンス領域 

 

授業の目標（Course Objectives） 

会計学の基礎的諸概念の理解を深め，財務諸表の数値から企業経営の実態を把握できるようになる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本ワークショップは，企業経営における会計数値の活用方法を探ることに主眼を置き，会計学を理論と制度の両面から紐解きな

がら経営学全般に関わる幅広い知識と教養を身につける。各クラスでは，授業 3 回を 1 ユニットとして学習テーマに関する基本

的な知識を再確認したうえで，グループ毎に設定したテーマに基づくプレゼンテーションとディスカッションを行い，理解を深めてい

く。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 複式簿記と会計学 

3. 会計学の基本構造 

4. 報告・ディスカッション① 

5. 資金繰りとキャッシュフロー計算書 

6. 会計学と財務諸表分析 

7. 報告・ディスカッション② 

8. のれんの会計処理と IFRS 

9. 経営戦略と財務指標 

10. 報告・ディスカッション③ 

11. CSR と会計学 

12. 財務報告と統合報告 

13. 報告・ディスカッション④ 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

プレゼンテーションの準備とディスカッションへの積極的な参加，用意された課題への取り組みが必要となる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

プレゼンテーション(30%)/ディスカッション(30%)/問題演習・課題の提出(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に指示する。また，授業内で適宜，プリントや資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 石川純治、2014 年、『揺れる現代会計：ハイブリッド構造とその矛盾』、日本評論社 (ISBN:978-4535557970) 

授業時に指示する。また，授業内で適宜，プリントや資料を配布する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

指定された資料の該当部分に必ず目を通しておくこと。 

 

注意事項（Notice） 
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■BT286 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ワークショップ演習Ｆ 

(Workshop Seminar-F) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

日本の優れたサービスを発掘する 

（Finding high quality services in Japan) 

担当者名 

（Instructor） 
西原 文乃(NISHIHARA AYANO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS2013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
コンセントレーション：マーケティング領域，マネジメント領域 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本の優れたサービスを発掘し，優れたサービスの特徴を明らかにするとともに，サービス産業の推進に貢献する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

サービス産業の生産性の低さが指摘されているが，サービス産業は日本の GDPの 70%を占めており，2020 年の東京オリンピッ

クに向けて，サービス産業のさらなる活性化，効率化が急務である。 

事例研究を通して，知識創造理論の観点から，日本の優れたサービスの特徴と，それを成り立たせるプロセスを考えることで，企

業のあり方について考え，実践に活かせる経営センスを磨く｡ 

選考方法は別途提示の通り。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 優れたサービスをつくりとどけるしくみ①（知識創造理論に基づく解説） 

3. 優れたサービスをつくりとどけるしくみ②（知識創造理論に基づく解説） 

4. 優れたサービスの事例研究（日本編） 

5. 優れたサービスの事例研究（海外編） 

6. 企業訪問・フィールドワーク・ゲストスピーカー（のいずれか） 

7. 企業訪問・フィールドワーク・ゲストスピーカー（のいずれか） 

8. 企業訪問・フィールドワーク・ゲストスピーカー（のいずれか） 

9. 企業訪問・フィールドワーク・ゲストスピーカー（のいずれか） 

10. 企業訪問・フィールドワーク・ゲストスピーカー（のいずれか） 

11. 企業訪問・フィールドワーク・ゲストスピーカー（のいずれか） 

12. グループワーク（優れたサービスをつくりとどけるしくみの優れた事例） 

13. グループワーク（優れたサービスをつくりとどけるしくみの優れた事例の要件） 

14. グループ発表とまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内に指示する｡ 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/参加態度(20%)/課題内容(20%)/グループ発表(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 野中郁次郎、2017、『イノベーションを起こす組織 革新的サービス成功の本質』、日経 BP社 (ISBN:978-4822255060) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

応募方法などに関しては掲示を確認すること｡  

応募者多数の場合には，参加が認められないこともある｡  

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 169 - 

■BT287 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ワークショップ演習Ｇ 

(Workshop Seminar-G) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Inter-Cultural Management II 

担当者名 

（Instructor） 
フォウラー，Ｒ(FOWLER RANDY) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
コンセントレーション：マネジメント領域 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course is the second of a 2-semester workshop providing a comprehensive understanding of cultural issues as they relate 

to international business.  Students can sign up for this workshop without having taken the first one, as they cover separate 

material. In the first semester, the major concepts in cultural studies were explored at length, with particular emphasis on their 

practical ramifications for business management. This second semester will focus on case studies and specific business issues; 

students will work through business problems and roleplay cross-cultural business scenarios. By the end of the course, 

students will have a comprehensive understanding of cross-cultural business issues and be well-equipped with tools for 

navigating their way through their international business careers. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Lectures will provide a solid foundation for the material, while students will be expected to do short reading assignments and 

actively contribute to class discussion and roleplays.   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. International Organizational Structure 

3. International Organizational Structure (II) 

4. Intercultural Communication  

5. Intercultural Communication (II) 

6. Cultural Values 

7. Cultural Values (II) 

8. Presentations 

9. Presentations (II) 

10. International Strategy 

11. International Strategy (II) 

12. International Human Resource Management 

13. Review 

14. Final Test 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students should review material in advance of class, and be prepared to discuss it.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/Presentation(35%)/Class Participation(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

None 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BT288 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ワークショップ演習Ｈ 

(Workshop Seminar-H) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

マーケティングの基礎と実践 

－グループワークを中心に－ 

担当者名 

（Instructor） 
有馬 賢治(ARIMA KENJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS3013 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
コンセントレーション：マーケティング領域 

 

授業の目標（Course Objectives） 

マーケティングの基礎的な考え方，実践にあたってのセンスを身に着ける。 

グループワークを通じてリーダーシップを涵養する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本演習では，マーケティングに関しての基本的な文献の講読からはじめ，基礎的な理論を理解したうえでディスカッション，プレゼ

ンテーションの力を身に着けていく。 

必要に応じてフィールドワークを実施する予定であるが，詳細に関しては履修者の意向を反映させて決定する。 

専門演習とは異なり半期で完結させる必要があるので，マルチタスクでの進行は行わずに，シングルタスクで一つずつプロジェク

トを仕上げていく。長文レポートなどは課さない。 

マーケティングに興味・関心があり，積極的な学生の参加が期待される。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

なお，詳細は履修者の意向を優先して決定するので，授業計画は暫定的なものである。 

2. マーケティングの基礎的文献（総論）の輪読① 

3. マーケティングの基礎的文献（総論）の輪読② 

4. マーケティングをテーマにしたディスカッション① 

5. マーケティングをテーマにしたディスカッション② 

6. アンケートの作成① 

7. アンケートの作成② 

8. フィールドワーク 

9. アンケートの分析① 

10. アンケートの分析② 

11. プレゼンテーション資料の作成① 

12. プレゼンテーション資料の作成② 

13. プレゼンテーション資料の作成③ 

14. プレゼンテーション・コンペティション 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

参加態度 30%、課題内容 30%、プレゼンテーション 40%から総合的に(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業内で指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業内で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本講義担当者による Web連載には下記のものがある。適宜参照されたい。 

http://biz-journal.jp/series/kenji-arima-marketing-kihon/ 

http://biz-journal.jp/series/kenji-arima-marketing/ 

 

注意事項（Notice） 
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■BT301 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／２年次演習１ 

(Seminar1(2nd year)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
経営戦略の理論と実態の基礎 -企業分析の基礎を学ぶ- 

担当者名 

（Instructor） 
秋野 晶二(AKINO SHOJI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS2010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
コンセントレーション：マネジメント領域，アカウンティング＆ファイナンス領域 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 この授業の目的は，企業と経営戦略の理論，歴史・現状に関連する多数の文献・資料の収集，文献の熟読・読解の把握に基づ

いて，企業活動の問題を見つけ出し，それを多面的な観点から理論的かつ実証的に解明する能力を養うための基礎的能力（読

む・書く・話す・調べる・理解する）を習得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 企業には，業績の良い企業とそうでない企業がある。そのようなことがなぜ起こるのだろうか。ゼミでは，このような企業の好・不

調の要因や企業をめぐる様々な謎を経営戦略論に基づいて理論的・実証的に解明する能力を習得する。 

 そのためには，経営学の専門的な知識を広く深く学んでいく必要がある。本ゼミでは経営学の専門書などの企業活動に関する

経営理論を報告，論点提示，論点の議論，発展報告といったプロセスで時間をじっくりとかけて学ぶ。 

 並行して企業の財務データや産業データの見方，分析の仕方を学び，実際に，企業や産業の実態を分析する方法の基礎を学

ぶ。その際，企業分析の仕方の基礎を学ぶために，ゼミで作成した経営分析のテキストを活用する。特に，2 年生は，課題とし

て，グループで企業の分析を行う。その際，エレクトロニクス産業の中から企業を選定し，テーマを自ら設定したうえで，その分析

を行う。（2017 年度はソニーとパナソニック。）このような企業分析を行うに当たっては，まずは企業に関する広範で多数の文献・

資料を自ら地道に収集し，これをしっかりと読み込んで，企業の歩みや現状に関する全体像を知るむことから始めなければなら

ない。この作業はしばしば軽視されるが，これを怠ると良いテーマ設定や分析にはつながらない。このような多数の資料や文献の

収集および読解が当ゼミの勉強の基本である。 

 このような作業で得られた企業の知識をベースとし，経営分析の手法をも活用して，1 年かけて企業の分析の基礎をマスターし

ていく。このような分析を通して，単にネットや雑誌・記事から「答え」を探すコピペ学習から抜け出す。そして多様な考え方の理解

の上に、自ら良いテーマを設定し，自分の方法で分析にあたる。こうして自分の考え方を創り出すための基礎的な力を養うことが

できる。なお夏休みには夏合宿を行い、企業研究の中間報告と作業を行う。 

 秋野ゼミは，このような活動を通して、大学でしか身につけられない能力と友人が得られるゼミです。企業の理論と実態の両方

に関心があり，向上心と探究心をもって持続的に時間をかけ粘り強く勉強し，みんなで協力してゼミを活性化してくれる学生を待

っています。なお年に数回，工場や企業の訪問を実施し，実際の経営活動を学ぶ機会も設ける予定である。 

 なお詳細なシラバスについては，http://www.rikkyo.ne.jp/web/z5000006/akinoHP~2017/about.html を必ずよく読むこと。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第一回ガイダンス 

2. 第二回ガイダンス 

3. テキスト輪読 

4. テキスト輪読 

5. 企業分析報告 

6. テキスト輪読 

7. テキスト輪読 

8. テキスト輪読 

9. テキスト輪読 

10. 企業分析報告 

11. テキスト輪読 

12. テキスト輪読 

13. テキスト輪読 

14. 企業分析報告 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 テキストを熟読し，質問・意見を整理して，論点や質問を発言できるように毎回準備する。報告者はレジュメの作成，報告の準備

等を行う。企業研究では，資料の収集・整理・分析を通じたグループ活動を行い，報告・論文作成の準備を行う。準備にためには

多数の文献の収集、整理、読解することが必要となる。夏休みには夏合宿を行う。また討論会の準備も行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 



 - 172 - 

毎回の参加・発言・報告・課題の提出・共同研究への参加度など(95%)/出席(5%) 

 

テキスト（Textbooks） 

経営戦略論の基本文献 (未定) 。2017 年度のテキストは，淺羽茂・牛島辰男『経営戦略をつかむ』（有斐閣）。 

 

参考文献（Readings） 

1. 沼上幹、『わかりやすいマーケティング戦略』、有斐閣 

テキストを基礎にしながら，その内容に沿って多数の著名な戦略論のテキストの原文に当たっている。参考文献は随時，指示す

る。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

http://www.rikkyo.ne.jp/web/z5000006/akinoHP~2017/index.html 

 

注意事項（Notice） 
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■BT302 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／２年次演習１ 

(Seminar1(2nd year)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

マーケティング・リーダーシップ 

マーケティング発想での企業で活躍できる人材の育成 

担当者名 

（Instructor） 
有馬 賢治(ARIMA KENJI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS2010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
コンセントレーション：マーケティング領域 

 

授業の目標（Course Objectives） 

マーケティングを通じて社会現象を理解し、考える力、分析する力、ビジネス・センスを身につけ、マーケティングを駆使して企業

で活躍できる社会人基礎力を育てる。 

マルチタスクでの作業をこなすことができ、身につけた能力を他者のために使うことができるリーダーシップを涵養する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

・はじめに 

 「週８」「レポート 4000 字」「０限、７限」・・・有馬ゼミが語られる時によくあげられるキーワードである。 

 こうしたワードのイメージにより、巷で都市伝説化している有馬ゼミであるが、ゼミに参加している当事者以外に実態が理解され

ているとは言い難い。また、近年の学生には、自己の将来に得られる成果を先に知りたがる所謂「予定調和」的な思考をするタイ

プが多いという特徴がある。これは、これから着手する自己投資への活動から得られる成果への過度な期待により、無駄なこと

は極力したくないという気持ちが強く表れた結果であると思われる。また、無駄なことはしたくないという志向は、自己の投資に熱

心である一方、他者のために時間を割くことは限られた学生生活のなかでの浪費であるという思考も強めている。 

 こうした思考が浸透した世代の人たちには、途中経過で意図が理解できなくても、プロジェクトを他者と協力してやり遂げた後に

成果を実感して納得してもらうという感覚、所謂「山頂の景色」的な体感による学びで価値を理解してもらうことは非常に難しい。

そこで、シラバスの字数制限が緩和されたことを機に、自転車の乗り方を口頭で説明する作業に似てはいるが、教員の立場から

有馬ゼミの活動実態の概要をゼミ希望者に示しておきたい。 

 

・年間活動は学生が主体的に計画し、実施している 

 有馬ゼミの活動は、2 年生と 3年生は合同開催であるが、4 年生は卒論演習が別途設けられている。しかしながら、4 年生も各

自の無理のない範囲で自主的に 2・3 年生のゼミにコメンテーターとして参加している。 

 2・3 年生の合同開催ゼミは、主催学年（春学期：3 年生、秋学期：2 年生）が活動内容を計画し、運営までの責任を持って実施し

ている。もちろん、教員と相談のうえでコンテンツは決めていくわけであるが、学生が自主的に希望する内容を互いに出し合い、

希望を調整して計画が立てられる。 

 これまでに主に実施してきたコンテンツは、マーケティングや統計学などの書籍の輪読、ディベート、新製品企画、広告（コマー

シャルフィルム）作成、ケーススタディ、企業研究、企業分析とコンサルティング等である。こうした活動は、週２コマ連続のゼミの

時間に組み合わせて実施される。本ゼミは、基本的に成果を発表する場になるので、当日までに仕上げるべき事前準備が必要と

なる。また、学生の事前準備は 2 コマの内容＋αの複数のものが必要となる。 

 

・春学期の特徴と「マルチタスク」 

 春学期は基礎学力の向上と各自のコミュニケーション上の語彙力を増強するために、個人にレポート課題（字数：2000～8000）

が毎週課される。ただし、このレポートは、基本的にゼミで取り扱うテーマを補完する予習に相当する内容のものが多い。 

 こうした課題を併行して同時に対応できる能力を、ゼミ内では「マルチタスク」と称している。マルチタスクを体験することにより、

学生は時間の有効な使い方を体得し、同時に多数の為すべきことに直面しても、慌てることなく物事の重要さを自分自身で判断

でき、優先順位を考えられる人物に成長することになる。 

 

・自主企画の説明責任とグループワーク 

 有馬ゼミでは、主催学年が活動内容を企画し、その意図を教員や先輩に納得できるように説明することから活動が始まる。何

か活動をする場合には、その活動が参加者に納得できる内容であることが必要であるため、各活動では企画した主催者に説明

責任が求められることになる。 

 主催学年の企画により各参加者が納得できる内容が確定したら、各学期 14 回のスケジュールが組まれ、それに応じた課題の

準備によって毎週のゼミが実施されていくことになる。 

 経営学部では多くのゼミでグループワークを実施しているが、有馬ゼミでも多くのグループワークがある。14 回のスケジュール

の中には、各個人が複数のグループに参加するグループワークが設定されることが一般的である。したがって、学生は異なるメ

ンバーでのグループワークを複数回経験する。 

 グループワークの成果を発表する際には、聴衆を意識した周到な準備が要求される。発表者には発表前に入念なリハーサル

が期待され、発表方式にはエンターテイメント性を含めた聴衆を飽きさせない段取りや表現の工夫が求められる。これは、発表を

聞く立場の人間の時間を拘束することに対する発表者の義務であると有馬ゼミでは認識しているからである。 
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 学生はこうした活動を通じ、計画を共有し、リハーサルで確認し、最後まできちんとやり遂げられる人材へと成長していくことにな

る。また、各発表に際して、必ずオーディエンス一人一人からの感想やコメントがフィードバックされる。これは口頭によるものだけ

ではなく、フィードバック用紙に記入されたもの含まれる。発表者は、各回で寄せられたフィードバックを参考にして、次回により良

いものができるように努力することになる。有馬ゼミでは、毎回 PDCAサイクルを必ず回すことを意識しており、やりっぱなしで終

わることは全ての活動で許されない。この点も独自の特徴であると認識している。 

 

・教員の役割 

 学生の活動に対して、教員はあくまでもメンターとして方向性を指導する立場で学生と接し、結果に対して助言を与える役割を

担っている。そのため、方法や成果が教員の考え方と異なる方向に向かうこともある。しかし、有馬ゼミでは、学生の自主的で創

造的な思考を最も重視しているので、教員がアドバイスをしても学生は鵜呑みにすることなく自身の考え方を大切にして活動は進

められる。それゆえに、結果として対外的なコンテストなどでの入賞に至らない場合もある。 

 たしかに、成果がすぐ出ることを学生のうちは期待して活動をしたいという考えも理解できる。そのための手段として、教員の考

え方を色濃く反映させた成果物で賞の獲得を目指すことも決して不可能ではないであろう。しかしながら、社会では中長期で成果

を出していくことも多く、瞬間的なパフォーマンスでは評価を得られない場合もある。また、内容に自己責任が持てないもので賞を

得たとしても、当事者の実力が真の意味で備わったとは言い難い。 

 そのような意味で、有馬ゼミでは自立的な試行錯誤を通したプロセスでの学びが参加者の将来的な「思考の引き出し」に貢献す

ると考えているので、あえて短期的な栄誉には強く関心を持たずに自身の能力を磨くことに重点が置かれている。 

 

・春学期で 2 年生が身につけるもの 

 ゼミの活動は、まず年内に新歓勉強会があり、翌年 2 月には企業研究でのグループ別ミーティングが始まる。2 年生は、3 年生

の先輩との 6－7 名のグループを組み、ミーティングを通じてグループワークで必要とされるリテラシー（教員・先輩への連絡の取

り方、メールのエチケット、レジュメのまとめかた、ミーティングの進め方、効果的なプレゼンの方法など）を習得し、新学期からの

マルチタスクでの活動に向けての準備をする。 

 春学期は、先輩と一緒に活動する場面が多いので、折に触れてアドバイスを受けることができ、様々な場面で知識や技能の習

得ができる。 

 特に、ディベートや企業研究の発表会では、先輩が後方から支援をしてくれるなかで、ゼミ卒業生や他大学の教員や学生を前

にした大勢の聴衆に対しての発表の機会が与えられる。 

 こうした機会を通じて、人前でのプレゼンテーションや、その場で瞬時に自分の考えをまとめて意見を発するディベートに場慣れ

していくことにより、就活での面接で自身の考えを整理して伝えることや、集団面接で取りまとめ役が臨機応変にできる能力が身

につくことになる。 

 なお、有馬ゼミでのコンテンツは、マーケティングに関連したものが多いが、必ずしもマーケティングに関連を持つように制約を

与えているわけではない。学生が興味を抱いた課題の解決に役立つ内容であれば、例えば哲学、心理学、統計学など多くの分

野から学ぶことができる。 

 

 有馬ゼミの活動は、秋学期も独自性が強い。2 年次演習２のシラバスも参照していただきたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ここで紹介する授業計画は 1 つの例であり、学生の希望により年度ごとに変更される。 

 

方法論的著作の輪読-1、 ディベート-1  

研究方法のリテラシーに関する知識を体得し、論理的思考方法を身につける 

課題に対して即答できる力を身に着け、論理的な説明ができるようになる 

2. 方法論的著作の輪読-2、 ディベート-2  

3. 方法論的著作の輪読-3、 ディベート-3  

4. 方法論的著作の輪読-4、 ディベート-4  

5. 企業研究中間発表 

6. ヒット商品分析 

社会現象を観察し、自らの言葉で説明できるようになる 

7. マーケティング著作の輪読-1、 ディベート-5 

マーケティングに関する知識を深く身につける 

8. ケーススタディ 

具体的な企業事例を分析し、マーケティングの要素を読み取ることができるようになる 

9. マーケティング著作の輪読-2、 ディベート-6  

10. フィールドワーク 

現場を観察し、分析した結果を分かりやすくプレゼンテーションできる力を身につける 

11. 学年対抗ディベート 

根拠を持った発言ができ、討論できる能力を身につける 

12. 広告作成 

クリエイティブにアイデアを出すことができ、それを具体化する能力を身につける 

13. 企業研究発表会 リハーサル 

14. 企業研究発表会  

グループワークで身につけた能力を集大成し、発表と質疑応答が適切にできる 
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の課題、輪読などでの学習範囲の予習を確実に行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

プレゼンテーション(40%)/授業期間内の複数レポート(40%)/発言の回数及び内容(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 有馬賢治、2006、『マーケティング・ブレンド』、白桃書房 (ISBN:ISBN4-561-66155-7) 

2. 有馬賢治、岡本純編著、2015、『マーケティング・オン・ビジネス』、新世社 (ISBN:ISBN978-4-88384-234-6) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

有馬ゼミホームページ 

http://www.arima-seminar.com/ 

有馬ゼミ Facebook 

https://www.facebook.com/arimaseminar 

 

参考 Webサイト 

http://biz-journal.jp/series/kenji-arima-marketing-kihon/ 

http://biz-journal.jp/series/kenji-arima-marketing/ 

 

注意事項（Notice） 
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■BT303 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／２年次演習１ 

(Seminar1(2nd year)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
組織における人の心理と行動 

担当者名 

（Instructor） 
石川 淳(ISHIKAWA JUN) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS2010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
コンセントレーション：マネジメント領域，コミュニケーション領域 

 

授業の目標（Course Objectives） 

専門的な知識を身につけると同時に，リーダーシップ，コミュニケーション力，論理的思考力，人間関係力，異文化適応力等を含

めた総合的な”人間力”を高めることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

組織の中の人間の心理・行動に焦点をあて，そのメカニズムを理解すると同時に，組織の目的と組織成員の幸せを同時に達成

することができるマネジメントを研究する。具体的なテーマとして，リーダーシップ，コミュニケーション，モチベーション，チーム・ワ

ーク，異文化マネジメントなどがあげられよう。 

ほとんどの受講者にとって，本格的なゼミ活動は初めての経験であるため，初期は，ゼミの基本となる徹底的なディスカッション

及び輪読が中心となる。しかし，その後は，ケース・スタディやディベート，プレゼンテーション大会，プロジェクト研究なども積極的

に取り入れていきたい。 

本ゼミの最大の特徴は，学生が主体となってゼミを創り上げていくところにある。なぜなら，自らが主体的に試行錯誤を繰り返し，

他者を巻き込みながら目標に向けて行動していくプロセスを通じてのみ，リーダーシップ，コミュニケーション力等を含めた”人間

力”を身につけることができるからである。従って，自ら問題意識を持ち，自らが主役となってゼミ運営に関わろうとする意欲のあ

る学生の受講が望ましい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. テキスト輪読：モチベーション 

3. ケース・ディスカッション：モチベーション 

4. テキスト輪読：チーム・ワーク 

5. ケース・ディスカッション：チーム・ワーク 

6. テキスト輪読：リーダーシップ 

7. ケース・ディスカッション：リーダーシップ 

8. テキスト輪読：コミュニケーション 

9. ケース・ディスカッション：コミュニケーション 

10. プレゼンテーション中間報告会 

11. スピーチ大会 

12. ミニ・ディベート 

13. プレゼンテーション準備 

14. 期末プレゼンテーション大会 

なお，上記はあくまでも予定であり，実際には，受講者の興味関心に合わせて，フレキシブルに運営することとなる。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回，授業準備が必須となる。具体的にどのような準備が必要になるかは，初回授業時に説明する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

プロセス：ゼミ運営およびディスカッションへの貢献度(60%)/アウトプット：プレゼンテーションと輪読分担(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

初回授業時に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

初回授業時に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

詳細はゼミの HP（https://www.facebook.com/Ishikawa.seminar）にて指示する。 
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注意事項（Notice） 
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■BT304 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／２年次演習１ 

(Seminar1(2nd year)) 

担当者名 

（Instructor） 
尾﨑 俊哉(OZAKI TOSHIYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU2010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
コンセントレーション：マネジメント領域，コミュニケーション領域 

 

授業の目標（Course Objectives） 

春学期の目標は２つある。第一に、前半でゲーム理論の基礎を学び、国際経営の理解に欠かせない社会制度への考察の準備

を行う。次に、後半でこれを踏まえ、新制度派経済学による国の違いをめぐる理論考察を学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

国際経営の主たる関心内容である、「国が違うと、経営にどのような影響が及ぶのか、経営をどのように変える必要があるのか」

についての理解を進めるべく、前半で、その準備作業として「ゲーム理論」の基礎を学び、後半で、市場を制度として分析する手

法を学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション・プレースメントテスト 

2. ゲーム理論とは 

3. ゲーム理論の基本その１：同時ゲーム 

4. ゲーム理論の基本その２：交互ゲーム 

5. コミットメント、インセンティブ、交渉、最後通牒権 

6. 囚人のジレンマ、部分ゲーム、繰り返しゲーム、トリガー戦略 

7. ゲーム理論のまとめ 

8. 制度としての国、社会、市場その１：経済成長、制度・組織、従来の理解 

9. 制度としての国、社会、市場その２：コースの定理と制度 

10. 制度としての国、社会、市場その３：静学的ケース 

11. 制度としての国、社会、市場その４：動学的ケース 

12. 制度としての国、社会、市場その５：制度と国家 

13. 制度としての国、社会、市場その６：ケーススタディ 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

リーディングリストに従って、毎週、指定された課題図書を事前によく読み、準備を行ったうえで参加すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

クラス参加(30%)/中間報告(35%)/期末レポート(35%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 渡辺隆裕、2013、『図解雑学・ゲーム理論（Kindle 版）』、ナツメ社 

2. ティモシー・イェーガー、2001、『新制度派経済学入門』、東洋経済新報社 

 

参考文献（Readings） 

1. 青島矢一・加藤俊彦、2012、『競争戦略論』、東洋経済新報社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

経営について一定の理解をもっていることが国際経営を学ぶ前提である。本ゼミでは、ゼミの始まる前の春休み中に、青島矢一・

加藤俊彦 『競争戦略論』 （東洋経済新報社、2012）をよく読んで理解しておくこと。初回にプレースメントテストを実施します。な

お、秋学期は開講しない。 

 

注意事項（Notice） 
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■BT306 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／２年次演習１ 

(Seminar1(2nd year)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
中小企業のコンサルティング実習 

担当者名 

（Instructor） 
亀川 雅人(KAMEKAWA MASATO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS2010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

コンセントレーション：マーケティング領域，マネジメント領域，アカウンティング＆ファイナ

ンス領域 

 

授業の目標（Course Objectives） 

企業経営の内外環境を経営学や経済学の知識を利用して分析し、事業を構想する能力を養う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

６～８社の中小企業経営者の協力を得て、チームで中小企業の置かれている外部環境、業界の特性、内部の経営機構や組織、

人事管理、財務管理、営業やマーケティングなどの諸機能を分析し、企業の問題点を把握した上で、ビジネスプランを提案する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 中小企業経営者との対面。中小企業経営者の紹介と担当チーム・メンバーの紹介。 

2. チームによる中小企業の環境リポート発表 1 

3. チームによる中小企業の環境リポート発表 2 

4. チームによる中小企業の環境リポート発表 3 

5. チームによる中小企業の内部分析発表 1 

6. チームによる中小企業の内部分析発表 2 

7. チームによる中小企業の内部分析発表 3 

8. チームによる中小企業の内部分析発表 4 

9. チームによる中小企業へのビジネスプランの提案発表 1 

10. チームによる中小企業へのビジネスプランの提案発表 2 

11. チームによる中小企業へのビジネスプランの提案発表 3 

12. チームによる中小企業へのビジネスプランの提案発表 4 

13. 中小企業経営者へのビジネスプラン発表 1 

14. 中小企業経営者へのビジネスプラン発表 2 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

中小企業への訪問 2～3 回。 

サブゼミでの基礎知識の習得。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(35%)/出席(35%)/ゼミへの参加度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BT307 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／２年次演習１ 

(Seminar1(2nd year)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
マーケティング・リサーチの基礎 

担当者名 

（Instructor） 
佐々木 宏(SASAKI HIROSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS2010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
コンセントレーション：マーケティング領域，マネジメント領域 

 

授業の目標（Course Objectives） 

マーケティング・リサーチのスキル向上 

 

授業の内容（Course Contents） 

経営学は実践の学問だといわれます。本ゼミでは経営戦略(論)，マーケティング・リサーチの実践にターゲットを置き，皆さんが経

営コンサルタントになったつもりで企業や商品の分析を試みます。本ゼミで行うプロジェクトは，マーケティング・リサーチのスキル

習得が目的で，その手段としてチームワークを位置づけています。したがって，チームワークそのものを目的にするＢＬとは，目的

と手段が逆のイメージになります。ゼミの目的を混同しないように注意してください。 

当ゼミは，毎年２，３年合同で運営しており，ゼミに入ると２学年混合のチームを構成し，仲間意識を高めながら，マーケティング・

リサーチのスキル・アップをはかります。続いてプロジェクトを実施しますが，企業との産学連携プロジェクトとなることもあり，テー

マによってはスケジュールを変更する可能性があること，プロジェクトの実施期間はゼミ時間以外にチームでの活動が必要になる

こと，特にピーク時はかなりの時間を取られることをご承知おきください。 

ゼミは，参加者の意識が低ければ何も創発しません。マーケティング・リサーチや経営コンサルティングに関連するノウハウやス

キルを高めたい人は，是非一緒にチャレンジしていきましょう！皆さんの高いポテンシャルに期待しています。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. マーケティング・リサーチ手法の実習１ 

3. マーケティング・リサーチ手法の実習２ 

4. マーケティング・リサーチ手法の実習３ 

5. マーケティング・リサーチ手法の実習４ 

6. マーケティング・リサーチプロジェクト１ 

7. マーケティング・リサーチプロジェクト２ 

8. マーケティング・リサーチプロジェクト３ 

9. マーケティング・リサーチプロジェクト４ 

10. マーケティング・リサーチプロジェクト５ 

11. マーケティング・リサーチプロジェクト６ 

12. マーケティング・リサーチプロジェクト７ 

13. 全体報告会 

14. レビュー 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

できるだけパソコン操作に習熟しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席(50%)/プロジェクトへの貢献(50%) 

ただし，3 回以上の欠席は原則として不合格とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

その都度指定します。 

 

参考文献（Readings） 

その都度指定します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■BT309 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／２年次演習１ 

(Seminar1(2nd year)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
組織と経営戦略 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 秀一(SUZUKI SHUUICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS2010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
コンセントレーション：マネジメント領域 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ロジカル思考法と経営戦略論の基礎を学ぶ 

 

授業の内容（Course Contents） 

計量分析の基礎、因果推論および経営戦略論の基礎を学ぶ。また、他大学や企業の実務家との交流を重ねて、ビジネス・コミュ

ニケーション能力を磨く。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 原因と結果の推論 

3. 統計的な因果推論 

4. 企業データの読み方 

5. 組織論の基礎 

6. 戦略論の基礎 

7. ケーススタディ（前年まで：資生堂のグローバル・マーケティングのための提案。キヤノンのグローバル戦略、ホンダの組織

マネジメント） 

8. ケーススタディ（前年の例＝楽天の事業戦略提案。その前の年はユニクロの国内事業に対する成長戦略提案） 

9. 経営戦略の実行と組織の問題 

10. なぜ日本企業は戦略を実行できないのか：総合電機メーカーの事例研究 

11. 戦略論のまとめ 

12. 組織論のまとめ 

13. インゼミグループの中間発表 

14. 経営コンサルタントに対するゼミ生からのプレゼンとフィードバック 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回、テキストと資料を熟読してくること。また自分なりの疑問を持ってゼミのディスカッションに主体的に参加すること。統計学を

苦手な学生でもまったく問題ない。数式ではなく、Evidence-basedな考え方を学ぶ。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

プレゼンテーション(30%)/平常点(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

http://www.rikkyo.ne.jp/~z5000108 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 183 - 

■BT310 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／２年次演習１ 

(Seminar1(2nd year)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ブランドマネジメント，ブランド概念を用いたマーケティング 

担当者名 

（Instructor） 
高岡 美佳(TAKAOKA MIKA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS2010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
コンセントレーション：マーケティング領域 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 少人数でのグループワークを通じて，問題を発見する力，思考する力，論文やプレゼンテーションにおいて表現する力などの実

践的な能力を身につける。また，ブランドに関するテキストの輪読や実証研究をおこなうことで，ブランドマネジメントやマーケティ

ングに関する専門的知識を習得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 製品の質や技術が優れていても，消費者にその魅力が伝わらなければ意味がない。ブランドは製品の魅力を消費者に伝える

ためのツールとなる。本ゼミでは，ブランドの構成要素や構築の方法と手順，消費者からの認知などについて実際の企業を例に

とって研究を行う。また，他大学のゼミとともに一つのテーマに取り組み研究発表を行う（クライアント一覧：2013 年度 コーチ・ジャ

パン, 2014 年度 京王百貨店, 2015 年度 フランドル, 2016 年度 モスフードサービス, 2017 年度 ZOZOTOWN）。合宿は春と夏の

２回実施する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス，輪読テキスト決定，ゼミ目標および個人目標の設定 

2. 突発型ディスカッション 

3. 調査型ディスカッション 

4. ゲストによる講演 

5. フェルミ推定 

6. インターゼミ進捗状況報告 

7. 輪読中間テスト，個人企画 

8. インターゼミ中間発表 

9. インターゼミ最終発表 

10. インターゼミ振り返り，チームフィードバック，個人フィードバック 

11. 関東マーケティング大会ゼミ準備（チーム規範の作成，目標の設定） 

12. 関東マーケティング大会ゼミ中間発表 

13. 関東マーケティング大会ゼミ最終発表 

14. 学術論文の書き方講座 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 毎回，前回までのシラバスを確認し復習しておくこと 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席およびコメントペーパー(40%)/プレゼンテーション(30%)/最終レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

 未定、ブランドマネジメント，マーケティングに関するテキストをゼミ生と相談の上で決定する 

 

参考文献（Readings） 

 未定 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

facebook/立教大学経営学部 高岡ゼミナール 

 

注意事項（Notice） 
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■BT311 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／２年次演習１ 

(Seminar1(2nd year)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
経営戦略論：ビジネス・モデル・デザイン 

担当者名 

（Instructor） 
デイヴィス，Ｓ(DAVIS,SCOTT T.) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU2010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
コンセントレーション：マネジメント領域 

 

授業の目標（Course Objectives） 

マネージメントには「アート：芸術 (Aesthetic and Empathetic Sensitivity) 」に求められる高度な感受性と表現力、「サイエンス：自

然科学 (Scientific Observation and Experimentation)」に求められる客観性と分析能力、そして専門分野としての経営学の「技

術：ノウハウ (Applied Knowledge and Skills)」の 3 つの要素が必要であると言われます。 

本演習は、学生がビジネスを独自の視点から分析・計画・提案するために必要な「診る」、「考える」、そして「語る」力を養成するこ

とを目的としています。診る力は、ビジネスの実態を可視化するための手法（タイムライン分析，マッピング，構造分析など）、考え

る力は、戦略を考えるための３つ発想法（論理的思考，クリティカル思考，システムズ思考）、そして計画する力は、経営戦略を策

定・再構築（リフレーミング）するためのプロセス（シナリオ計画，３Pモデル，モデル再構築など） です。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本演習では，多様なビジネス評価モデルや分析フレームワークを用いて，ケース分析，ワークショップ，企業研究などを通じて，参

加者全員で経営問題を分析し，解決策を提案する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. テーマ１：診る力：ビジネスの実態を可視化するための手法 

2. タイムライン分析 1：ゼミ参加者による発表、討議 

3. タイムライン分析 2：ゼミ参加者による発表、討議 

4. タイムライン分析 3：ゼミ参加者による発表、討議 

5. マッピング 1：ゼミ参加者による発表、討議 

6. マッピング 2：ゼミ参加者による発表、討議 

7. マッピング 3：ゼミ参加者による発表、討議 

8. 構造分析 1：ゼミ参加者による発表、討議 

9. 構造分析 2：ゼミ参加者による発表、討議 

10. 構造分析 3：ゼミ参加者による発表、討議 

11. テーマ２：考える力：戦略を考えるための３つ発想法 

12. 論理的思考 1：ゼミ参加者による発表、討議 

13. 論理的思考 2：ゼミ参加者による発表、討議 

14. 論理的思考 3：ゼミ参加者による発表、討議 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に指示する 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業期間内の複数レポート(50%)/ディスカッション(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に指示する 

 

参考文献（Readings） 

授業時に指示する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

ゼミのホームページ： https://d-zemi.org 

 

注意事項（Notice） 
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■BT313 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／２年次演習１ 

(Seminar1(2nd year)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
財務会計の基礎 

担当者名 

（Instructor） 
松井 泰則(MATSUI YASUNORI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS2010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
コンセントレーション：アカウンティング＆ファイナンス領域 

 

授業の目標（Course Objectives） 

財務会計に関する基礎的な知識を習得し，企業が公表する財務諸表を正しく読み取ることができる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

１年次で学んだ「会計学入門」を踏まえて，本演習では複式簿記（特に株式会社簿記）を中心に財務会計の基礎を確実なものと

する。多岐に及ぶ経営学の領域の中で会計に対する知識の重要性は高く，特に企業が公表する財務諸表を正しく理解すること

ができることは，企業経営を考察する上で不可欠な知識である。簿記の学習は地道な作業であるが，コツコツと積み上げていき

たい。講義はグループ別発表形式で進める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 株式会社簿記の復習（１） 

2. 株式会社簿記の復習（２） 

3. ３つの基本財務諸表 

4. 貸借対照表論（資産会計１） 

5. 貸借対照表論（資産会計２） 

6. 貸借対照表論（資産会計３） 

7. 貸借対照表論（負債・資本会計１） 

8. 貸借対照表論（負債・資本会計２） 

9. 損益計算書論（収益・費用会計） 

10. キャッシュ・フロー計算書 

11. 株主資本等変動計算書とは何か 

12. 連結会計のしくみ 

13. 外貨換算会計のしくみ 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 普段より，簿記トレーニングをかかさないように復習・予習しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席(60%)/授業期間内の複数レポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 広瀬義州、2014、『財務会計論』、中央経済社 (ISBN:978-4-502-09370-8) 

 

参考文献（Readings） 

1. 伊藤邦雄、2014、『新現代会計入門』、日本経済新聞出版社 (ISBN:978-4-532-13448-8) 

 講義中に指示 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BT314 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／２年次演習１ 

(Seminar1(2nd year)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
データ分析の基礎（Introduction to Data Analysis） 

担当者名 

（Instructor） 
山口 和範(YAMAGUCHI KAZUNORI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS2010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
コンセントレーション：マーケティング領域 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この演習では，意思決定プロセスにおけるデータの活用方法を学び，その実践能力を身に付けることを目標とする。特に，客観

的なデータから正しく結論を得る技術，さらに，その結果を正しく伝えられる技術の習得を目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

演習では，データ分析論の基礎としての，統計学や調査法などの復習を行いながら，種々の実データを用いた分析の実践を行

い，データ分析力の向上を目指す。具体的には，問題の洗い出し，仮説の設定，仮説検証のためのデータ収集の計画と実践，デ

ータ分析の実行とまとめ，プレゼンテーションという流れ全体や一部の実践を繰り返し体験する。この実践は，グループとしての

作業と個人作業として行われる。演習で分析法を学ぶために当面用いる予定のデータや事例は下記の通りである： 

・コンビニエンスストアの POSデータの分析 

・スポーツデータからの戦略評価分析 

・広告効果評価のための調査データ 

演習の時間は，主に分析結果のプレゼンテーションやディスカッションのために用いるので，演習の時間外での分析の実践など

にかなりの時間が必要となることに留意して参加すること。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 統計的なもののみかた・考え方 

3. データを用いた仮説検証１ 

4. データを用いた仮説検証２ 

5. 政府統計などの２次データ 

6. 政府統計などの２次データの活用１ 

7. 政府統計などの２次データの活用２ 

8. 統計分析手法の学習と統計ソフトウェアの活用：基本統計の活用 

9. 統計分析手法の学習と統計ソフトウェアの活用：Excel での実践 

10. 統計分析手法の学習と統計ソフトウェアの活用：SPSSでの実践 

11. ビッグデータの解析：データベースの操作 

12. ビッグデータの解析演習１ 

13. ビッグデータの解析演習２ 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

指定された資料や書籍について，事前学習をしておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

演習時間内でのプレゼンテーション(40%)/授業期間内レポート(3回の予定)(30%)/最終レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

とくに指定しない 

 

参考文献（Readings） 

随時紹介する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BT317 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／２年次演習１ 

(Seminar1(2nd year)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
コミュニケーション戦略研究（広報） 

担当者名 

（Instructor） 
松本 茂(MATSUMOTO SHIGERU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU2010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
コンセントレーション：コミュニケーション領域 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１）広報のメッセージを批判的に読み解くことができる 

２）目的に応じてメディアを有効活用するための基礎力が身につく。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 企業や政党といった力を持った組織が様々なメディアを活用したうえでどのような広報活動を展開していて，PR 会社がどのよう

に関わっているのか，それらの活動が消費者（国民）の意識や行動にどのような影響を与えているのかをコミュニケーション学の

視座から読み解く。また，企業イメージに致命的な悪影響を与えかねない緊急事態の際のメディア対応についても分析する。広

報の専門家を招聘してゲスト・スピーカー・セッションを開催する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 演習の進め方の説明，役割分担について決定 

2. 広報に関する専門書（１冊目）のブックレポート（１） 

3. 広報に関する専門書（１冊目）のブックレポート（２） 

4. 広報に関する専門書（１冊目）のブックレポート（３） 

5. ゲスト・スピーカー・セッション（１） 

6. 広報に関する専門書（２冊目）のブックレポート（１） 

7. 広報に関する専門書（２冊目）のブックレポート（２） 

8. 広報に関する専門書（２冊目）のブックレポート（３） 

9. ゲスト・スピーカー・セッション（２） 

10. 広報に関する専門書（３冊目）のブックレポート（１） 

11. 広報に関する専門書（３冊目）のブックレポート（２） 

12. 広報に関する専門書（３冊目）のブックレポート（３） 

13. 広報に関する専門書（３冊目）のブックレポート（４） 

14. 秋学期の課題に関する説明，合宿の内容に関する討議 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

指定の本（頁）を必ず読んで授業に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内討議(50%)/ブックレポート(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1 回目の授業で説明する。 

 

参考文献（Readings） 

1 回目の授業で説明する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 188 - 

■BT319 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／２年次演習１ 

(Seminar1(2nd year)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Data Analysis for Finance and Marketing 

担当者名 

（Instructor） 
竹澤 伸哉(TAKEZAWA NOBUYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU2011 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
コンセントレーション：アカウンティング＆ファイナンス領域, コミュニケーション領域 

 

授業の目標（Course Objectives） 

After completing the seminar, students should have the skills to undertake and critically assess introductory level statistical 

analysis in financial economics and marketing.  This is the first in a series of seminars designed to provide students with the 

necessary background and tools to undertake graduate level work in the field of business.   

 

授業の内容（Course Contents） 

Each session will involve a student presentation on an assigned topic, a follow-up discussion by the instructor or a short in-

class exercise using EXCEL.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Overview 

2. Turning Data into Information: Descriptive Statistics 

3. Turning Data into Information: Descriptive Statistics 

4. Relationships Between Quantitative Variables: The Regression Model 

5. Relationships Between Quantitative Variables: The Regression Model 

6. Relationship Between Categorical Variables 

7. Relationship Between Categorical Variables 

8. Dummy Variables and Regressions 

9. Understanding Conjoint Analysis: An Introduction 

10. Preparing for TOEIC Listening Test 

11. Preparing for TOEIC Reading Test 

12. Case: Conjoint Analysis 

13. Catch-up 

14. Wrap-up 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Read assigned chapter carefully before coming to class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Group Presentations(40%)/Participation & Assignments(40%)/Case Analysis(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. J. Utts and R. Heckard. 2015. Mind on Statistics. Engage Learning 

 

参考文献（Readings） 

TBA 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

This seminar is conducted in English.  Detailed course outline distributed second week of class. 

 

注意事項（Notice） 
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■BT320 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／２年次演習１ 

(Seminar1(2nd year)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Introduction to Sport Management 

担当者名 

（Instructor） 
辻 洋右(TSUJI YOSUKE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU2011 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
コンセントレーション：マーケティング領域、コミュニケーション領域 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The objective of this course is to obtain an understanding of sport's value to the society. 

 

授業の内容（Course Contents） 

This course will cover topics pertaining to sports and its value to the society. Students are expected to read all assigned 

articles (book chapters) and participate in daily discussions.  Students are highly encouraged to contribute to class discussion. 

 

The following course schedule is tentative and is subject to change. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction of the course and syllabus 

2. Presentation and discussion on a sport business topic 

3. Presentation and discussion on a sport business topic 

4. Presentation and discussion on a sport business topic 

5. Presentation and discussion on a sport business topic 

6. Presentation and discussion on a sport business topic 

7. Presentation and discussion on a sport business topic 

8. Presentation and discussion on a sport business topic 

9. Presentation and discussion on a sport business topic 

10. Presentation and discussion on a sport business topic 

11. Presentation and discussion on a sport business topic 

12. Presentation and discussion on a sport business topic 

13. Group Presentations 

14. Group Presentations 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Read assigned book chapters and articles prior to class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Participation(20%)/Reports(40%)/Presentations(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Bowers, M. T. & Dixon, M. A.. 2015. Sport management: An exploration of the field and its value. Sagamore publishing 

(ISBN:9781571677266) 

 

参考文献（Readings） 

1. Trish Bradbury, Ian O'Boyle. 2017. Understanding Sport Management International perspectives. Routledge 

(ISBN:9781138100626) 

2. Leigh Robinson, Packianathan Chelladurai, Guillaume Bodet, Paul Downward. 2012. Routledge Handbook of Sport Management. 
Routledge (ISBN:9780415587884) 

3. Emma Sherry, Nico Schulenkorf, Pamm Phillips. 2016. Managing Sport Development An international approach. Routledge 

(781138802704) 

4. Hoye & Parent. 2017. The SAGE Handbook of Sport Management. Sage (ISBN:9781473902435) 

TBA 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■BT321 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／２年次演習１ 

(Seminar1(2nd year)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
クリエイティブ産業とメディア研究 

担当者名 

（Instructor） 
シュールズ，Ｄ(SCHULES,DOUGLAS) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU2011 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
コンセントレーション：コミュニケーション領域 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１）社会におけるメディアの影響を理解すること 

２）メディア論を実社会に応用すること 

 

授業の内容（Course Contents） 

YouTube.  Kickstarter. Memes. 誰でもメディアプロデューサーになれる世界では、メディアと社会の関係を理解することがより

大事になっている。様々なコミュニティと新たな関係を作り上げる可能性があることから、これを理解することは特にビジネス人に

とって大切なものです。 

  

この授業ではメディア論からの視点でこれらのテーマを追究します。クリエイティブ産業（アニメ、ゲーム、音楽など）とファン文化

の関係が授業の中心です。消費者やファンによるメディア生成へのインパクトや共同文化を通したメディア配信方法の変化や現

在の消費者行動について学びます。 

  

メディア論について学術記事（英語および日本語）を読んでこれらのコンセプトを応用し、プロジェクトに取り組みます。講義は英語

で行います。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の紹介 

2. コミュニケーション論 １ 

3. コミュニケーション論 １ 

4. メディア論 １ （入門） 

5. メディア論 １ （入門） 

6. 中間発表 

7. 2 年次のプロジェクト説明 

8. メディア論 ２ （コンテンツ論） 

9. メディア論 ２ （コンテンツ論） 

10. メディア論 ２ (コンテンツ論） 

11. メディア論 ２ (コンテンツ論） 

12. プロジェクト活動、発表 

13. プロジェクト活動、発表 

14. プロジェクト活動、発表 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

参考資料を読む、産業イベントへの見学および参加 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

参加態度(10%)/発表(20%)/プロジェクト(50%)/レポート(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■BT322 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／２年次演習１ 

(Seminar1(2nd year)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
財務会計に関する基礎的知識を身に付ける 

担当者名 

（Instructor） 
岡本 紀明(OKAMOTO NORIAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU2010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
コンセントレーション：アカウンティング＆ファイナンス領域 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 春・秋学期を通じて、財務会計に関する基礎的内容を一通り理解し、自分の言葉でアウトプットできるようにする。その後、簡単

な財務諸表分析の能力を養うことも目指す。さらに、日商簿記 2～3 級レベルの知識をつけ、一般的な会計英語を理解・説明でき

るレベルに到達することを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 企業の経営分析や価値評価には、財務会計の知識が不可欠である。本ゼミは、基本的にテキストをじっくり輪読していく形式で

財務会計の知識を深めていく。春学期は財務会計の基礎を中心に学習していく。割り当てられた学生がテキストの内容をまとめ

て報告し、それに対して教員や別の学生（今年度は指定する予定）が質問をぶつけて議論を重ねていく。学期の最後には、2～3

人に分かれて企業の財務情報を比較・分析してプレゼンするグループワークを行う。サブゼミとして簿記検定合格にむけたものと

会計英語を学ぶ（これは Financial Accoounting や Financial Statement Analysis を履修する際に役立つ）ことを予定している（ゼミ

生は両方（もしくは興味ある方）に参加する）。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション・ガイダンス・アイスブレーキング 

2. 会計の種類と役割（１） 

3. 会計の種類と役割（２） 

4. 財務会計のシステムと基本原則（１） 

5. 財務会計のシステムと基本原則（２） 

6. 財務会計のシステムと基本原則（３） 

7. 企業の設立と資金調達（１） 

8. 企業の設立と資金調達（２） 

9. 企業の設立と資金調達（３） 

10. 仕入・生産活動 （１） 

11. 仕入・生産活動 （２） 

12. 販売活動 （１） 

13. 販売活動 （２）及びグループプレゼンテーション 

14. グループプレゼンテーション及び個別面談による知識習得の確認 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 報告を割り当てられた学生のみならず、全ての学生が講義前にテキストの該当箇所を読んでくることが期待される。また、自分

の言葉によるアウトプットを重視するので、しっかりと復習することも必要である。サブゼミには、積極的に参加して取り組むことを

期待する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席を基礎とした参加度(50%)/学習内容の理解度・グループワーク(20%)/報告内容(20%)/議論への貢献度(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 桜井久勝・須田一幸、2017、『財務会計・入門 第 11 版』、有斐閣 (ISBN:4641220972) 

（必要に応じてプリントを配布する） 

 

参考文献（Readings） 

1. 大津広一・我妻ゆみ、2013、『会計プロフェッショナルの英単語 100』、ダイヤモンド社 (ISBN:4478023034) 

2. 渡部裕亘・片山覚・北村敬子編、2017、『検定簿記講義 3 級商業簿記 平成 29 年度版』、中央経済社 (ISBN:4502895636) 

講義内に指示する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 テキストの改訂版が今後出版されるかもしれないが、ゼミでは最も新しいものを用いる予定である。ゼミでのイベント・交流は、
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できれば留学生を呼び込んで国際的かつ活発なものにしていきたい。 

 

注意事項（Notice） 
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■BT323 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／２年次演習１ 

(Seminar1(2nd year)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
組織における人材開発・人材教育 

担当者名 

（Instructor） 
中原 淳(NAKAHARA JUN) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS2010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
コンセントレーション：マネジメント領域，コミュニケーション領域 

 

授業の目標（Course Objectives） 

組織における人材開発・人材教育の基礎知識を獲得するとともに、それらを応用して、事例研究を行う 

 

授業の内容（Course Contents） 

組織における人材開発・人材教育を専門とするゼミである。組織は、目標や戦略を達成するために、「人間が学ぶこと」を組織化

する。これが「人材開発」であり「人材教育」である。このゼミでは、人材開発の基礎知識・基礎理論を学び、ディスカッションすると

ともに、そうした知識を活用しつつ、事例研究を行うものとする。事例研究のテーマとしては、実際の企業ないしは、社会課題をと

りあげる。 

本ゼミの最大の特徴は、学生が「主体な学び手」となり、教員とともに、ゼミをつくりあげることにある。積極的に他にかかわり、主

体的に動くことのできる意欲溢れる学生の参加を期待する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. テキスト購読：基礎理論１ 

3. ディスカッション 

4. テキスト購読：基礎理論２ 

5. ディスカッション 

6. テキスト購読：基礎理論３ 

7. ディスカッション 

8. プレゼンテーション中間発表会 

9. テキスト購読：基礎理論４ 

10. ディスカッション 

11. 事例研究相談会 

12. テキスト購読：基礎理論５ 

13. ディスカッション 

14. プレゼンテーション最終発表会 

（なお、上記はあくまで予定であり、実際の学生の習熟状況、および、基礎知識の有無をみつつ、フレキシブルな授業運営

を行うものとする） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回授業準備を必要とする。事例研究のため、授業外での探究活動を行う必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

ゼミ運営・ディスカッションへの貢献(60%)/輪読などの分担・プレゼンテーション(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

http://www.nakahara-lab.net/ 

 

注意事項（Notice） 
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■BT351 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／２年次演習２ 

(Seminar2(2nd year)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
経営戦略の理論と実態の基礎 -企業分析の基礎を学ぶ- 

担当者名 

（Instructor） 
秋野 晶二(AKINO SHOJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS2010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
コンセントレーション：マネジメント領域，アカウンティング＆ファイナンス領域 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 この授業の目的は，企業と経営戦略の理論，歴史・現状に関連する多数の文献・資料の収集，文献の熟読・読解の把握に基づ

いて，企業活動の問題を見つけ出し，それを多面的な観点から理論的かつ実証的に解明する能力を養うための基礎的能力（読

む・書く・話す・調べる・理解する）を習得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 春学期に引き続き，本ゼミでは経営学の専門書などの輪読を通じて，企業活動に関する経営理論を学ぶ。並行して企業の財務

データや産業データの見方，分析の仕方を学び，実際に，企業や産業の実態を分析する。グループでの企業分析においては，

夏合宿での成果を活用し，引き続き，多数の資料を集め，整理し，多くの文献・研究業績からテーマに沿って分析を進め，3 度の

本ゼミでの報告とそこでの指摘を参考に修正して，論文を完成させる。また他ゼミとの討論会を実施し，論文の作成や討論の仕

方を学ぶとともに，多様な考え方を学ぶ。 

 秋野ゼミでは，一つの論点にも様々な文献を読み様々な意見を理解し，議論を通じて多面的な考え方を身につけていく。そのた

め，時間をかけ継続して学ぶことで初めて得られるような「想像力」と「創造力」を段階的に修得していくことを目標としている。そこ

で得られる能力は，大学において専門分野を長期にわたって勉強し続けることで得られる大学のゼミでしか学ぶことができないよ

うな能力である。そしてこの能力は社会に出ても必ず必要となる重要な能力である。 

 なお本講義を受講するに当たっては，経営学および経営戦略論の基礎的な知識を有し，財務データや学術文献等の多数の文

献を収集・し、読解したうえで，これを整理してレジュメやレポートの作成することができるようになっていることが望ましい。またグ

ループ活動を行っているので，皆で協力し合いながら学習ができることが必要である。 

 秋野ゼミは，以上のような活動を通して、大学においてしか身につけられない能力と友人が得られるゼミです。企業の理論と実

態の両方に関心があり，向上心と探究心をもって持続的に時間をかけ粘り強く勉強し，みんなで協力してゼミを活性化してくれる

学生を待っています。なお年に数回，工場や企業の訪問を実施し，実際の経営活動を学ぶ機会も設ける予定である。 

 なお詳細なシラバスについては，http://www.rikkyo.ne.jp/web/z5000006/akinoHP~2017/about.html を必ずよく読むこと。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. テキスト輪読 

2. テキスト輪読 

3. テキスト輪読 

4. テキスト輪読 

5. 企業分析報告 

6. テキスト輪読 

7. テキスト輪読 

8. テキスト輪読 

9. 討論会報告 

10. 企業分析報告 

11. テキスト輪読 

12. テキスト輪読 

13. テキスト輪読 

14. 企業分析報告 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 テキストを熟読し，質問・意見を整理して，論点や質問を発言できるように毎回準備する。報告者はレジュメの作成，報告の準備

等を行う。企業研究では，資料の収集・整理・分析を通じたグループ活動を行い，報告・論文作成の準備を行う。また討論会の準

備も行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の参加・発言・報告・課題の提出・共同研究への参加度など(95%)/出席(5%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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経営戦略論の基本文献 (未定) 。2017 年度のテキストは，淺羽茂・牛島辰男『経営戦略をつかむ』（有斐閣）。 

 

参考文献（Readings） 

1. 沼上幹、『わかりやすいマーケティング戦略』、有斐閣 

2. 國貞克則、『財務 3 表一体理解法』、朝日新書 

テキストを基礎にしながら，その内容に沿って多数の著名な戦略論のテキストの原文に当たっている。参考文献は随時，指示す

る。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 http://www.rikkyo.ne.jp/web/z5000006/akinoHP~2017/index.html 

 

注意事項（Notice） 
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■BT352 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／２年次演習２ 

(Seminar2(2nd year)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

マーケティング・リーダーシップ 

マーケティング発想での企業で活躍できる人材の育成 

担当者名 

（Instructor） 
有馬 賢治(ARIMA KENJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS2010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
コンセントレーション：マーケティング領域 

 

授業の目標（Course Objectives） 

マーケティングを通じて社会現象を理解し、考える力、分析する力、ビジネス・センスを身につけ、マーケティングを駆使して企業

で活躍できる社会人基礎力を育てる。 

マルチタスクでの作業ができ、身につけた能力を他者のために使えるリーダーシップを涵養する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

・秋学期の主要な活動・・・ブランディング活動 

 マーケティングに関する知識・センスを養うために、春学期に引き続き学生が自主的に企画したコンテンツで活動を進める。ま

た、グループワークで社会性を身に付ける過程を通じて、個人の自主性や実力を養う。 

 2 年生は、夏季休暇中から企画を開始し、教員や先輩とのメールや掲示板サイトでのやり取りを通じて正規計画を確定させてい

く。有馬ゼミでは夏季合宿以降は 2 年生が主催学年となるため、各自の独自性や創造性が一層求められることになる。 

 秋学期で例年実施しているプロジェクトには、マーケティングの実践を重視したものが採用されている。これまでに最も実践性が

あり、個々人の成長に有益であったプロジェクトは、ゼミのブランディング活動であった。これも有馬ゼミの特徴的な活動なので紹

介してみたい。 

 ゼミのブランディング活動は、端的には、有馬ゼミを知らない人が正確なイメージを理解できるように、メッセージを伝達するため

の活動である。これは企業では、企業や商品を誤解されないようにイメージを伝えるブランドの構築と告知活動に相当している。 

 有馬ゼミでのブランディング活動は、人材獲得のためのプロモーション戦略と入ゼミ者の研修計画を中心に構成されている。 

 

・ブランディング活動の概要 

 このブランディング活動では、2 年生は有馬ゼミについての内容を、ゼミ自体をよく知らない 1年生に対して分かりやすく特徴や

魅力を伝えることが中心課題となる。多面的な内容を他者に分かりやすく伝えるためには、担当者間でアイデアが明確に共有さ

れていることが前提となる。そこで、ゼミという組織の理念の立案から着手し、伝達方法や表現内容といった実践的活動にまで具

体化する作業を全員で進める。そして、最終的には入ゼミ者の育成のための指導・運営案まで計画する。 

 指導・運営案は、先輩に対して発表することで、春学期の活動と同様にフィードバックを得る。そして、改善点を洗い出し、より説

得力のあるものに仕上げていく。さらに、入ゼミ者が決定後には計画を実行することで、実践的なリーダーシップを身につけてい

く。 

 

・ブランディング活動の意義 

 ブランディングに関わる活動とはいえ、後輩の入ゼミに関する活動を授業の主要なコンテンツと位置付けているゼミは立教大

学、否、日本の大学においても極めて少ないのではないであろうか。しかしながら、有馬ゼミでは敢えてこの活動に大きく時間を

割いている。何故なのか。その理由を説明したい。 

 端的には、提供するサービスに共感と納得を得て購買（ここでは入ゼミ）を成立させるという活動が、企業が実行するマーケティ

ングの要素を凝縮した活動であると有馬ゼミでは考えているからである。 

 2 年生は、まず自分たちが考えるゼミの理想像を検討する。そして、ゼミのドメイン、ビジョン、ミッションを立案し、それを分かり

やすく 1 年生に伝える実践的活動に落とし込んでいく。こうした活動を通じて、各自が先輩としての自覚を明確にし、リーダーシッ

プの意味や各自の独自性を発揮する方法を考えることになる。そして、ゼミを外部の人にわかりやすく伝えるための創意工夫を

実行できる形にまで作りこむことで、マーケティングの具体的手法やセンスを身につけていくことになる。 

 2 年生は、この一連のプロセスの体験により、春学期のグループワークで先輩から受けた指導の意味や価値が、立場の変化を

経ることによって深く理解できるようになる。 

 

・マーケティングから考えるリーダーシップ 

 リーダーシップをマーケティングの観点から考えた場合、自己の都合の優先よりも、他者への価値の提供が最優先課題となる。

その意味で、リーダーが無駄な活動を放置していると、他者の貴重な時間を結果として奪ってしまうことになる。そのような信頼さ

れないリーダーにならないように、有馬ゼミでは事前準備や発表本番に自分の時間を他者のために使うことに対する心構えと実

行力を重視している。 

 個人的な見解ではあるが、不況しか知らずに大学に入学した学生は、自分の利益にならないことはしたくないという意識を持つ

傾向があるように感じている。特に、自己の投資には熱心であるが、他者は自己を成長させるための存在でしかなく、他者が成

長することへの関心は副次的である、といった感覚をおぼろげながらでも抱いている場合が多い。しかしながら、こうしたセンスは
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企業で期待されている人物像とは非常に乖離したものである。有馬ゼミでは、他者との共存共栄の意義に気づき、企業で期待さ

れる人物像に近づくことを非常に大切にしている。 

 

・ゼミ活動でのゴール 

 以上のように、有馬ゼミではマーケティングの観点からリーダーシップを学び、マーケティングの知識とリーダーに求められる素

養を育てている。ゼミ活動を継続したうえで得た能力でのゴールは、自分が希望する企業に入社することだけではなく、社会や企

業で与えられた活躍の場で実力を発揮できる人材となることにある。 

 具体的な人物像は、実施する活動の意図が考えられる人材、企画・構想だけではなく実際に実行できる人材、常に相手がいる

ことを想定して他者に貢献できる人材などである。 

 こうした日々の努力を支援してくれる先輩は、現役の先輩にとどまらず経営学部のゼミ卒業生、経済学部時代のゼミ卒業生も含

まれる。（有馬ゼミは創立 25 周年） 

 彼らは折に触れてゼミ主催イベントへの参加や、現役生が企画した懇親会への参加などで相談に乗ってくれている。比較的年

齢の近い先輩にとどまらず、学生の父母の年齢に近い OBOG とも同門で学んだ仲間としてアドバイスを得られる機会が多いこと

も有馬ゼミの特徴である。 

 こうした機会を通じて、社会人の考え方を深い部分まで聞くことや、社会人として通用する礼儀やビジネスマナーを身に付けるこ

とも有馬ゼミの学生時代での活動のゴールといえるであろう。 

 

 

 このように、有馬ゼミの活動は、全体が一つのシステムとして機能している。したがって、継続的に参加し、一つ一つの企画を達

成していった結果として総合的にマーケティングが理解でき、リーダーシップが発揮できる人材に到達できると考えている。 

 参加希望者は、これらの趣旨を理解したうえでエントリーシートを記入していただきたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ここで示す授業計画は一例であり、毎年学生との話し合いによって希望する内容を取り入れている。 

夏季活動結果の発表 

2. マーケティング著作の輪読１、人材獲得プロジェクト１ 

3. マーケティング著作の輪読２、人材獲得プロジェクト２ 

4. ヒット商品分析１、人材獲得プロジェクト３ 

5. 企業へのコンサルタント計画の中間報告、人材獲得プロジェクト４ 

企業から得た課題に対する解決策を模索・検討し提案できる能力を身につける 

6. ケーススタディ 

7. ゼミ卒業生講演会 

ゼミ卒業生の社会人から様々な話を聞かせていただき、質疑応答をする 

8. 課題発見型プロジェクト１、人材獲得プロジェクト５ 

課題そのものを自身で発見できる能力を身につける 

9. 課題発見型プロジェクト２、人材獲得プロジェクト６ 

10. ケーススタディ１、人材育成プログラムの検討１ 

11. ケーススタディ２、人材育成プログラムの検討２ 

12. 学年対抗ディベート 

13. 企業へのコンサルタント計画発表会 

14. 1 年間の総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の課題、輪読などでの学習範囲の予習を確実に行うこと。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

プレゼンテーション(40%)/発言の回数及び内容(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

随時授業中に提示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 有馬賢治、2006、『マーケティング・ブレンド』、白桃書房 (ISBN:ISBN4-561-66155-7) 

2. 有馬賢治、岡本純編著、2015、『マーケティング・オン・ビジネス』、新世社 (ISBN:ISBN978-4-88384-234-6) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

有馬ゼミホームページ 

http://www.arima-seminar.com/ 

有馬ゼミ Facebook 

https://www.facebook.com/arimaseminar 

 

参考 Webサイト 
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http://biz-journal.jp/series/kenji-arima-marketing-kihon/ 

http://biz-journal.jp/series/kenji-arima-marketing/ 

 

注意事項（Notice） 
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■BT353 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／２年次演習２ 

(Seminar2(2nd year)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
組織における人の心理と行動 

担当者名 

（Instructor） 
石川 淳(ISHIKAWA JUN) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS2010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
コンセントレーション：マネジメント領域，コミュニケーション領域 

 

授業の目標（Course Objectives） 

専門的な知識を身につけると同時に，リーダーシップ，コミュニケーション力，論理的思考力，人間関係力，異文化適応力等を含

めた総合的な”人間力”を高めることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

組織の中の人間の心理・行動に焦点をあて，そのメカニズムを理解すると同時に，組織の目的と組織成員の幸せを同時に達成

することができるマネジメントを研究する。具体的なテーマとして，リーダーシップ，コミュニケーション，モチベーション，チーム・ワ

ーク，異文化マネジメントなどがあげられよう。 

ほとんどの受講者にとって，本格的なゼミ活動は初めての経験であるため，初期は，ゼミの基本となる徹底的なディスカッション

及び輪読を中心とする。しかし，その後は，ケース・スタディやディベート，プレゼンテーション大会，プロジェクト研究なども積極的

に取り入れていきたい。 

本ゼミの最大の特徴は，学生が主体となってゼミを創り上げていくところにある。なぜなら，自らが主体的に試行錯誤を繰り返し，

他者を巻き込みながら目標に向けて行動していくプロセスを通じてのみ，リーダーシップ，コミュニケーション力等を含めた”人間

力”を身につけることができるからである。従って，自ら問題意識を持ち，自らが主役となってゼミ運営に関わろうとする意欲のあ

る学生の受講が望ましい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. ケース・ディスカッション「キリンビール株式会社の新人事制度」 

3. ケース・ディスカッション「日本航空株式会社」 

4. ケースの作成（1） 

5. ケースの作成（2） 

6. 作成したケースによるディスカッション 

7. クライアント企業との会合 

8. クライアント企業への提案作成（1） 

9. クライアント企業への提案作成（2） 

10. クライアント企業への提案作成（3） 

11. クライアント企業への提案 

12. 実験による理論検証 

13. 教育用ビジネス・ゲームの作成 

14. 教育用ビジネス・ゲームの効果検証 

なお，上記はあくまでも予定であり，実際には，受講者の興味関心に合わせて，フレキシブルに運営することとなる。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回，授業準備が必須となる。具体的にどのような準備が必要になるかは，初回授業時に説明する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

プロセス：ゼミ運営およびディスカッションへの貢献度(60%)/アウトプット：企業への提案書および教育用ビジネス・ゲーム(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

初回授業時に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

初回授業時に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

詳細はゼミの HP（https://www.facebook.com/Ishikawa.seminar）にて指示する。 
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注意事項（Notice） 
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■BT356 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／２年次演習２ 

(Seminar2(2nd year)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
金融資本市場と企業経営 

担当者名 

（Instructor） 
亀川 雅人(KAMEKAWA MASATO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS2010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
コンセントレーション：マネジメント領域，アカウンティング＆ファイナンス領域 

 

授業の目標（Course Objectives） 

金融資本市場の理論的および経験的事例研究を通じて、株主と経営者を中心とした企業のガバナンス問題、労働市場と金融資

本市場の関係性を問う人事と投資決定や運転資金に関する財務などの諸機能を学び、論理的な思考能力を養う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

全国学生証券ゼミナール大会に参加して、論文の作成、ディスカッション、プレゼンテーション能力を養う。学生は、証券ゼミナー

ル大会の本部事務局から提示されたテーマにに合わせて 8 チーム程度に分かれ、それぞれのテーマに関する基礎学習と応用

研究を行い、テーマごとに論文を作成する。論文は、参加する各大学に送付され、互いに意見交換して、議論を行いながら、知識

を深める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. テーマとチームの確定 

2. テーマに関する基礎学習１ 

3. テーマに関する基礎学習２ 

4. テーマの絞り込み１ 

5. テーマの絞り込み２ 

6. 論文の全体構想１ 

7. 論文の全体構想２ 

8. 論文の独創性の探索１ 

9. 論文の独創性の探索２ 

10. 論文の最終調整 

11. 論文の完成 

12. 他大学との意見交換と質疑応答 

13. 大会参加 

14. 反省会 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

サブゼミの参加とチーム学習 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(35%)/出席(35%)/参加度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BT357 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／２年次演習２ 

(Seminar2(2nd year)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
マーケティング・リサーチの基礎 

担当者名 

（Instructor） 
佐々木 宏(SASAKI HIROSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS2010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
コンセントレーション：マーケティング領域，マネジメント領域 

 

授業の目標（Course Objectives） 

マーケティング・リサーチのスキル向上 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期に引き続き，ゼミはプロジェクト型で進みます。前半のマーケティング・リサーチ手法の実習では，後半のプロジェクトに合

わせ，必要となるノウハウやスキルの向上を目指します。 

２，３年合同で行うこと，プロジェクトの状況によってはスケジュールを変更する可能性があること，プロジェクトの実施期間はゼミ

時間以外にチームでの活動が必要になること，特にピーク時はかなりの時間を取られることをご承知おきください。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. マーケティング・リサーチ手法の実習１ 

3. マーケティング・リサーチ手法の実習２ 

4. マーケティング・リサーチ手法の実習３ 

5. マーケティング・リサーチ手法の実習４ 

6. マーケティング・リサーチプロジェクト１ 

7. マーケティング・リサーチプロジェクト２ 

8. マーケティング・リサーチプロジェクト３ 

9. マーケティング・リサーチプロジェクト４ 

10. マーケティング・リサーチプロジェクト５ 

11. マーケティング・リサーチプロジェクト６ 

12. マーケティング・リサーチプロジェクト７ 

13. 全体報告会 

14. レビュー 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

マーケティング・リサーチのトレンドを理解しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席(50%)/プロジェクトへの貢献(50%) 

ただし，3 回以上の欠席は原則として不合格とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

その都度指定します。 

 

参考文献（Readings） 

その都度指定します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BT359 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／２年次演習２ 

(Seminar2(2nd year)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
組織と経営戦略 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 秀一(SUZUKI SHUUICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS2010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
コンセントレーション：マネジメント領域 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経営戦略論は企業を動かす文法に相当する。因果推論を身につけた後で経営戦略論の基礎を学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

他大学との合同発表会とディベート試合を通じて、経営学の研究を進め、コミュニケーション能力を磨く。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ケーススタディ（１）日本の製造業における競争優位と劣位 

2. 日本企業のグローバル戦略 

3. 日本企業のものづくり戦略 

4. 統計分析基礎 

5. 統計分析・アンケート調査法 

6. 計量分析と戦略論 

7. ケーススタディ（２）江崎グリコ 

8. ケーススタディ（３）ソニー 

9. ケーススタディ（４）グーグル 

10. ケーススタディ（５）日本マクドナルド 

11. 第 13 回 上智大学 消費社会学ゼミとの合同発表会（2006 年から 13 年目） 

12. 第 16 回 合同発表会 ４つの大学（明治大、上智大、埼玉大、当ゼミ）間のインターゼミ 2003 年から継続 16 年目 

13. 競技ディベート、アカデミック・ディベートについてゼミ卒業生からのアドバイス 

14. 第 16 回 早立ディベート試合（早稲田大学政経学部とのディベート試合、2003 年から継続中 16 年目） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回、テキストと資料を読んでくる必要がある。自分なりの疑問と意見を持ってディスカッションに主体的に参加すること。他大学

との交流も秋学期には本格化する。お互いに長所を学びあう真摯な交流を続けてきた。本年度もその伝統を大切にしたい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

プレゼンテーション(30%)/平常点(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

ゼミ独自のケース集を使用する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

http://www.rikkyo.ne.jp/˜z5000108 

 

注意事項（Notice） 
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■BT360 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／２年次演習２ 

(Seminar2(2nd year)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ブランドマネジメント，ブランド概念を用いたマーケティング 

担当者名 

（Instructor） 
高岡 美佳(TAKAOKA MIKA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS2010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
コンセントレーション：マーケティング領域 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 少人数でのグループワークを通じて，問題を発見する力，思考する力，論文やプレゼンテーションにおいて表現する力などの実

践的な能力を身につける。また，ブランドに関するテキストの輪読や実証研究をおこなうことで，ブランドマネジメントやマーケティ

ングに関する専門的知識を習得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 製品の質や技術が優れていても，消費者にその魅力が伝わらなければ意味がない。ブランドは製品の魅力を消費者に伝える

ツールとなる。本ゼミでは，ブランドの構成要素や構築の方法と手順，消費者からの認知などについて実際の企業を例にとって研

究を行う。また，毎年,関東にある大学の経済・経営・商学系ゼミに属する学生が参加する「関東学生マーケティング大会」にエント

リーしている。合宿は春と夏の２回実施する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス，輪読テキスト決定，ゼミ目標および個人目標の設定 

2. 突発型ディスカッション 

3. 調査型ディスカッション 

4. ゲストによる講演 

5. フェルミ推定 

6. インターゼミ進捗状況報告 

7. 輪読中間テスト，個人企画 

8. インターゼミ中間発表 

9. インターゼミ最終発表 

10. インターゼミ振り返り，チームフィードバック，個人フィードバック 

11. 関東マーケティング大会ゼミ準備（チーム規範の作成，目標の設定） 

12. 関東マーケティング大会ゼミ中間発表 

13. 関東マーケティング大会ゼミ最終発表 

14. 学術論文の書き方講座 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 毎回，前回までのシラバスを確認し復習しておくこと 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席およびコメントペーパー(40%)/プレゼンテーション(30%)/最終レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

 未定、ブランドマネジメント，マーケティングに関するテキストをゼミ生と相談の上で決定する 

 

参考文献（Readings） 

 未定 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

facebook/立教大学経営学部 高岡ゼミナール 

 

注意事項（Notice） 
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■BT361 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／２年次演習２ 

(Seminar2(2nd year)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
経営戦略論：ビジネス・モデル・デザイン 

担当者名 

（Instructor） 
デイヴィス，Ｓ(DAVIS,SCOTT T.) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU2010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
コンセントレーション：マネジメント領域 

 

授業の目標（Course Objectives） 

マネージメントには「アート：芸術 (Aesthetic and Empathetic Sensitivity) 」に求められる高度な感受性と表現力、「サイエンス：自

然科学 (Scientific Observation and Experimentation)」に求められる客観性と分析能力、そして専門分野としての経営学の「技

術：ノウハウ (Applied Knowledge and Skills)」の 3 つの要素が必要であると言われます。 

本演習は、学生がビジネスを独自の視点から分析・計画・提案するために必要な「診る」、「考える」、そして「語る」力を養成するこ

とを目的としています。診る力は、ビジネスの実態を可視化するための手法（タイムライン分析，マッピング，構造分析など）、考え

る力は、戦略を考えるための３つ発想法（論理的思考，クリティカル思考，システムズ思考）、そして計画する力は、経営戦略を策

定・再構築（リフレーミング）するためのプロセス（シナリオ計画，３Pモデル，モデル再構築など） です。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本演習では、多様なビジネス評価モデルや分析フレームワークを用いて、ケース分析、ワークショップ、企業研究などを通じて、参

加者全員で経営問題を分析し、解決策を提案する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. クリティカル思考 1：ゼミ参加者による発表、討議 

2. クリティカル思考 2：ゼミ参加者による発表、討議 

3. クリティカル思考 3：ゼミ参加者による発表、討議 

4. システムズ思考 1：ゼミ参加者による発表、討議 

5. システムズ思考 2：ゼミ参加者による発表、討議 

6. システムズ思考 3：ゼミ参加者による発表、討議 

7. テーマ３：計画する力：経営戦略を策定・再構築（リフレーミング）するためのプロセス 

8. シナリオ計画 1：ゼミ参加者による発表、討議 

9. シナリオ計画 2：ゼミ参加者による発表、討議 

10. シナリオ計画 3：ゼミ参加者による発表、討議 

11. ３Pモデル 1：ゼミ参加者による発表、討議 

12. ３Pモデル 2：ゼミ参加者による発表、討議 

13. モデル再構築 1：ゼミ参加者による発表、討議 

14. モデル再構築 2：ゼミ参加者による発表、討議 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに応じて、適宜指示します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業期間内の複数レポート(50%)/ディスカッション(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

各自の研究テーマに応じて、適宜指示します。 

 

参考文献（Readings） 

適宜指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

ゼミのホームページ： https://d-zemi.org 

 

注意事項（Notice） 
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■BT363 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／２年次演習２ 

(Seminar2(2nd year)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
財務会計の応用 

担当者名 

（Instructor） 
松井 泰則(MATSUI YASUNORI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS2010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
コンセントレーション：アカウンティング＆ファイナンス領域 

 

授業の目標（Course Objectives） 

財務会計の応用的知識を習得する。株式会社における実際の決算の仕組みを正しく理解することができる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期で学習した簿記会計の学習成果のレベル・アップを図る。春学期では，財務会計の基礎的前提となる複式簿記の学習に

重点を置いてきたが，秋学期の本演習ではさらに B/S，P/L，C/Fの基本財務諸表についてより深く学習する。また財務会計の

応用領域として，例えばグループ経営に対しては連結会計を，経営の国際化に対しては外貨換算会計を取り上げるなど学習範

囲をいっそう拡大していく。授業はグループ別発表講義形式で進める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 簿記問題復習 

2. 会計（財務諸表）問題復習 

3. 貸借対照表論（資産会計応用編１） 

4. 貸借対照表論（資産会計応用編２） 

5. 貸借対照表論（資産会計応用編３） 

6. 貸借対照表論（負債・資本会計応用編１） 

7. 貸借対照表論（負債・資本会計応用編２） 

8. 損益計算書論（収益・費用会計応用編） 

9. キャッシュ・フロー計算書 

10. 株主資本等変動計算書 

11. 連結会計論 

12. 外貨換算会計論 

13. 有価証券報告書分析 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 普段より，簿記トレーニングをかかさないように復習・予習しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席(60%)/授業期間内の複数レポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 広瀬義州、2014、『財務会計論』、中央経済社 (ISBN:978-4-502-09370-8) 

 

参考文献（Readings） 

1. 伊藤邦雄、2014、『新現代会計入門』、日本経済新聞社 (ISBN:978-4-532-13448-8) 

 その他講義中に指示 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 209 - 

■BT364 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／２年次演習２ 

(Seminar2(2nd year)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
データ分析の基礎（Introduction to Data Analysis） 

担当者名 

（Instructor） 
山口 和範(YAMAGUCHI KAZUNORI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS2010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
コンセントレーション：マーケティング領域 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この演習では，意思決定プロセスにおけるデータの活用方法を学び，その実践能力を身に付けることを目標とする。特に，客観

的なデータから正しく結論を得る技術，さらに，その結果を正しく伝えられる技術の習得を目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

演習では，データ分析論の基礎としての，統計学や調査法などの復習を行いながら，種々の実データを用いた分析の実践を行

い，データ分析力の向上を目指す。具体的には，問題の洗い出し，仮説の設定，仮説検証のためのデータ収集の計画と実践，デ

ータ分析の実行とまとめ，プレゼンテーションという流れ全体や一部の実践を繰り返し体験する。この実践は，グループとしての

作業と個人作業として行われる。演習で分析法を学ぶために当面用いる予定のデータや事例は下記の通りである： 

・コンビニエンスストアの POSデータの分析 

・スポーツデータからの戦略評価分析 

・広告効果評価のための調査データ 

演習の時間は，主に分析結果のプレゼンテーションやディスカッションのために用いるので，演習の時間外での分析の実践など

にかなりの時間が必要となることに留意して参加すること。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 多変量解析とは 

3. 回帰分析の基礎 

4. 回帰分析の活用１ 

5. 回帰分析の活用２ 

6. 主成分分析・因子分析の基礎 

7. 主成分分析・因子分析の活用 

8. 潜在クラス分析・クラスター分析の基礎 

9. 潜在クラス分析・クラスター分析の活用 

10. データ分析プロジェクト１ 

11. プレゼンテーション１ 

12. データ分析プロジェクト２ 

13. プレゼンテーション２ 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

指定された資料や書籍について，事前学習をしておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

演習時間内でのプレゼンテーション(40%)/授業期間内レポート(3回の予定)(30%)/最終レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

とくに指定しない 

 

参考文献（Readings） 

随時紹介する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BT367 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／２年次演習２ 

(Seminar2(2nd year)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
コミュニケーション戦略研究（広報） 

担当者名 

（Instructor） 
松本 茂(MATSUMOTO SHIGERU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU2010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
コンセントレーション：コミュニケーション領域 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 １）広報のメッセージを批判的に読み解くことができる。 

 ２）目的に応じてメディアを有効活用するための基礎力が身につく。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 企業または団体から与えられた課題について，調査，研究，分析し，広報戦略を練ったうえで，課題を提示してくださった企業・

組織に向けてグループプレゼンテーションを行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 協力企業の担当者による課題説明 

2. 授業内プレゼン＋フィードバックセッション（１） 

3. 授業内プレゼン＋フィードバックセッション（２） 

4. 企業担当者とのセッション（１） 

5. 授業内プレゼン＋フィードバックセッション（３） 

6. 授業内プレゼン＋フィードバックセッション（４） 

7. ゲスト・スピーカー・セッション 

8. 授業内プレゼン＋フィードバックセッション（５） 

9. 企業担当者もしくは専門家とのセッション〔中間発表〕 

10. 授業内プレゼン＋フィードバックセッション（６） 

11. 授業内プレゼン＋フィードバックセッション（７） 

12. 提案プレゼンテーションおよび質疑応答の練習 

13. 協力企業への提案プレゼンテーション 

14. 振り返りセッション 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回指示する。 

随時，専門書の輪読も行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内討議(20%)/ブックレポート(10%)/中間発表(10%)/最終プレゼンテーション(50%)/振り返り(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

１回目の授業で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BT369 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／２年次演習２ 

(Seminar2(2nd year)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Applied Statistics for Finance and Marketing 

担当者名 

（Instructor） 
竹澤 伸哉(TAKEZAWA NOBUYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU2011 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
コンセントレーション：アカウンティング＆ファイナンス領域 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Upon completing this seminar, students should have a solid grasp of statistics in order to undertake graduate studies in finance, 

economics, marketing and other fields in business. This is the second course in a series of seminars designed to provide 

students with the necessary background and tools to undertake graduate level work in the field of business.  Students are 

required to sit for the Japan Statistical Society Certificate Examination Level 3 (or Level 4). 

 

授業の内容（Course Contents） 

This course will provide a theoretical foundation for the topics covered in the second year seminar taught in the Spring term.  

We will also undertake a mini-project using the tools learned in-class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Overview and Introduction 

2. Probability and Random Vairables 

3. Sampling Distributions 

4. Sampling Distributions 

5. Estimating the Mean with Confidence 

6. Estimating the Mean with Confidence 

7. Testing Hypotheses About the Mean 

8. Testing Hypotheses About the Mean 

9. Prepare for Certificate Examination 

10. Prepare for Certificate Examination 

11. Inference About Simple Regression 

12. Mini-project: Consult with Instructor 

13. Mini-project: Final Presentation 

14. Wrap-up 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Read assigned chapters carefully before coming to class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Group Presentation(40%)/Participation & Assignments(40%)/Mini-project Paper(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

Same as Spring Term. 

 

参考文献（Readings） 

TBA 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

This seminar is conducted in English.  Detailed course outline distributed second week of class. 

 

注意事項（Notice） 
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■BT370 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／２年次演習２ 

(Seminar2(2nd year)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Sport Consumer Behavior 

担当者名 

（Instructor） 
辻 洋右(TSUJI YOSUKE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU2011 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
コンセントレーション：マーケティング領域、コミュニケーション領域 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course examines the fundamental marketing principles/theories used in the sport business world. 

 

授業の内容（Course Contents） 

The course will mainly focus on understanding sport consumer behavior. 

 

The course schedule below is tentative and is subject to change. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction of the course and syllabus 

2. Presentation and discussion on a sport marketing topic 

3. Presentation and discussion on a sport marketing topic 

4. Presentation and discussion on a sport marketing topic 

5. Presentation and discussion on a sport marketing topic 

6. Presentation and discussion on a sport marketing topic 

7. Presentation and discussion on a sport marketing topic 

8. Presentation and discussion on a sport marketing topic 

9. Presentation and discussion on a sport marketing topic 

10. Presentation and discussion on a sport marketing topic 

11. Presentation and discussion on a sport marketing topic 

12. Group Presentation 

13. Group Presentation 

14. Recap of the course 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Read assigned book chapters & articles prior to class 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Participation(20%)/Reports(40%)/Presentations(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Funk, D.C., Alexandris, K., & McDonald, H.. 2017. Sport Consumer Behavior. Routledge (ISBN:9781138912496) 

 

参考文献（Readings） 

1. James J. Zhang, Brenda G. Pitts. 2017. Contemporary Sport Marketing Global perspectives. Routledge (ISBN:9781138291324) 

2. Matthew D. Shank, Mark R. Lyberger. 2015. Sports Marketing A Strategic Perspective, 5th edition. Routledge 

(ISBN:9781138015951) 

TBA 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BT371 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／２年次演習２ 

(Seminar2(2nd year)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
クリエイティブ産業とメディア研究 

担当者名 

（Instructor） 
シュールズ，Ｄ(SCHULES,DOUGLAS) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU2011 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
コンセントレーション：コミュニケーション領域 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１）社会におけるメディアの影響を理解すること 

２）メディア論を実社会に応用すること 

 

授業の内容（Course Contents） 

YouTube.  Kickstarter. Memes. 誰でもメディアプロデューサーになれる世界では、メディアと社会の関係を理解することがより

大事になっている。様々なコミュニティと新たな関係を作り上げる可能性があることから、これを理解することは特にビジネス人に

とって大切なものです。 

  

この授業ではメディア論からの視点でこれらのテーマを追究します。クリエイティブ産業（アニメ、ゲーム、音楽など）とファン文化

の関係が授業の中心です。消費者やファンによるメディア生成へのインパクトや共同文化を通したメディア配信方法の変化や現

在の消費者行動について学びます。 

  

メディア論について学術記事（英語および日本語）を読んでこれらのコンセプトを応用し、プロジェクトに取り組みます。講義は英語

で行います。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. メディア論のレビュー 

2. メディア論  （大衆文化論） 

3. メディア論  （大衆文化論） 

4. メディア論  （大衆文化論） 

5. メディア論  （ファン論） 

6. メディア論  （ファン論） 

7. 中間発表 

8. メディア論  （消費論） 

9. メディア論  （消費論） 

10. メディア論  （消費論） 

11. メディア論  （参加的な文化、ネットワーク論） 

12. メディア論  （参加的な文化、ネットワーク論） 

13. メディア論  （参加的な文化、ネットワーク論） 

14. メディア論  （参加的な文化、ネットワーク論） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

参考資料を読む、産業イベントへの見学および参加 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

参加態度(10%)/発表(50%)/出席(20%)/レポート(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 



 - 214 - 

注意事項（Notice） 
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■BT372 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／２年次演習２ 

(Seminar2(2nd year)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
財務会計に関する基礎的知識を身に付ける 

担当者名 

（Instructor） 
岡本 紀明(OKAMOTO NORIAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU2010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
コンセントレーション：アカウンティング＆ファイナンス領域 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 春・秋学期を通じて、財務会計に関する基礎的内容を一通り理解し、自分の言葉でアウトプットできるようにする。その後、簡単

な財務諸表分析の能力を養うことも目指す。さらに、日商簿記 3～2 級レベルの知識をつけ、一般的な会計英語を理解・説明でき

るレベルに到達することを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 企業の経営分析や価値評価には、財務会計の知識が不可欠である。本ゼミは、基本的にテキストをじっくり輪読していく形式で

財務会計の知識を深めていく。秋学期は財務会計のやや応用的内容を中心に財務諸表分析も視野に入れる。割り当てられた学

生がテキストの内容をまとめて報告し、それに対して教員や別の学生（今年度は指定する予定）が質問をぶつけて議論を重ねて

いく。期末には、2～3 人に分かれて実際の財務諸表を読む恒例のグループワークを行う。サブゼミとして、簿記検定合格にむけ

たものと会計英語を学ぶ（これは Financial Accounting や Financial Statement Analysis を履修する際に役立つ）ものを予定して

いる（ゼミ生は両方（もしくは興味ある方）に参加する）。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（春学期の振り返り、テキスト割り当て等） 

2. 設備投資と研究開発 （１） 

3. 設備投資と研究開発 （２） 

4. 資金の管理と運用 （１） 

5. 資金の管理と運用 （２） 

6. 国際活動（１） 

7. 国際活動（２） 

8. 税金と配当 （１） 

9. 税金と配当 （２） 

10. 財務諸表の作成と公開 （１） 

11. 財務諸表の作成と公開 （２） 

12. 企業集団の財務報告 （１） 

13. 企業集団の財務報告 （２）及び個別面談による知識習得の確認 

14. グループに分かれての財務諸表分析プレゼンテーション 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 報告を割り当てられた学生のみならず、全ての学生が講義前にテキストの該当箇所を読んでくることが期待される。また、自分

の言葉によるアウトプットを重視するので、しっかりと復習することも必要である。サブゼミをどのぐらいの頻度で行うか確定してい

ないが、積極的に参加して取り組むことを期待する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席を基礎とした参加度(50%)/学習内容の理解度・グループワーク(20%)/報告内容(20%)/議論への貢献度(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 桜井久勝・須田一幸、2017、『財務会計・入門 第 11 版』、有斐閣 (ISBN:4641220972) 

（必要に応じてプリントを配布する） 

 

参考文献（Readings） 

1. 大津広一・我妻ゆみ、2013、『会計プロフェッショナルの英単語 100』、ダイヤモンド社 (ISBN:4478023034) 

2. 渡部裕亘・片山覚・北村敬子編、2017、『検定簿記講義 3 級商業簿記 平成 29 年度版』、中央経済社 (ISBN:4502895636) 

あとは講義内に指示する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

テキストの改訂版が今後出版されるかもしれないが、ゼミでは最も新しいものを用いる予定である。ゼミでのイベントは、できれば
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留学生を呼び込んで国際的かつ活発なものにしていきたい。 

 

注意事項（Notice） 
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■BT373 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／２年次演習２ 

(Seminar2(2nd year)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
組織における人材開発・人材教育 

担当者名 

（Instructor） 
中原 淳(NAKAHARA JUN) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS2010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
コンセントレーション：マネジメント領域，コミュニケーション領域 

 

授業の目標（Course Objectives） 

組織における人材開発・人材教育の基礎知識・基礎理論を学ぶとともに、それらを応用して、協力企業等の人材開発課題を分析

し、提案を行う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

組織における人材開発・人材教育を専門とするゼミである。人材開発とは、「組織が、戦略や目標を達成するために、自社の従業

員の学習を組織化・秩序化すること」をさす。安定的な事業運営を行うためには、人材開発の営みを組織内にビルトインすること

が求められる。このゼミでは、人材開発の基礎知識・基礎理論を学び、それらについてディスカッションするとともに、そうした知識

を活用した課題解決プロジェクトを行うものとする。本ゼミ最大の特徴は、学生自らが「主体的な学び手」として教員とともにゼミを

つくりあげていくことにある。積極的で意欲的な学び手を期待する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 事例研究１ 

3. ディスカッション 

4. 事例研究２ 

5. ディスカッション 

6. 文献購読 

7. 文献購読 

8. プレゼンテーション中間発表 

9. ディスカッション 

10. 文献購読 

11. 文献購読 

12. 事例研究３ 

13. ディスカッション 

14. プレゼンテーション最終発表会 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回授業準備を必要とする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

ゼミ運営・ディスカッションへの貢献(60%)/輪読などの分担・プレゼンテーション(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

http://www.nakahara-lab.net/ 

 

注意事項（Notice） 
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■BT401 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／３年次演習１ 

(Seminar1(3rd year)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

経営戦略の理論と実態に関する多面的な理解と分析  -様々な企業分析方法の習熟と

経営戦略論の応用- 

担当者名 

（Instructor） 
秋野 晶二(AKINO SHOJI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS3010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
コンセントレーション：マネジメント領域，アカウンティング＆ファイナンス領域 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 企業の理論，歴史・現状の多面的な理解と有価証券報告書の分析に基づいて，企業活動を理論的かつ実証的に解明すること

で，様々な仮説を構築する能力と発言・報告能力を修得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 企業に関する理論，有価証券報告書をはじめとする企業に関する各種データ，そして実際の企業活動に関連する事実，この三

つを企業分析のために活用できるようになることが本ゼミナールの目的である。 

 3 年ゼミでは，各自一人一人が自由に分析したい企業とそのテーマを決めて，分析を行い、論文を作成することを課題とする。

その分析にあたって，まず理論に関しては，2 年生とともに企業活動を説明する一つの理論として，経営戦略論を輪読しながら学

ぶ。 

 春学期においては，各自分析する企業について，その有価証券報告書などの財務データに加え，様々な事実に関するデータ

の収集・整理・加工・分析を実施し，分析のためのテーマと構成を決定する。そのうえで，春学期中に学んだ多様な理論や事実，

企業分析の方法に基づいて，各自の分析する企業に関する中間報告を夏合宿に行う。また企業分析に先立って、一人一つのケ

ースを選んで、報告することで、具体的な企業分析のあり方についても学ぶ。 

 この他にも，3 年生は，他大学との討論会などで研究と討論の能力を高める。なお本講義を受講するにあたっては，経営学，経

営戦略論の基本的な知識，および財務諸表の構造における基本的な理解，ならびに財務データや学術文献等の文献収集を行う

能力を身に着けていることが望ましい。なお年に数回，工場や企業の訪問を実施し，実際の経営活動を学ぶ機会も設ける予定で

ある。 

 なお詳細なシラバスについては，http://www.rikkyo.ne.jp/web/z5000006/akinoHP~2017/about.html を必ず参照すること。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 企業分析のための準備１：ケースの読解 

2. 企業分析のための準備２：ケースの読解 

3. 主要財務データの実数分析１ 

4. 主要財務データの実数分析２ 

5. 主要財務データの実数分析３ 

6. 主要財務データの実数分析４ 

7. 主要財務データの諸比率分析１ 

8. 主要財務データの諸比率分析２ 

9. 主要財務データの諸比率分析３ 

10. 主要財務データの諸比率分析４ 

11. 企業分析の中間報告１ 

12. 企業分析の中間報告２ 

13. 企業分析の中間報告３ 

14. 企業分析の中間報告４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

新聞記事の整理，各企業の財務データ・各種資料の収集・整理，討論会のための話し合い。夏合宿に参加する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の参加・発言・報告・課題の提出・共同研究への参加度など(95%)/出席(5%) 

 

テキスト（Textbooks） 

秋野ゼミナール『経営戦略がわかる企業分析法 基礎編 電子書籍版』 

 

参考文献（Readings） 

1. 遠藤功、『経営戦略の教科書』、光文社新書 

2. 國貞克則、『財務 3 表一体分析法』、朝日新書 
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経営分析の方法に関する文献，企業分析を行っている記事に加え、分析する企業ニ関連する多数の文献を使用する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

http://www.rikkyo.ne.jp/web/z5000006/akinoHP~2017/index.html 

 

注意事項（Notice） 
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■BT402 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／３年次演習１ 

(Seminar1(3rd year)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

マーケティング・リーダーシップ 

マーケティングの理論的，実践的理解 

担当者名 

（Instructor） 
有馬 賢治(ARIMA KENJI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS3010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
コンセントレーション：マーケティング領域 

 

授業の目標（Course Objectives） 

マーケティングを通じて社会現象を理解し，考える力，分析する力，ビジネス・センスを身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

マーケティングに関する知識・センスを養うために，一年間月単位でトピックを決めて研究を進める。また，グループワークから社

会性を身に付ける過程を通じて，個人の実力を養っていく。ゼミは，2 年生，3 年生が合同で行い，互いの長所，短所を指摘しな

がら自己研鑚を進める。 

 レポート課題，輪読，ディベート，プレゼンテーションの準備を併行して行い，マルチタスクをこなせる人材を育成する。また，グ

ループワークを先輩・同輩・後輩と行う機会を通じて，メンタルタフネス，コミュニケーション能力，リーダーシップに関わる基礎力と

応用力を身につけていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 方法論的著作の輪読-1, ディベート-1 

2. 方法論的著作の輪読-2, ディベート-2 

3. 方法論的著作の輪読-3, ディベート-3 

4. 方法論的著作の輪読-4, ディベート-4 

5. 企業研究中間発表 

6. ヒット商品分析-1 

7. ヒット商品分析-2 

8. マーケティング著作の輪読-1, ディベート-5 

9. マーケティング著作の輪読-2, ディベート-6 

10. フィールドワーク 

11. ケーススタディ-1 

12. ケーススタディ-2 

13. 学年対抗ディベート 

14. 企業研究報告会 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の課題，輪読などでの学習範囲の予習を確実に行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

プレゼンテーション(40%)/授業期間内の複数レポート(40%)/発言の回数及び内容(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

随時授業中に提示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 有馬賢治、2006、『マーケティング・ブレンド』、白桃書房 (ISBN:ISBN4-561-66155-7) 

2. 有馬賢治、2015、『マーケティング・オン・ビジネス』、新世社 (ISBN:ISBN978-4-88384-234-6) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

有馬ゼミホームページ 

http://www.arima-seminar.com/ 

 

参考 Webサイト 

http://biz-journal.jp/series/kenji-arima-marketing-kihon/ 

http://biz-journal.jp/series/kenji-arima-marketing/ 
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注意事項（Notice） 
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■BT403 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／３年次演習１ 

(Seminar1(3rd year)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
組織における人の心理と行動 

担当者名 

（Instructor） 
石川 淳(ISHIKAWA JUN) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS3010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
コンセントレーション：マネジメント領域，コミュニケーション領域 

 

授業の目標（Course Objectives） 

専門的な知識を身につけると同時に，論理的思考能力，コミュニケーション能力，人間関係能力，異文化適応能力等を高め，こ

れらを実際に発揮することができるスキルを身につけることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

組織（企業，学校，政府，サークル，NPOなど）の中の人間の心理・行動に焦点をあて，そのメカニズムを理解すると同時に，組

織の目的と，組織に所属する人たちの幸せを同時に達成することができるマネジメントを研究する。具体的なテーマとして，リーダ

ーシップ，コミュニケーション，モチベーション，チーム・ワーク，異文化マネジメントなどがあげられよう。 

上記目標を達成するために，徹底的なディスカッションだけでなく，ケース・スタディ，ディベート，プレゼンテーション大会，プロジェ

クト研究などの教育方法も積極的に取り入れていきたい。 

本ゼミの最大の特徴は，学生が主体となってゼミを創り上げていくところにある。なぜなら，そのようなプロセスを通じてのみ，リー

ダーシップやモチベーションなどの理論を実践の場で使えるような人間へと成長することができるからである。従って，自ら問題意

識を持ち，自らが主役となってゼミ運営に関わろうとする意欲のある学生の受講が望ましい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. ケース・プレゼンテーション準備（1） 

3. ケース・プレゼンテーション準備（2） 

4. ケース・プレゼンテーション準備（3） 

5. ケース・プレゼンテーション発表 

6. クライアント企業との会合 

7. クライアント企業への提案作成（1） 

8. クライアント企業への提案作成（2） 

9. クライアント企業への提案作成（3） 

10. クライアント企業への提案作成（4） 

11. クライアント企業への提案作成（5） 

12. クライアントへの提案 

13. 春学期チーム活動の振り返り（1） 

14. 春学期チーム活動の振り返り（2） 

なお，上記はあくまでも予定であり，実際には，受講者の興味関心に合わせて，フレキシブルに運営することとなる。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回，授業準備が必須となる。具体的にどのような準備が必要になるかは，初回授業時に説明する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

プロセス：ゼミ運営およびディスカッションへの貢献度(60%)/アウトプット：プレゼンテーションおよび企業への提案(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

初回授業時に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

初回授業時に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

詳細はゼミの HP（https://www.facebook.com/Ishikawa.seminar）にて指示する。 

 

注意事項（Notice） 
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■BT404 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／３年次演習１ 

(Seminar1(3rd year)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

Institutional Perspectives on International Business -- Using Japanese Business 

Practices as Case Studies 

担当者名 

（Instructor） 
尾﨑 俊哉(OZAKI TOSHIYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU3011 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
コンセントレーション：マネジメント領域，コミュニケーション領域 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Develop the theoretical perspectives on national market institutions; Develop capability to apply these theoretical perspectives 

to national differences and draw insights into firm strategies. 

 

授業の内容（Course Contents） 

How do we conceptualize international business? In what ways, do national level factors such as laws, regulations, cultures, 

social norms, and business practices shape and constrain behaviors and strategies of a firm? For example, are Japanese firms 

managed differently from their international rivals of the US, Europe and Asia? To what extent, should a foreign firm entering 

Japan embrace and adopt these national level characteristics? To what extent, should a Japanese firm going abroad refrain 

from exporting these Japanese national level characteristics? This intermediate research seminar on international business 

examines globalization of business in a comparative perspective. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Orientation 

2. Introduction to Institutional Perspectives on National Economic Activities 

3. Conventional Approaches to National Growth 

4. The Coase Theorem: The Link to Institutions 

5. Institutions and Static Growth 

6. Institutions and Dynamic Growth 

7. The Polity as Creator of Institutions 

8. Wrap up of the first part 

9. Application: Case Study (1) Labor Practice (Life-time Employment and Seniority System) 

10. Application: Case Study (2) Main Bank System 

11. Application: Case Study (3) Vertical Keiretsu Supply Chain Network 

12. Application: Case Study (4) In-house Union 

13. Application: Case Study (5) Corporate Governance 

14. Wrap up of the semester 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Weekly reading materials will be assigned. All the students are expected to read and understand them before coming to the 

class. The reading list will be distributed during the orientation session.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Class participation(30%)/Mid-term presentation(35%)/Final report(35%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Yeager, Timothy J.. 1999. Institutions, Transition Economies, and Economic Development. Westview Press 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

The language of instruction will be in English.  

 

注意事項（Notice） 
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■BT406 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／３年次演習１ 

(Seminar1(3rd year)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
中小企業のコンサルティング実習 

担当者名 

（Instructor） 
亀川 雅人(KAMEKAWA MASATO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS3010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

コンセントレーション：マーケティング領域，マネジメント領域，アカウンティング＆ファイナ

ンス領域 

 

授業の目標（Course Objectives） 

企業経営の内外環境を経営学や経済学の知識を利用して分析し、事業を構想する能力を養う。消費者向けの企業のみならず、

B2B 企業のコンサルをすることで、社会にとって必要な仕事とは何かを考える機会を提供する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

６～８社の中小企業経営者の協力を得て、チームで中小企業の置かれている外部環境、業界の特性、内部の経営機構や組織、

人事管理、財務管理、営業やマーケティングなどの諸機能を分析し、企業の問題点を把握した上で、ビジネスプランを提案する。

担当する企業により、抱えている問題は様々であるが、各チームの分析を共有することで、様々な業種とその環境の分析、そして

個別企業に特有の分析を行うことになる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 中小企業経営者と担当チームメンバーの初顔合わせ 

2. 企業環境リポート１ 

3. 企業環境リポート２ 

4. 企業環境リポート３ 

5. 中小企業の内部環境分析１ 

6. 中小企業の内部環境分析２ 

7. 中小企業の内部環境分析３ 

8. 中小企業の内部環境分析４ 

9. ビジネスプラン１ 

10. ビジネスプラン２ 

11. ビジネスプラン３ 

12. ビジネスプラン４ 

13. 最終発表１ 

14. 最終発表２ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎週のサブゼミにおける基礎学習と企業訪問 3 回程度 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(35%)/出席(35%)/参加度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BT407 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／３年次演習１ 

(Seminar1(3rd year)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
マーケティング・リサーチの実践 

担当者名 

（Instructor） 
佐々木 宏(SASAKI HIROSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS3010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
コンセントレーション：マーケティング領域，マネジメント領域 

 

授業の目標（Course Objectives） 

マーケティング・リサーチの実践 

 

授業の内容（Course Contents） 

２年次に引き続き，マーケティング・リサーチ手法の習得とプロジェクト実践を行います。 

前半のマーケティング・リサーチ手法の実習では，後半のプロジェクトに合わせ，必要となるノウハウやスキルの向上を目指しま

す。 

２，３年合同で行うこと，プロジェクトの状況によってはスケジュールを変更する可能性があること，プロジェクトの実施期間はゼミ

時間以外にチームでの活動が必要になること，特にピーク時はかなりの時間を取られることをご承知おきください。また，３年生に

は，２年生を引っ張っていくリーダーシップを期待しています。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. マーケティング・リサーチ手法の実習１ 

3. マーケティング・リサーチ手法の実習２ 

4. マーケティング・リサーチ手法の実習３ 

5. マーケティング・リサーチ手法の実習４ 

6. マーケティング・リサーチプロジェクト１ 

7. マーケティング・リサーチプロジェクト２ 

8. マーケティング・リサーチプロジェクト３ 

9. マーケティング・リサーチプロジェクト４ 

10. マーケティング・リサーチプロジェクト５ 

11. マーケティング・リサーチプロジェクト６ 

12. マーケティング・リサーチプロジェクト７ 

13. 最終報告会 

14. レビュー 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

マーケティング・リサーチのトレンドを理解しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席(50%)/プロジェクトへの貢献(50%) 

ただし，3 回以上の欠席は原則として不合格とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

その都度指定します。 

 

参考文献（Readings） 

その都度指定します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BT408 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／３年次演習１ 

(Seminar1(3rd year)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ファイナンス理論の展開 

担当者名 

（Instructor） 
白石 典義(SHIRAISHI NORIYOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU3010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
コンセントレーション：アカウンティング＆ファイナンス領域 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ファイナンス理論の学習水準を２年次演習で学んだ初級レベルから中級・上級レベルに引き上げる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

３年次前半は，ファイナンス理論の中核（コア）を深く学ぶ。中核（コア）とは，理論として重要，経済の動きを理解する上で必須，

社会的な注目度が高い，フロンティアに繋がる重要な研究分野である，を意味する。具体的には，（１）債券と株式に関する理論，

長期資金調達の方法（２）均衡価格モデルである CAPM と APT，（３）ファイナンス研究の中心であった効率的市場仮説と現在の

フロンティアである行動ファイナンス，（４）金融技術の劇的な進展の発端であるデリバティブ，を取り上げる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 金利と債券の評価１ 

3. 金利と債券の評価２ 

4. 株式の評価１ 

5. 株式の評価２ 

6. 合併，買収，および会社分割 

7. ケーススタディ 

8. リターンとリスク（CAPM） 

9. リスクとリターン，もう一つの見解（APT）１ 

10. リスクとリターン，もう一つの見解（APT）２ 

11. 効率的資本市場と行動的挑戦 

12. 証券の公募発行 

13. オプションとコーポレートファイナンス 

14. デリバティブとリスク・ヘッジ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

前回までの演習内容を確認し復習しておくこと。必ず予習すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

プレゼンテーション(20%)/授業参加(20%)/最終レポート(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Ross, Westerfield, Jaffe、『コーポレートファイナンスの原理』（第 9 版）、金融財政事情研究会 

2. Hull、『デリバティブ入門』、金融財政事情研究会 

他のテキストは指示する。日本語に限らず英語のテキストも使用する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 石野雄一、『道具としてのファイナンス』、日本実業出版社 

2. 白砂堤津耶、『例題で学ぶ初歩からの計量経済学』、日本評論社 

他の参考文献は指示する。日本語に限らず英語の参考文献も使用する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

指示する。 

 

注意事項（Notice） 
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■BT409 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／３年次演習１ 

(Seminar1(3rd year)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
組織と経営戦略 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 秀一(SUZUKI SHUUICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS3010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
コンセントレーション：マネジメント領域 

 

授業の目標（Course Objectives） 

３年次ゼミは計量分析と経営戦略論を学ぶ。企業の持続的競争優位について、資源ベース戦略の視点から、製造業を中心にイ

ノベーション・マネジメントを研究する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

実際に企業を訪問したり、他大学のゼミとの合同発表会をすることは、私たちの研究を反省する良い機会となる。研究を深め、コ

ミュニケーション能力を磨きたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 回帰分析（概要） 

3. 競争戦略論の基礎（１）規模の経済、範囲の経済 

4. 競争戦略論の基礎（２）顧客囲い込み、差別化と参入障壁 

5. 回帰分析（最小二乗法、古典的モデル） 

6. 重回帰分析 

7. 企業データの読み方（１）データの収集と選別 

8. 企業データの読み方（２）因子分析、コレスポンデンス分析、コンジョイント分析 

9. 仮説検定 

10. 企業財務データの調べ方と読み方 

11. ケーススタディ作成（前年の例＝ホンダ成長提案） 

12. ケーススタディ作成（前年の例＝ベネッセ戦略提案） 

13. インゼミグループ研究中間発表 

14. 経営コンサルタント、企業人に対するゼミ生からのプレゼンとフィードバック 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

３年前半はさまざまなゼミイベントの中心となって「組織マネジメント」を実行する時期に当たる。ゼミの学習内容も専門的になり、

今まで他の講義で勉強してきた知識を実際の企業分析で試すようになる。経営学のおもしろさを実感するのもこの時期が多い。

それだけに自主学習に多くの時間を要する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

プレゼンテーション(30%)/平常点(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

そのつど指示する。 

 

参考文献（Readings） 

そのつど指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

http://www.rikkyo.ne.jp/˜z5000108 

 

注意事項（Notice） 
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■BT410 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／３年次演習１ 

(Seminar1(3rd year)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ブランドマネジメント，ブランド概念を用いたマーケティング 

担当者名 

（Instructor） 
高岡 美佳(TAKAOKA MIKA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS3010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
コンセントレーション：マーケティング領域 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 少人数でのグループワークを通じて，問題を発見する力，思考する力，論文やプレゼンテーションにおいて表現する力などの実

践的な能力を身につける。また，ブランドに関するテキストの輪読や実証研究をおこなうことで，ブランドマネジメントやマーケティ

ングに関する専門的知識を習得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 製品の質や技術が優れていても，消費者にその魅力が伝わらなければ意味がない。ブランドは製品の魅力を消費者に伝える

ためのツールとなる。本ゼミでは，ブランドの構成要素や構築の方法と手順，消費者からの認知などについて実際の企業を例に

とって研究を行う。また，他大学のゼミとともに一つのテーマに取り組み研究発表を行う（クライアント一覧：2013 年度 コーチ・ジャ

パン, 2014 年度 京王百貨店, 2015 年度 フランドル, 2016 年度 モスフードサービス, 2017 年度 ZOZOTOWN）。合宿は春と夏の

２回実施する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス，輪読テキスト決定，ゼミ目標および個人目標の設定 

2. 突発型ディスカッション 

3. 調査型ディスカッション 

4. ゲストによる講演 

5. フェルミ推定 

6. インターゼミ進捗状況報告 

7. 輪読中間テスト，個人企画 

8. インターゼミ中間発表 

9. インターゼミ最終発表 

10. インターゼミ振り返り，チームフィードバック，個人フィードバック 

11. 関東マーケティング大会ゼミ準備（チーム規範の作成，目標の設定） 

12. 関東マーケティング大会ゼミ中間発表 

13. 関東マーケティング大会ゼミ最終発表 

14. 学術論文の書き方講座 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 毎回，前回までのシラバスを確認し復習しておくこと 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席およびコメントペーパー(40%)/プレゼンテーション(30%)/最終レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

 未定、ブランドマネジメント，マーケティングに関するテキストをゼミ生と相談の上で決定する 

 

参考文献（Readings） 

 未定 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

facebook/立教大学経営学部 高岡ゼミナール 

 

注意事項（Notice） 
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■BT411 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／３年次演習１ 

(Seminar1(3rd year)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
経営戦略論：ビジネス・モデル・デザイン 

担当者名 

（Instructor） 
デイヴィス，Ｓ(DAVIS,SCOTT T.) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU3010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
コンセントレーション：マネジメント領域 

 

授業の目標（Course Objectives） 

マネージメントには「アート：芸術 (Aesthetic and Empathetic Sensitivity) 」に求められる高度な感受性と表現力、「サイエンス：自

然科学 (Scientific Observation and Experimentation)」に求められる客観性と分析能力、そして専門分野としての経営学の「技

術：ノウハウ (Applied Knowledge and Skills)」の 3 つの要素が必要であると言われます。 

本演習は、学生がビジネスを独自の視点から分析・計画・提案するために必要な「診る」、「考える」、そして「語る」力を養成するこ

とを目的としています。 

 

授業の内容（Course Contents） 

社会価値を創造できるビジネスモデルを診る、リフレーム、そして提案するのに必要な経営戦略の理論と実践を習得すること。参

加者はグループによるケース及び調査研究を通じて、経営戦略とその再構築に対する理解を深める 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. テーマ１：環境スキャニング：ゼミ参加者による発表、討議 

2. PEST分析：ゼミ参加者による発表、討議 

3. STEEP分析：ゼミ参加者による発表、討議 

4. 環境スキャニング 結果発表 

5. テーマ２：ビジネスモデルマッピング 

6. BMP：ゼミ参加者による発表、討議 

7. KPI分析：ゼミ参加者による発表、討議 

8. ビジネスモデルマッピング 結果発表 

9. テーマ３：ビジネスモデル評価 

10. SWOT分析：ゼミ参加者による発表、討議 

11. バリューチェーン分析：ゼミ参加者による発表、討議 

12. キャンバス分析：ゼミ参加者による発表、討議 

13. ビジネスモデル評価 結果発表 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに応じて、適宜指示します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業期間内の複数レポート(50%)/ディスカッション(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

各自の研究テーマに応じて、適宜指示します。 

 

参考文献（Readings） 

各自の研究テーマに応じて、適宜指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

ゼミのホームページ： https://d-zemi.org 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 230 - 

■BT413 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／３年次演習１ 

(Seminar1(3rd year)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
企業経営の国際化と財務会計の世界 

担当者名 

（Instructor） 
松井 泰則(MATSUI YASUNORI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS3010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
コンセントレーション：アカウンティング＆ファイナンス領域 

 

授業の目標（Course Objectives） 

変化する世界経済の中で，今日の企業経営の実態とともに企業会計を考える。そのために，本演習では，まずはビジネスマンと

しての基礎的な知識と教養を身につけることを目標に勉強を進めていく。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本演習では，財務会計にかかわる専門的知識を深めていくための前提として，まずは企業経済・経営に関連するさまざまな教養

的知識を習得するトレーニングから始めたい。そのためには，毎日の新聞，テレビ，雑誌などできるだけ多くの記事や情報に触れ

ることによって，ビジネスマンとして恥ずかしくない程度の実務知識と教養を身につけることが重要である。本演習では各人の設

定した企業分析研究を中心に，それに関連する幅広いテーマについての討論も予定しているところである。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 企業経営と会計 

2. 株式会社の仕組み 

コーポレートガバナンスと会計の役割 

3. 経済社会（株式会社）と会計ディスクロージャー 

4. 世界経済と企業経営の国際化 

5. 世界経済と国際マーケット 

6. IFRSについて 

7. 企業会計に関連する各種法律 

8. 商法と会社法 

9. 金融商品取引法 

連結財務諸表について 

10. 税法（法人税を中心に）ならびに監査 

11. 簿記会計ならびに会計制度の歴史 

12. 日本の会計制度儀用 

13. 今日における財務会計の課題と展望 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎日，日経新聞を読み，企業経済・経営に対する関心を高めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席(60%)/授業期間内の複数レポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 広瀬義州、2014、『財務会計論』、中央経済社 (ISBN:978-4-502-09370-8) 

 

参考文献（Readings） 

1. 玉木昭宏、2014、『夜 11 時からのビジネス会計トレーニング』、中央経済社 (ISBN:978-4-502-09640-2) 

その他講義中にプリントを配布する予定 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BT414 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／３年次演習１ 

(Seminar1(3rd year)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
データサイエンス（Data Science） 

担当者名 

（Instructor） 
山口 和範(YAMAGUCHI KAZUNORI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS3010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
コンセントレーション：マーケティング領域 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この演習では，意思決定プロセスにおけるデータの活用方法を学び，その実践能力を身に付けることを目標とする。特に，客観

的なデータから正しく結論を得る技術，さらに，その結果を正しく伝えられる技術の習得を目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

2 年次演習と同様に，データ分析論の基礎としての，統計学や調査法などの復習を行いながら，種々の実データを用いた分析の

実践を行い，データ分析力の向上を目指す。具体的には，問題の洗い出し，仮説の設定，仮説検証のためのデータ収集の計画

と実践，データ分析の実行とまとめ，プレゼンテーションという流れの全体や一部の実践を繰り返し体験する。この実践は，グル

ープとしての作業と個人作業として行われる。 

3 年次演習では，種々の統計モデルの活用や多変量解析の確かな習得が主な目標となる。また，外部でのデータ解析コンペへ

の出展を行い，大学外からの評価も受ける。 

演習の時間は，主に分析結果のプレゼンテーションやディスカッションのために用いるので，演習の時間外での分析の実践など

にかなりの時間が必要となることに留意して参加すること。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. ビッグデータの活用：その事例を知る 

3. データベース操作とデータ分析１：大規模データの分析 

4. データベース操作とデータ分析２：大規模データからの統計的推測 

5. プロジェクト課題の説明と課題選択：分析計画の検討 

6. プロジェクト課題への取組方針のプレゼンテーション 

7. プロジェクト課題分析発表１ 

8. プロジェクト課題分析発表２ 

9. 中間発表と振り返り１ 

10. 中間発表と振り返り２ 

11. プロジェクト課題分析実習 

12. プロジェクト課題春学期最終プレゼン１ 

13. プロジェクト課題春学期最終プレゼン２ 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

指定された資料や書籍について，事前学習をしておくこと。なお，３年次演習から履修する場合は，統計学や社会調査に関する

科目の履修を勧める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

演習時間内でのプレゼンテーション(40%)/授業期間内レポート(3回の予定)(30%)/最終レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

とくに指定しない 

 

参考文献（Readings） 

随時紹介する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BT417 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／３年次演習１ 

(Seminar1(3rd year)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
コミュニケーション戦略研究（広告・ブランド構築） 

担当者名 

（Instructor） 
松本 茂(MATSUMOTO SHIGERU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU3010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
コンセントレーション：コミュニケーション領域 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 １）広告のメッセージを批判的に読み解くことができる 

 ２）目的に応じてメディアを有効活用するための応用力が向上する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 ２年次演習で学習した広報に加えて，広告について学習する。企業，政党，その他団体といった力を持った組織が様々なメディ

アを活用してどのような広告および広報活動を展開していて，それらの活動が消費者（国民）の意識や行動にどのような影響を与

えているのかをコミュニケーション学の視座から読み解く。広告の専門家を招聘してゲスト・スピーカー・セッションを開催する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 演習の進め方の説明，役割分担について決定 

2. 広告・ブランド構築に関する専門書（１冊目）のブックレポート 

3. 広告・ブランド構築に関する専門書（１冊目）のブックレポート 

4. 広告・ブランド構築に関する専門書（１冊目）のブックレポート 

5. ゲスト・スピーカー・セッション（１） 

6. 広告・ブランド構築に関する専門書（２冊目）のブックレポート 

7. 広告・ブランド構築に関する専門書（２冊目）のブックレポート 

8. 広告・ブランド構築に関する専門書（２冊目）のブックレポート 

9. ゲスト・スピーカー・セッション（２） 

10. 広告・ブランド構築に関する専門書（３冊目）のブックレポート 

11. 広告・ブランド構築に関する専門書（３冊目）のブックレポート 

12. 広告・ブランド構築に関する専門書（３冊目）のブックレポート 

13. 広告・ブランド構築に関する専門書（３冊目）のブックレポート 

14. 秋学期の課題に関する説明，合宿の内容に関する討議 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 発表者でなくても，指定の本（頁）を必ず読んで授業に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

ブックレポート(50%)/授業内討議(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1 回目の授業で説明する。 

 

参考文献（Readings） 

1 回目の授業で説明する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BT419 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／３年次演習１ 

(Seminar1(3rd year)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Introduction to Finance 

担当者名 

（Instructor） 
竹澤 伸哉(TAKEZAWA NOBUYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU3011 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
コンセントレーション：アカウンティング＆ファイナンス領域 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This seminar will provide an introduction to applied finance. This is the third in a series of seminars designed to provide 

students with the necessary background and tools to undertake graduate studies.   

 

授業の内容（Course Contents） 

In the first half of course we will review basic financial accounting and provide an introduction to financial securities. The 

second half of the course will focus spreadsheet exercises.  Students must concurrently enroll in "Finance" and "Financial 

Accounting" (unless they have received credit for the course in their 2nd year). 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Overview and Introducion 

2. Review Basics of Financial Accounting 

3. Review Basics of Financial Accounting 

4. Understanding Securities: Stocks and Bonds 

5. Understanding Securities: Stocks and Bonds 

6. Spreadsheet Exercises: Duration 

7. Spreadsheet Exercises: NPV & IRR 

8. Spreadsheet Exercises: NPV & IRR 

9. Spreadsheet Exercises; Frontier with Two Securities 

10. Spreadsheet Exercises; Frontier with Two Securities 

11. Spreadsheet Exercises: Beta and the Regression Model 

12. Introduction to Multiples Valuation 

13. Case: Multiples Valuation 

14. Wrap-up 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Be prepared to work on EXCEL spreadsheet exercises during class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Presentations(20%)/Participation(40%)/Assignments(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

N/A 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

This seminar is conducted in English. Detailed course outline distributed second week of class. 

 

注意事項（Notice） 
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■BT420 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／３年次演習１ 

(Seminar1(3rd year)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Sport sponsorship 

担当者名 

（Instructor） 
辻 洋右(TSUJI YOSUKE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU3011 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
コンセントレーション：マーケティング領域、コミュニケーション領域 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The main objective of this course is to gain an understanding of corporate sport sponsorship activities. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Upon completion of the course, students will be able to understand the following: motives behind sponsorship activities, various 

sponsorship contents and activations, sponsorship measurement, etc. 

 

The course schedule below is tentative and is subject to change. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction of the course and syllabus 

2. Presentation and discussion on sponsorship topic 

3. Presentation and discussion on sponsorship topic 

4. Presentation and discussion on sponsorship topic 

5. Presentation and discussion on sponsorship topic 

6. Presentation and discussion on sponsorship topic 

7. Presentation and discussion on sponsorship topic 

8. Presentation and discussion on sponsorship topic 

9. Presentation and discussion on sponsorship topic 

10. Presentation and discussion on sponsorship topic 

11. Presentation and discussion on sponsorship topic 

12. Group presentations 

13. Group presentations 

14. Recap of the course 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Read assigned book chapters and articles prior to class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Particiaption(20%)/Reports(40%)/Presentations(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Crompton, J. L.. 2014. Sponsorship for sport managers. FiT publishing (ISBN:9781935412540) 

 

参考文献（Readings） 

1. Gerd Nufer. 2013. Ambush Marketing in Sports. Routledge (ISBN:9780415626781) 

2. T. Bettina Cornwell. 2015. Sponsorship in Marketing: Effective Communication through Sports, Arts and Events. Routledge 

(ISBN:9780415739795) 

TBA 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BT421 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／３年次演習１ 

(Seminar1(3rd year)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ニューメディアと企業家精神 

担当者名 

（Instructor） 
シュールズ，Ｄ(SCHULES,DOUGLAS) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU3011 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
コンセントレーション：コミュニケーション領域 

 

授業の目標（Course Objectives） 

メディア研究について学ぶこと 

 

授業の内容（Course Contents） 

ニューメディアテクノロジーの大衆化はこれまでのビジネスにとって課題でもあるし、好機ともなるものです。クリエイティブ産業に

おいては、特にそう言えます。なぜなら、情報の拡散方法が発達しただけでなく、これまでのやり方とは違い、個人が企業と対等

に競争できるようになったからです。 

 

３年次では、実際にクリエイティブ・メディア製品を作る事によりメディア制作論を学びます。春学期には、提案したアイディアがど

れくらい実行可能かを調査し、秋学期にはその計画を実行に移します。 

 

メディア論について学術記事（英語および日本語）を読んでこれらのコンセプトを応用し、プロジェクトに取り組みます。講義は英語

で行います。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. レビュー 

2. メディア研究論 １ 

3. メディア研究論 １ 

4. 組織コミュニケーション論 

5. 組織コミュニケーション論 

6. メディア研究論 ２ 

7. メディア研究論 ２ 

8. プロジェクト説明 

9. プロジェクト活動 

10. プロジェクト活動 

11. プロジェクト活動 

12. プロジェクト活動 

13. プロジェクト活動 

14. プロジェクト行動計画 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

プロジェクト、フィールドトリップ 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

参加、出席(25%)/プロジェクト(50%)/発表(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BT422 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／３年次演習１ 

(Seminar1(3rd year)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
財務会計および財務諸表分析の専門的知識を身に付ける 

担当者名 

（Instructor） 
岡本 紀明(OKAMOTO NORIAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU3010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
コンセントレーション：アカウンティング＆ファイナンス領域 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 本演習は、ある程度の会計知識があることを前提に、財務会計と財務諸表分析の知識及びスキルを高めていく。どうやって情

報入手するかを含めて、主要な会計基準及び財務諸表の内容を理解しつつ、数字の背後にある企業ストーリーを読み取り、企業

間比較や企業評価が出来ることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 本演習は、基本的に財務会計や企業価値評価に関するテキストの輪読とディスカッションから成る。春学期の前半は財務諸表

の内容、後半は企業価値評価を中心に学習していく。割り当てられた学生はテキストの内容をまとめて報告し、それに対して教員

や別の学生が質問をぶつけて議論を重ねていく。講義の終盤には、各自がそれまで学んだことを生かして、グループでプレゼン

テーションを行う（前年度は特定の上場企業が異業種企業を買収するとしたら、どの企業をいくらでいかにして買収するかをプレ

ゼンしてもらった）。財務会計に関する専門用語は、必要があれば、その都度解説する。サブゼミとして簿記検定合格にむけたも

のと会計英語に関するものを行うことを予定しているので、興味あるゼミ生は自由に参加できる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション・ガイダンス・アイスブレーキング 

2. 財務諸表の役割と仕組み 

3. 貸借対照表の見方 （１） 

4. 貸借対照表の見方 （２） 

5. 損益計算書の見方 （１） 

6. 損益計算書の見方 （２） 

7. キャッシュ・フロー計算書の見方 （１） 

8. キャッシュ・フロー計算書の見方 （２） 

9. 会計方針の注記、企業価値向上のための M&A 

10. 企業買収における基本的留意点 

11. 買収価格算定 

12. 買収形態の検討 

13. デューディリジェンスの意義 

14. 財務諸表分析のプレゼンテーション 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 報告を割り当てられた学生のみならず、全ての学生が講義前にテキストの該当箇所を読んでくることが期待される。また、特定

の企業を選んで財務諸表分析を行った結果を最後にプレゼンしてもらう予定である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席を基礎とした参加度(50%)/学習内容の理解度・プレゼンテーション(20%)/報告内容(20%)/議論への貢献度(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 桜井久勝、2017、『財務諸表分析 第 7 版』、中央経済社 (ISBN:4502223514) 

2. 桜井久勝・須田一幸、2017、『財務会計・入門 第 11 版』、中央経済社 (ISBN:4641220972) 

3. 渡辺章博、2013、『新版 M&Aのグロ－バル実務』、中央経済社 (ISBN:450246130X) 

テキストの購入の要否は講義内で指示する（必要に応じてプリントを配布する）。 

 

参考文献（Readings） 

1. 渡部裕亘・片山覚・北村敬子編、2017、『検定簿記講義 2 級商業簿記 平成 29 年度版』、中央経済社 (ISBN:4502895431) 

（あとは講義内に指示する） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 テキストの改訂版が今後出版されるかもしれないが、ゼミでは最も新しいものを用いる予定である。ゼミでのイベント・交流は、
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国際的かつ活発なものにしていきたい。 

 

注意事項（Notice） 
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■BT451 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／３年次演習２ 

(Seminar2(3rd year)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

経営戦略の理論と実態に関する多面的な理解と分析 -様々な企業分析方法の習熟と

経営戦略論の応用- 

担当者名 

（Instructor） 
秋野 晶二(AKINO SHOJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS3010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
コンセントレーション：マネジメント領域，アカウンティング＆ファイナンス領域 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 企業の理論，歴史・現状の多面的な理解と有価証券報告書の分析に基づいて，企業活動を理論的かつ実証的に解明すること

で，様々な仮説を構築する能力と発言・報告能力を修得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 企業に関する様々な理論，有価証券報告書をはじめとする企業に関する各種データ，そして実際の企業活動に関連する事実，

この三つを企業分析のために多面的な観点から活用できるようになることが本ゼミナールの目的である。 

 3 年生の課題として，各自が自由に分析したい企業とテーマを決めて，論文を作成ことを課題とする。秋学期においては，引き

続き 2 年生とともに経営戦略論の基礎理論を学びながら，各自が分析する企業について，既に設定されたテーマに沿って財務デ

ータおよび事実に基づいた分析と論文作成を行い，提出する。この他にも，他大学（早稲田，慶応，明治）との討論会などで研究

と討論の能力を高める。地道に資料を集め，整理し，そして多くの文献を読む。このような学習を通じて，秋野ゼミでは，時間をか

け，かつ多面的な観点から継続して学ぶことで初めて得られるような「想像力」と「創造力」を段階的に身につけていくことを目標と

している。なお年に数回、工場や企業の訪問を実施し、実際の経営活動を学ぶ機会も設ける予定である。 

 本講義を受講するにあたっては，経営学，経営戦略論の基本的な知識，および財務諸表を分析する基本的な能力，ならびに財

務データや学術文献等の文献収集・読解して，論文作成に活用できる能力を身につけていることが望ましい。 

 なお詳細なシラバスについては，http://www.rikkyo.ne.jp/web/z5000006/akinoHP~2017/about.html を必ず参照すること。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 企業分析テーマの報告 

2. 各企業の財務データの分析１ 

3. 各企業の財務データの分析２ 

4. 各企業の財務データの分析３ 

5. 各企業の財務データの分析４ 

6. 各企業の財務データと事実との関連分析５ 

7. 各企業の財務データと事実との関連分析６ 

8. 各企業の財務データと事実との関連分析７ 

9. 各企業の財務データと事実との関連分析８ 

10. 討論会報告 

11. 企業分析結果の報告１ 

12. 企業分析結果の報告２ 

13. 企業分析結果の報告３ 

14. 企業分析結果の報告４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各企業の財務データ・各種資料の収集・整理，分析結果報告の準備，討論会のための話し合い 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の参加・発言・報告・課題の提出・共同研究への参加度など(95%)/出席(5%) 

 

テキスト（Textbooks） 

秋野ゼミナール 『経営戦略がわかる企業分析法 基礎編 2012 年度版』 

 

参考文献（Readings） 

1. 遠藤功、『経営戦略の教科書』、光文社新書 

2. 國貞克則、『財務 3 表一体分析法』、朝日新書 

経営分析の方法に関する文献，企業分析を行っている記事，各企業の有価証券報告書などを使用 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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http://www.rikkyo.ne.jp/web/z5000006/akinoHP~2017/index.html 

 

注意事項（Notice） 
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■BT452 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／３年次演習２ 

(Seminar2(3rd year)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

マーケティング・リーダーシップシップ 

マーケティングの理論的，実践的理解 

担当者名 

（Instructor） 
有馬 賢治(ARIMA KENJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS3010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
コンセントレーション：マーケティング領域 

 

授業の目標（Course Objectives） 

マーケティングを通じて社会現象を理解し，考える力，分析する力，ビジネス・センスを身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

マーケティングに関する知識・センスを養うために，春学期に引き続き一年間月単位でトピックを決めて研究を進める。また，グル

ープワークから社会性を身に付ける過程を通じて，個人の実力を養っていく。 

 秋学期は特に実践的なマーケティングの課題として，人材獲得のためのプロモーション戦略をドメイン，ビジョン，ミッションの立

案から着手し，実践的活動にまで具体化していく。さらに人材育成のための指導プログラムの企画，運営まで実施する。グループ

ワークを先輩・同輩・後輩と行う機会を通じて，メンタルタフネス，コミュニケーション能力，リーダーシップに関わる基礎力と応用力

を身につけていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 論文発表 

2. マーケティング著作の輪読-1, リクルーティング-1 

3. マーケティング著作の輪読-2, リクルーティング-2 

4. ヒット商品分析-1 

5. ヒット商品分析-2 

6. 企業戦略立案中間報告 

7. ディベート-1，リクルーティング-3 

8. ディベート-2，リクルーティング-4 

9. 人材育成プログラムの検討-1 

10. 人材育成プログラムの検討-2 

11. ケーススタディ-1 

12. ケーススタディ-2 

13. 学年対抗ディベート 

14. 1 年間の総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の課題，輪読などでの学習範囲の予習を確実に行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

プレゼンテーション(40%)/授業期間内の複数レポート(40%)/発言の回数及び内容(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

随時授業中に提示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 有馬賢治、2006、『マーケティング・ブレンド』、白桃書房 (ISBN:ISBN4-561-66155-7) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

有馬ゼミホームページ 

http://www.arima-seminar.com/ 

 

参考 Webサイト 

http://biz-journal.jp/series/kenji-arima-marketing-kihon/ 

http://biz-journal.jp/series/kenji-arima-marketing/ 
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注意事項（Notice） 
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■BT453 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／３年次演習２ 

(Seminar2(3rd year)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
組織における人の心理と行動 

担当者名 

（Instructor） 
石川 淳(ISHIKAWA JUN) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS3010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
コンセントレーション：マネジメント領域，コミュニケーション領域 

 

授業の目標（Course Objectives） 

専門的な知識を身につけると同時に，論理的思考能力，コミュニケーション能力，人間関係能力，異文化適応能力等を高め，こ

れらを実際に発揮することができるスキルを身につけることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

組織（企業，学校，政府，サークル，NPOなど）の中の人間の心理・行動に焦点をあて，そのメカニズムを理解すると同時に，組

織の目的と，組織に所属する人たちの幸せを同時に達成することができるマネジメントを研究する。具体的なテーマとして，リーダ

ーシップ，コミュニケーション，モチベーション，チーム・ワーク，異文化マネジメントなどがあげられよう。 

上記目標を達成するために，徹底的なディスカッションだけでなく，ケース・スタディ，ディベート，プレゼンテーション大会，プロジェ

クト研究などの教育方法も積極的に取り入れていきたい。 

本ゼミの最大の特徴は，学生が主体となってゼミを創り上げていくところにある。なぜなら，そのようなプロセスを通じてのみ，リー

ダーシップやモチベーションなどの理論を実践の場で使えるような人間へと成長することができるからである。従って，自ら問題意

識を持ち，自らが主役となってゼミ運営に関わろうとする意欲のある学生の受講が望ましい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 企業調査準備（1） 

3. 企業調査準備（2） 

4. 企業調査（1） 

5. 企業調査（2） 

6. 企業調査（3） 

7. 企業調査分析（1） 

8. 企業調査分析（2） 

9. 企業調査報告書作成（1） 

10. 企業調査報告書作成（2） 

11. 企業調査報告書作成（3） 

12. 企業調査報告プレゼンテーション（1） 

13. 企業調査報告プレゼンテーション（2） 

14. 秋学期チーム活動の振り返り 

なお，上記はあくまでも予定であり，実際には，受講者の興味関心に合わせて，フレキシブルに運営することとなる。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回，授業準備が必須となる。具体的にどのような準備が必要になるかは，初回授業時に説明する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

プロセス：ゼミ運営およびディスカッションへの貢献度(60%)/アウトプット：報告書およびプレゼンテーション(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

初回授業時に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

初回授業時に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

詳細はゼミの HP（https://www.facebook.com/Ishikawa.seminar）にて指示する。 

 

注意事項（Notice） 
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■BT454 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／３年次演習２ 

(Seminar2(3rd year)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Theories and Cases of International Management and Strategy 

担当者名 

（Instructor） 

アブーダリ,M (ABUDARI,MAZEN)2018年 5月 11 日付変更（理由：担当者決定のため） 

【修正前】未定(MITEI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU3011 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
コンセントレーション：マネジメント領域，コミュニケーション領域 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This intermediate research seminar on International Management and Strategy consists of two parts, theories and case studies. 

Students are expected to demonstrate their ability to apply the theories to real world challenges of today's multinational 

business and develop strategic options by reading and discussing the theories and cases. 

 

授業の内容（Course Contents） 

In what ways, do national differences offer challenges and opportunities to international business? The first part of the seminar 

focuses on a number of major theories. They may include the industrial organization approach, the resource based view, the 

game theory, and the institutional approach.  

 

The second part of the seminar conducts case studies using cases of both Japanese firms going abroad and foreign firms 

entering to Japan. They provide opportunities for students to apply their theoretical understanding to real world situations, 

analyze issues, and develop strategic options. It may also provide an opportunity for students to critically examine national 

differences. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction & Orientation 

2. Review (1): Globalization, National Differences and Firm Strategies 

3. Review (2): Globalization, National Differences and Firm Strategies 

4. Review (3): Globalization, National Differences and Firm Strategies 

5. Theoretical Insights into Globalization, National Differences and Firm Strategies (1) 

6. Theoretical Insights into Globalization, National Differences and Firm Strategies (2) 

7. Theoretical Insights into Globalization, National Differences and Firm Strategies (3) 

8. Theoretical Insights into Globalization, National Differences and Firm Strategies (4) 

9. Case (1) 

10. Case (2) 

11. Case (3) 

12. Case (4) 

13. Wrap up (1) 

14. Wrap up (2) 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Pre-requisites: micro-economics and/or business economics. Consult the instructor for more details. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Class participation and group presentation(30%)/Midterm paper(30%)/Final paper(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

None 

 

参考文献（Readings） 

The complete reading list will be distributed at the first session. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Please note that this syllabus is tentative, and may be replaced by an updated version as the current instructor is expected to 

take a sabbatical and may be replaced by a substitute instructor.  
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注意事項（Notice） 
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■BT456 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／３年次演習２ 

(Seminar2(3rd year)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
金融資本市場と企業経営 

担当者名 

（Instructor） 
亀川 雅人(KAMEKAWA MASATO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS3010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

コンセントレーション：マーケティング領域，マネジメント領域，アカウンティング＆ファイナ

ンス領域 

 

授業の目標（Course Objectives） 

金融資本市場の理論的および経験的事例研究を通じて、株主と経営者を中心とした企業のガバナンス問題、労働市場と金融資

本市場の関係性を問う人事と投資決定や運転資金に関する財務などの諸機能を学び、論理的な思考能力を養う。  

 

授業の内容（Course Contents） 

全国学生証券ゼミナール大会の決めるテーマで論文を作成し、大会に出席して、ディスカッションの能力、プレゼンテーション能

力を養う。大会本部より提案されたテーマについてチーム分けし、2 年生を指導する立場となって論文とプレゼンテーションの資

料を作成する。2 年生に基礎知識を教える立場となることで深く学ぶことができる。論文作成は、社会に必要な課題の探索であ

り、2 年生と一緒に問題を発見する場を構築する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. チームのテーマを確定する。 

2. テーマの基礎知識の習得１ 

3. テーマの基礎知識の習得２ 

4. テーマの絞り込み１ 

5. テーマの絞り込み２ 

6. 論文の全体構想を作成１ 

7. 論文の全体構想の作成２ 

8. 論文の独創性を探索１ 

9. 論文の独創性を探索２ 

10. 論文の最終調整 

11. 論文の完成 

12. 論文の交換と質疑応答 

13. 大会参加 

14. 反省会 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎週のサブゼミとその他週 2～3 回程度のチーム学習 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(35%)/出席(35%)/参加度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BT457 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／３年次演習２ 

(Seminar2(3rd year)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
マーケティング・リサーチの実践 

担当者名 

（Instructor） 
佐々木 宏(SASAKI HIROSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS3010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
コンセントレーション：マーケティング領域，マネジメント領域 

 

授業の目標（Course Objectives） 

マーケティング・リサーチの実践／卒論の構想 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期に引き続き，マーケティング・リサーチ手法の習得とプロジェクト実践を行います。 

前半のマーケティング・リサーチ手法の実習では，後半のプロジェクトに合わせ，必要となるノウハウやスキルの向上を目指しま

す。 

２，３年合同で行うこと，プロジェクトの状況によってはスケジュールを変更する可能性があること，プロジェクトの実施期間はゼミ

時間以外にチームでの活動が必要になること，特にピーク時はかなりの時間を取られることをご承知おきください。なお，後半で

は，個別に卒業論文の課題設定と準備を開始いたします。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. マーケティング・リサーチ手法の実習１ 

3. マーケティング・リサーチ手法の実習２ 

4. マーケティング・リサーチ手法の実習３ 

5. マーケティング・リサーチ手法の実習４ 

6. マーケティング・リサーチプロジェクト１ 

7. マーケティング・リサーチプロジェクト２ 

8. マーケティング・リサーチプロジェクト３ 

9. マーケティング・リサーチプロジェクト４ 

10. マーケティング・リサーチプロジェクト５ 

11. マーケティング・リサーチプロジェクト６ 

12. マーケティング・リサーチプロジェクト７ 

13. 最終報告会 

14. レビュー 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

マーケティング・リサーチのトレンドを理解しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席(50%)/プロジェクトへの貢献(50%) 

ただし，3 回以上の欠席は原則として不合格とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

その都度指定します。 

 

参考文献（Readings） 

その都度指定します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 247 - 

■BT458 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／３年次演習２ 

(Seminar2(3rd year)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ファイナンスの実証分析 

担当者名 

（Instructor） 
白石 典義(SHIRAISHI NORIYOSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU3010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
コンセントレーション：アカウンティング＆ファイナンス領域 

 

授業の目標（Course Objectives） 

実証分析の基礎ツールを習得すると同時に，ファイナンス分野における実証分析の実際を知る。ファイナンスは実証科学であり，

理論の習得に加えて，実際のデータを用いた実証分析ができるまでにレベルを引き上げる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ファイナンス理論の学習水準を３年次春学期までに中級レベルに引き上げたことを前提として，３年次の秋学期では，実証分析

のために必要な基礎ツール（数量分析の基礎）を習得し，同時にファイナンス分野における実証分析の実際を学ぶ。 

学習の方法としては，テキストの輪読とともに，調査や実証分析をプロジェクト形式で行ってもらう。同時に，レジュメ作成，発表な

どの仕方などについても学んでいく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 統計学の基礎 

2. 統計学の基礎 

3. 単回帰 

4. 単回帰 

5. 重回帰 

6. 重回帰 

7. 時系列分析 

8. 時系列分析 

9. 実証分析（CAPM） 

10. 実証分析（APT） 

11. 実証分析（効率的市場仮説） 

12. 実証分析（行動ファイナンス） 

13. 実証分析（タームストラクチャー） 

14. 実装分析（デリバティブ） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

前回までの演習内容を確認し復習しておくこと。必ず予習すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

プレゼンテーション(20%)/授業参加(20%)/最終レポート(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 白砂堤津耶、『例題で学ぶ初歩からの計量経済学』、日本評論社 

他のテキストは指示する。日本語に限らず英語のテキストも使用する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 石野雄一、『道具としてのファイナンス』、日本実業出版社 

2. Ross, Westerfield, Jaffe、第 9版、『コーポレートファイナンスの原理』、金融財政事情研究会 

3. Hull、『デリバティブ入門』、金融財政事情研究会 

他の参考文献は指示する。日本語に限らず英語の参考文献も使用する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

指示する。 

 

注意事項（Notice） 
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■BT459 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／３年次演習２ 

(Seminar2(3rd year)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
組織と経営戦略 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 秀一(SUZUKI SHUUICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS3010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
コンセントレーション：マネジメント領域 

 

授業の目標（Course Objectives） 

３年次ゼミでは重回帰分析と経営戦略論に重点をシフトし、企業にとって最も大切な持続的競争優位について、資源ベース論を

軸に戦略論を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

実際に企業を訪問し、他大学の専門ゼミとの合同発表会は私たちの研究を反省する良い機会となる。この時期は、ゼミ卒業生と

のコンタクトも増える。企業人からの率直なフィードバックは何より貴重である。いろいろな経験をして自分を深める努力が必要な

時期。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 競争戦略とゲーム理論（１） 

2. 競争戦略とゲーム理論（２） 

3. 重回帰分析と戦略論 

4. 成長戦略と競争優位分析 

5. データ分析（１）計量分析 

6. データ分析（２）計量分析 

7. ケーススタディ作成（１）江崎グリコの成長戦略（前年までの例＝以下同様） 

8. ケーススタディ作成（２）日本での成果主義成功：武田薬品の成功と富士通の失敗 

9. ケーススタディ作成（３）会社の寿命研究：統計学的アプローチ 

10. ケーススタディ作成（４）働きがいと経営戦略：サイバーエージェント 

11. ケーススタディ作成（５）日本マクドナルドの復活戦略 

12. 第 1６回 合同発表会 ４つの大学（明治大、上智大、埼玉大、当ゼミ）間のインターゼミ、2003 年から継続中。 

13. 上智大学 消費社会学ゼミとの合同発表会、2006 年から継続中 第 13 回 

14. 第 16 回 早立ディベート試合（早稲田大学政経学部との試合）、2003 年から継続中。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

３年の後半は卒論と就職活動前の仕上げの時期になる。ゼミの学習内容は専門的になり、さまざまな対外的な発表会や試合の

中心として、実際に「組織マネジメント」を体験する時期でもある。この時期にしっかりと自分の学生時代を総括できるかどうかが

大切である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

プレゼンテーション(30%)/平常点(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

そのつど指示する。 

 

参考文献（Readings） 

そのつど指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

http://www.rikkyo.ne.jp/˜z5000108 

 

注意事項（Notice） 
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■BT460 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／３年次演習２ 

(Seminar2(3rd year)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ブランドマネジメント，ブランド概念を用いたマーケティング 

担当者名 

（Instructor） 
高岡 美佳(TAKAOKA MIKA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS3010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
コンセントレーション：マーケティング領域 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 少人数でのグループワークを通じて，問題を発見する力，思考する力，論文やプレゼンテーションにおいて表現する力などの実

践的な能力を身につける。また，ブランドに関するテキストの輪読や実証研究をおこなうことで，ブランドマネジメントやマーケティ

ングに関する専門的知識を習得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 製品の質や技術が優れていても，消費者にその魅力が伝わらなければ意味がない。ブランドは製品の魅力を消費者に伝える

ツールとなる。本ゼミでは，ブランドの構成要素や構築の方法と手順，消費者からの認知などについて実際の企業を例にとって研

究を行う。また，毎年,関東にある大学の経済・経営・商学系ゼミに属する学生が参加する「関東学生マーケティング大会」にエント

リーしている。合宿は春と夏の２回実施する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス，輪読テキスト決定，ゼミ目標および個人目標の設定 

2. 突発型ディスカッション 

3. 調査型ディスカッション 

4. ゲストによる講演 

5. フェルミ推定 

6. インターゼミ進捗状況報告 

7. 輪読中間テスト，個人企画 

8. インターゼミ中間発表 

9. インターゼミ最終発表 

10. インターゼミ振り返り，チームフィードバック，個人フィードバック 

11. 関東マーケティング大会ゼミ準備（チーム規範の作成，目標の設定） 

12. 関東マーケティング大会ゼミ中間発表 

13. 関東マーケティング大会ゼミ最終発表 

14. 学術論文の書き方講座 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 毎回，前回までのシラバスを確認し復習しておくこと 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席およびコメントペーパー(40%)/プレゼンテーション(30%)/最終レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

 未定、ブランドマネジメント，マーケティングに関するテキストをゼミ生と相談の上で決定する 

 

参考文献（Readings） 

 未定 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

facebook/立教大学経営学部 高岡ゼミナール 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 250 - 

■BT461 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／３年次演習２ 

(Seminar2(3rd year)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
経営戦略論：ビジネス・モデル・デザイン 

担当者名 

（Instructor） 
デイヴィス，Ｓ(DAVIS,SCOTT T.) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU3010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
コンセントレーション：マネジメント領域 

 

授業の目標（Course Objectives） 

マネージメントには「アート：芸術 (Aesthetic and Empathetic Sensitivity) 」に求められる高度な感受性と表現力、「サイエンス：自

然科学 (Scientific Observation and Experimentation)」に求められる客観性と分析能力、そして専門分野としての経営学の「技

術：ノウハウ (Applied Knowledge and Skills)」の 3 つの要素が必要であると言われます。 

本演習は、学生がビジネスを独自の視点から分析・計画・提案するために必要な「診る」、「考える」、そして「語る」力を養成するこ

とを目的としています。 

 

授業の内容（Course Contents） 

社会価値を創造できるビジネスモデルを診る、リフレーム、そして提案するのに必要な経営戦略の理論と実践を習得すること。参

加者はグループによるケース及び調査研究を通じて、経営戦略とその再構築に対する理解を深める 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. テーマ１：モデルイノベーション計画 

2. SCAMPER 分析：ゼミ参加者による発表、討議 

3. SYNECTICS分析：ゼミ参加者による発表、討議 

4. モデルイノベーション計画 結果発表 

5. テーマ２：モデルイノベーション評価 

6. アセット分析：ゼミ参加者による発表、討議 

7. シナジー分析：ゼミ参加者による発表、討議 

8. モデルイノベーション評価 結果発表 

9. テーマ３：リフレーミング提案 

10. モデル再構築計画：ゼミ参加者による発表、討議 

11. モデル再構築戦略：ゼミ参加者による発表、討議 

12. 価値創造マッピング：ゼミ参加者による発表、討議 

13. リフレーミング提案 結果発表 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに応じて、適宜指示します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業期間内の複数レポート(50%)/ディスカッション(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

各自の研究テーマに応じて、適宜指示します。 

 

参考文献（Readings） 

各自の研究テーマに応じて、適宜指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

ゼミのホームページ： https://d-zemi.org 

 

注意事項（Notice） 
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■BT463 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／３年次演習２ 

(Seminar2(3rd year)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
企業研究＜会計的視点を中心に＞ 

担当者名 

（Instructor） 
松井 泰則(MATSUI YASUNORI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS3010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
コンセントレーション：アカウンティング＆ファイナンス領域 

 

授業の目標（Course Objectives） 

財務会計にかかわる高度な専門的知識を習得すること，ならびに企業会計の本質的機能を会計制度面からも正しく理解できる。

その上で，現代の経営が直面している複雑な諸課題に対して，企業会計サイドでは，会計計算構造ならびに会計制度面におい

てどのように変化してきたかについて理解できる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

簿記の継続的な学習を前提に，財務会計を中心とした制度会計実務の仕組み・実態を正しく理解する。すなわち，商法会計，会

社法会計，金融商品取引会計，税務会計など，各種の会計関連法規について正しく理解できるようにする。さまざまな，そしてす

べての経営モデルに対して新たな変革が求められる今日において，会計に対しても大きなパラダイム・シフトが要求されている。

こうした大きな背景を的確に把握するために，春学期の演習に引き続き，各人の設定した企業分析の発表を通じてビジネス教養

も高めながら専門的および実践的な両面からの知識の高度化に努めていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 今日の財務会計の世界 

2. 今日の管理会計の世界 

3. 国際的な企業経営モデルと会計システムの変化 

4. 国際マーケットの変革と会計基準（IFRSの登場） 

5. 企業研究グループ発表（１） 

6. 企業研究グループ発表（２） 

7. 企業研究グループ発表（３） 

8. 企業研究グループ発表（４） 

9. 企業研究グループ発表（５） 

10. 企業研究グループ発表（６） 

11. 企業研究グループ発表（７） 

12. 金融商品取引法と連結会計について 

13. 日本の会計における国際的対応（IFRSの計算構造について） 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

日頃より，テレビや新聞等に触れる機会を増やし，最新の経済や経営の動向について話ができるようにすること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席(60%)/授業期間内の複数レポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定なし 

 

参考文献（Readings） 

講義中に指示 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BT464 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／３年次演習２ 

(Seminar2(3rd year)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
データサイエンス（Data Science） 

担当者名 

（Instructor） 
山口 和範(YAMAGUCHI KAZUNORI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS3010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
コンセントレーション：マーケティング領域 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この演習では，意思決定プロセスにおけるデータの活用方法を学び，その実践能力を身に付けることを目標とする。特に，客観

的なデータから正しく結論を得る技術，さらに，その結果を正しく伝えられる技術の習得を目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

2 年次演習と同様に，データ分析論の基礎としての，統計学や調査法などの復習を行いながら，種々の実データを用いた分析の

実践を行い，データ分析力の向上を目指す。具体的には，問題の洗い出し，仮説の設定，仮説検証のためのデータ収集の計画

と実践，データ分析の実行とまとめ，プレゼンテーションという流れの全体や一部の実践を繰り返し体験する。この実践は，グル

ープとしての作業と個人作業として行われる。 

3 年次演習では，種々の統計モデルの活用や多変量解析の確かな習得が主な目標となる。また，外部でのデータ解析コンペへ

の出展を行い，大学外からの評価も受ける。秋学期の演習では，具体的なデータ解析コンペへの参加となるので，参加の準備と

その評価を受けての振り返りが主な内容となる。また，演習の後半では，卒業論文執筆に向けた準備作業も開始する。 

演習の時間は，主に分析結果のプレゼンテーションやディスカッションのために用いるので，演習の時間外での分析の実践など

にかなりの時間が必要となることに留意して参加すること。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 参加データ解析コンペの選択と方針の検討 

3. 第 1 回演習内プレゼン 

4. グループ実習１ 

5. グループ実習２ 

6. 中間発表と振り返り１ 

7. 中間発表と振り返り２ 

8. 最終プレゼン準備１ 

9. 最終プレゼン準備２ 

10. データ解析コンペ振り返り 

11. 卒業論文執筆の説明 

12. 卒業論文のテーマ検討 

13. 卒業論文に関するプレゼン 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

指定された資料や書籍について，事前学習をしておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

演習時間内でのプレゼンテーション(40%)/授業期間内レポート(3回の予定)(30%)/最終レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

とくに指定しない 

 

参考文献（Readings） 

随時紹介する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BT467 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／３年次演習２ 

(Seminar2(3rd year)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
コミュニケーション戦略研究（広告・ブランド構築） 

担当者名 

（Instructor） 
松本 茂(MATSUMOTO SHIGERU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU3010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
コンセントレーション：コミュニケーション領域 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 １）広告のメッセージを批判的に読み解くことができる 

 ２）目的に応じてメディアを有効活用するための応用力が向上する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 企業または団体から与えられた課題について，調査，研究，分析し，広告およびブランド構築戦略を練ったうえで，課題を提示し

てくださった組織に向けてグループプレゼンテーションを行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 協力企業の担当者による課題説明 

2. 授業内プレゼン＋フィードバックセッション（１） 

3. 授業内プレゼン＋フィードバックセッション（２） 

4. 企業担当者もしくは専門家とのセッション 

5. 授業内プレゼン＋フィードバックセッション（３） 

6. 授業内プレゼン＋フィードバックセッション（４） 

7. ゲスト・スピーカー・セッション 

8. 授業内プレゼン＋フィードバックセッション（５） 

9. 企業担当者に向けての中間発表 

10. 授業内プレゼン＋フィードバックセッション（６） 

11. 授業内プレゼン＋フィードバックセッション（７） 

12. 提案プレゼンテーションおよび質疑応答の練習 

13. 協力企業への提案プレゼンテーション 

14. 振り返りセッション 

※随時，専門書の輪読も行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 毎回指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内の討議(20%)/ブックレポート(10%)/中間発表(10%)/最終プレゼンテーション(50%)/振り返り(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

 1 回目の授業で説明する。 

 

参考文献（Readings） 

 1 回目の授業で説明する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BT469 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／３年次演習２ 

(Seminar2(3rd year)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Foundation in Area of Specialization: Finance, Sports Business, or Applied Economics 

担当者名 

（Instructor） 
竹澤 伸哉(TAKEZAWA NOBUYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU3011 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
コンセントレーション：アカウンティング＆ファイナンス領域 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Each student is asked to select an area of specialization they would like to pursue in graduate school (academic research).  

The objective is to provide a solid (theoretical) foundation in the chosen area of specialization which will prepare the student for 

graduate admissions examinations and course work at the graduate level. Students are required to sit for the Japan Statistical 

Society Certificate Examination Level 2 and/or improve on their TOEIC scores (TOEFL or IELTS). 

 

授業の内容（Course Contents） 

Each student is asked to select a research topic (field of specialization) in consultation with the instructor, develop a reading 

list, and present their findings to the class.   Readings should involve economic analysis and/or applied statistics. in the 

context finance, sports business and/or management.  The reading list should include accessible academic research papers 

(published or unpublished) and/or chapters from an academic text at least once a month. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Overview and Introduction 

2. Consultation with Instructor: Reading List 

3. Consultation with Instructor: Reading List 

4. Consultation with Instructor: Reading List 

5. Presentation on Area of Specialization 

6. Presentation on Area of Specialization 

7. Presentation on Area of Specialization 

8. Presentation on Area of Specialization 

9. Presentation on Area of Specialization 

10. Presentation on Area of Specialization 

11. Presentation on Area of Specialization 

12. Presentation on Area of Specialization 

13. Presentation on Area of Specialization 

14. Wrap-up 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Prepare for presentations and discussion. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Final Report(20%)/Participation(40%)/Presentation(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

N/A 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

This seminar is conducted in English. 

 

注意事項（Notice） 
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■BT470 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／３年次演習２ 

(Seminar2(3rd year)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Trends in Sport Business 

担当者名 

（Instructor） 
辻 洋右(TSUJI YOSUKE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU3011 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
コンセントレーション：マーケティング領域、コミュニケーション領域 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The objective of this course is to present and discuss on trends (cases) in the sport business world.  

 

授業の内容（Course Contents） 

Students will present to the class on a current sport business topic of their choice. Students in groups will also participate in a 

sport business competition. Students are expected to read all assigned articles and participate in daily discussions.  

 

The following course schedule is tentative and is subject to change. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction of course 

2. Presentation and discussion on a sport business topic 

3. Presentation and discussion on a sport business topic 

4. Presentation and discussion on a sport business topic 

5. Presentation and discussion on a sport business topic 

6. Presentation and discussion on a sport business topic 

7. Presentation and discussion on a sport business topic 

8. Presentation and discussion on a sport business topic 

9. Presentation and discussion on a sport business topic 

10. Presentation and discussion on a sport business topic 

11. Presentation and discussion on a sport business topic 

12. Group Presentation 

13. Group Presentation 

14. Recap of course 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Read assigned articles 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Reports(40%)/Presentations(40%)/Participation(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Chadwick, S., Arthur, D., & Beech, J.. 2017. International Cases in the Business of Sport 2nd edition. Routledge 

(ISBN:9781138802452) 

 

参考文献（Readings） 

1. Nico Schulenkorf, Stephen Frawley. 2017. Critical Issues in Global Sport Management. Routledge (ISBN:9781138911222) 

2. Brenda G. Pitts, James J. Zhang. 2017. Global Sport Management Contemporary issues and inquiries. Routledge 

(ISBN:9781138229617) 

3. Matthew Nicholson, Anthony Kerr, Merryn Sherwood. 2015. Sport and the Media Managing the Nexus, 2nd Edition. Routledge 

(ISBN:9780415839815) 

4. Milena M. Parent, Jean-Loup Chappelet. 2017. Routledge Handbook of Sports Event Management. Routledge 

(ISBN:9780415858649) 

5. Eric C. Schwarz, Jason D. Hunter. 2018. Advanced Theory and Practice in Sport Marketing 3rd Edition. Routledge 

(ISBN:9781138061569) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■BT471 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／３年次演習２ 

(Seminar2(3rd year)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ニューメディアと企業家精神 

担当者名 

（Instructor） 
シュールズ，Ｄ(SCHULES,DOUGLAS) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU3011 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
コンセントレーション：コミュニケーション領域 

 

授業の目標（Course Objectives） 

メディア研究について学ぶこと 

 

授業の内容（Course Contents） 

ニューメディアテクノロジーの大衆化はこれまでのビジネスにとって課題でもあるし、好機ともなるものです。クリエイティブ産業に

おいては、特にそう言えます。なぜなら、情報の拡散方法が発達しただけでなく、これまでのやり方とは違い、個人が企業と対等

に競争できるようになったからです。 

 

３年次では、実際にクリエイティブ・メディア製品を作る事によりメディア制作論を学びます。春学期には、提案したアイディアがど

れくらい実行可能かを調査し、秋学期にはその計画を実行に移します。 

 

メディア論について学術記事（英語および日本語）を読んでこれらのコンセプトを応用し、プロジェクトに取り組みます。講義は英語

で行います。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. レビュー 

2. メディア論 ３ 

3. メディア論 ３ 

4. メディア論 ３ 

5. ニューメディア論 

6. ニューメディア論 

7. ニューメディア論 

8. 中間発表 

9. プロジェクト活動 

10. プロジェクト活動 

11. プロジェクト活動 

12. プロジェクト活動 

13. プロジェクト活動 

14. 発表 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

プロジェクト、フィールドトリップ 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

参加、出席(25%)/プロジェクト(50%)/発表(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BT472 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／３年次演習２ 

(Seminar2(3rd year)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
財務会計および財務諸表分析の専門的知識を身に付ける 

担当者名 

（Instructor） 
岡本 紀明(OKAMOTO NORIAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU3010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
コンセントレーション：アカウンティング＆ファイナンス領域 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 本演習は、ある程度の会計知識があることを前提に、財務諸表分析の知識及びスキルを高めていく。どうやって情報入手する

かを含めて、各比率や指標の意味・内容を理解し、数字の背後にある企業ストーリーを読み取り、企業間比較が出来ることを目

標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 本演習は、基本的に財務会計や企業価値評価に関するテキストの輪読とディスカッションから成る。秋学期は企業の収益性・生

産性・安全性・成長性等の分析手法を中心に学習していく。割り当てられた学生はテキストの内容をまとめて報告し、それに対し

て教員や別の学生が質問をぶつけて議論を重ねていく。講義の終盤には、各自がそれまで学んだことを生かして、財務諸表分析

に関する個人もしくはグループワークを行う。財務会計に関する専門用語は、必要があれば、その都度解説する。サブゼミとして

簿記検定合格にむけたものと会計英語に関するものを行うことを予定しているので、興味あるゼミ生は自由に参加できる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、春学期の振り返り及びテキスト割り当て 

2. 分析の視点と方法 

3. 収益性の分析 （１） 

4. 収益性の分析 （２） 

5. 生産性の分析 （１） 

6. 生産性の分析 （２） 

7. 安全性の分析 （１） 

8. 安全性の分析 （２） 

9. 不確実性によるリスク分析 

10. 成長性の分析 （１） 

11. 成長性の分析 （２） 

12. 財務諸表分析のグループワーク （１） 

13. 財務諸表分析のグループワーク （２） 

14. 全体のまとめと振り返り 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 報告を割り当てられた学生のみならず、全ての学生が講義前にテキストの該当箇所を読んでくることが期待される。また、個人

もしくはグループごとに特定の企業を選び財務諸表分析（株式分析）を行った結果をプレゼンしてもらう予定である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席を基礎とした参加度(50%)/学習内容の理解度・グループワーク(20%)/報告内容(20%)/議論への貢献度(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 桜井久勝、2017、『財務諸表分析 第 7 版』、中央経済社 (ISBN:4502223514) 

2. 桜井久勝・須田一幸、2017、『財務会計・入門 第 11 版』、中央経済社 (ISBN:4641220972) 

3. 渡辺章博、2013、『新版 M&Aのグロ－バル実務』、中央経済社 (ISBN:450246130X) 

テキストの購入の要否は講義内で指示する（必要に応じてプリントを配布する）。 

 

参考文献（Readings） 

1. 古賀智敏、2014、『日本語と英語でまなぶ企業分析入門』、千倉書房 (ISBN:4805110368) 

2. 渡部裕亘・片山覚・北村敬子編、2016、『検定簿記講義 2 級商業簿記 平成 28 年度版』、中央経済社 (ISBN:4502885436) 

（あとは講義内に指示する） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 テキストの改訂版が今後出版されるかもしれないが、ゼミでは最も新しいものを用いる予定である。ゼミでのイベント・交流は、
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国際的かつ活発なものにしていきたい。 

 

注意事項（Notice） 
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■BT501 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒論演習１ 

(Seminar on Thesis Writing 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

企業経営の理論と実態に関する総合的多面的理解 -理論応用能力および論文作成能

力の習得- 

担当者名 

（Instructor） 
秋野 晶二(AKINO SHOJI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS4810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
コンセントレーション：マネジメント領域，アカウンティング＆ファイナンス領域 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 問題発見，資料収集・分析，論理構成，文書作成といった能力を多面的な観点から総合して論文を作成し，自分のオリジナルな

考え方を創りだす能力を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 本ゼミナールでは，経営学部での４年間の集大成として論文を作成する。 

 そのために，まずこれまで学んできた理論や事実に関連する文献を多数収集したうえで，これらを検討し直すことから始め，そ

の上で，自らの観点から新しいテーマを見つけ出す。テーマは経営学および周辺の関連する学問分野のものであれば自由に設

定することができる。 

 まずは関心のある対象に関連する文献・資料を収集・読解することでテーマを明確にし，仮説を設定する。そのうえで，論文の

構成を作成し，各構成に応じて必要となる文献・資料をさらに収集・読解し，必要に応じて自ら新しく資料を作成するなどして，こ

れに分析・検討を加えながら論文を作成していく。 

 この論文作成を通して，自らの考えを創出し，それを論理的に証明し，説得的な文章を構成・作成できる総合的な能力を培うこ

とが目的である。 

 このような論文作成の過程を経験することで，様々な文献，多面的な考え方を学ぶことができるので，様々な観点から一つの事

実をとらえ，それぞれの考え方や立場を理解することができるようになる。また，そのような考え方がどのように創り出されてくる

のかも理解できるようになる。そのことによって自らの立場を明らかにし，何が本当に重要で新しい考え方なのかを見分ける能力

や，いかなる課題に対しても適切に分析する能力を養うことができる。 

 本講義を受講するに当たっては，経営学に関連する理論文献，学術文献などの諸文献を収集し，読解する能力，基本的な財務

諸表等の数値データを読解し，分析する能力が必要である。 

 本ゼミナールは，各週の報告担当者を決めたうえで，４年生全員参加のもと，報告と質疑応答によって進める。他の学生の卒論

の報告を聞き，質疑応答、議論しながら報告を行う。このことを通じて他のテーマに関する知識を得るとともに，思考形成のプロセ

スを学ぶことができる。春学期には参加者各自は３～４度の論文の中間報告を行いながら，そこで受けた指摘に基づいて論文を

作成していく。春学期の論文報告の成果をまとめて夏合宿にて報告する。また 2 年生のゼミにも参加し、経営戦略論の読解とと

もに、2 年生に対する学習支援を行うことで、基礎知識の定着と指導力を学ぶ。 

 なお詳細なシラバスについては，http://www.rikkyo.ne.jp/web/z5000006/akinoHP˜2017/about.html を必ず参照すること。また

卒論の参考として、http://www.rikkyo.ne.jp/web/z5000006/soturon/2016/index.html も参照。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 卒論中間報告（1 巡目） 

2. 卒論中間報告（1 巡目） 

3. 卒論中間報告（1 巡目） 

4. 卒論中間報告（1 巡目） 

5. 卒論中間報告（2 巡目） 

6. 卒論中間報告（2 巡目） 

7. 卒論中間報告（2 巡目） 

8. 卒論中間報告（2 巡目） 

9. 卒論中間報告（3 巡目） 

10. 卒論中間報告（3 巡目） 

11. 卒論中間報告（3 巡目） 

12. 卒論中間報告（3 巡目） 

13. 第一回卒論中間報告再報告 

14. 第二回卒論中間報告再報告 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の卒論にテーマに合わせて，論文の報告・作成の準備を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 
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毎回の参加度・論文の内容・報告(95%)/出席(5%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

各自の卒論のテーマに合わせて多数の文献を読解する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

http://www.rikkyo.ne.jp/web/z5000006/akinoHP~2017/index.html 

 

注意事項（Notice） 
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■BT502 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒論演習１ 

(Seminar on Thesis Writing 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
マーケティングの理論的・実践的理解 

担当者名 

（Instructor） 
有馬 賢治(ARIMA KENJI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS4810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
コンセントレーション：マーケティング領域 

 

授業の目標（Course Objectives） 

マーケティングの現象を各自で論理的に分析し論文にまとめることができる。これまでに学んだマーケティングに関わる理論、事

例、歴史に加えて、経営学の基礎知識、応用的理解を駆使して各自が大学時代に身に着けた知識の集大成を目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

個別に各人のテーマに応じて卒業論文を仕上げる。マーケティングに関わる文献、論文、ケース、史料などの読み込みを進め、

中間報告を適宜実施する。その際に、全体像の説明、個別事象のデータ、アンケートなどによる調査分析などの論文執筆に関わ

るリテラシーを助言し、本人が自力で論文を執筆できるように指導していく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 個人発表① 

3. 個人発表② 

4. 個人発表③ 

5. 個人発表④ 

6. 個人発表⑤ 

7. 中間報告会 

8. 個人発表⑥ 

9. 個人発表⑦ 

10. 個人発表⑧ 

11. 個人発表⑨ 

12. 個人発表⑩ 

13. 個人発表⑪ 

14. 発表会 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに応じて、資料取集、分析、レジュメの準備を行うこと。特に、一次資料の収集には十分な時間を割き、オリジナリテ

ィの高い論文が出来上がるように努力することが望ましい。近年ではインターネットを利用したアンケートの実施が手軽に実行で

きるので、各自の調査票を授業時間内に確認したのちには速やかに調査を実施していくことが望まれる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/報告(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BT503 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒論演習１ 

(Seminar on Thesis Writing 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
組織における人の心理と行動 

担当者名 

（Instructor） 
石川 淳(ISHIKAWA JUN) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS4810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
コンセントレーション：マネジメント領域，コミュニケーション領域 

 

授業の目標（Course Objectives） 

これまでのゼミ活動を通じて身につけてきた専門的知識，論理的思考能力，コミュニケーション能力，人間関係能力等をより高度

化すると同時に，学術的な価値が高く，かつ，実務に対する貢献度が高い卒業論文を完成させることを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

原則的に３年次のゼミまでに，組織行動論，組織心理学，人材マネジメントに関する基礎的な知識を身につけ，なおかつ自分なり

の問題意識を持っていることを前提にしており，活動の中心は，卒業論文の執筆作業となる。ただし，春学期は，卒論執筆の準

備作業に加えて，他大とのディベートを行う。 

実証研究のプロセスおよび論文の執筆について，個別で行うかプロジェクトを組んでグループ・ワークとして行うかは，諸君の意

見と関心を考慮しながら決定する。 

論文のテーマは，モチベーション，ストレス，キャリア，リーダーシップ，コミュニケーションなどの組織行動論・組織心理学の分野，

もしくは採用マネジメント，報酬マネジメント，評価マネジメント，育成マネジメントなどの人材マネジメント分野から選ぶことになる。

具体的なテーマ設定については，履修者の興味と関心を考慮して決定する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 他大とのディベート準備（1） 

3. 他大とのディベート準備（2） 

4. 他大とのディベート準備（3） 

5. 他大とのディベート 

6. 先行研究レビュー（1） 

7. 先行研究レビュー（2） 

8. 先行研究レビュー（3） 

9. 先行研究レビュー結果の報告会 

10. 研究フレームワーク作成（1） 

11. 研究フレームワーク作成（2） 

12. 研究フレームワーク作成（3） 

13. 卒論中間報告会 

14. 春学期活動の振り返り 

なお，上記はあくまでも予定であり，実際には，受講者の興味関心に合わせて，フレキシブルに運営することとなる。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回，授業準備が必須となる。具体的にどのような準備が必要になるかは，初回授業時に説明する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

プロセス：ゼミ運営およびディスカッションへの貢献度(60%)/アウトプット：他大とのディベートの結果および卒論プレゼンテーション

の結果(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

初回授業時に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

初回授業時に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

詳細はゼミの HP（https://www.facebook.com/Ishikawa.seminar）にて指示する。 
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注意事項（Notice） 
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■BT504 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒論演習１ 

(Seminar on Thesis Writing 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
国際経営の理論と応用 

担当者名 

（Instructor） 
尾﨑 俊哉(OZAKI TOSHIYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU4810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
コンセントレーション：マネジメント領域，コミュニケーション領域 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文献の講読とプロジェクトの発表を通して，国際経営を考察する重要な理論を概観できるようになる。国際経営の直面する今日

的な課題を理解する。より高度な理論を学び、これを踏まえた具体的な企業の国際化の考察を行い，自分の言葉で洞察を導くこ

とができるようになることをめざす。同時並行して取り組む卒業論文プロジェクトと有機的にリンクし，同プロジェクトの進行を支援

する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

国際経営を考察する重要な諸理論を，大きく国の違いを把握するものと，異なる国における組織と市場の関係性を理解するもの

に分け，これらを講読を通して概観する。そのうえで，国際経営の直面する今日的な課題について，理論を踏まえた考察を行い，

洞察を導く。ゼミ生の卒業論文プロジェクトと連動した文献講読とプロジェクトの発表の機会を提供する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに 

2. 理論とはなにか 

3. 国の違いをめぐる理論(1) 

4. 国の違いをめぐる理論(2) 

5. 国の違いをめぐる理論(3) 

6. 組織と市場をつなぐ理論(1) 

7. 組織と市場をつなぐ理論(2) 

8. 組織と市場をつなぐ理論(3) 

9. 理論の応用(1) 

10. 理論の応用(2) 

11. 理論の応用(3) 

12. 理論の応用(4) 

13. まとめ(1) 

14. まとめ(2) 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

クラス参加(40%)/中間発表(30%)/期末レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

くわしい文献リストは，初回に配布するシラバスを参照 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

初回に詳しい説明を行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■BT506 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒論演習１ 

(Seminar on Thesis Writing 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
学際領域としての経営学の発見 

担当者名 

（Instructor） 
亀川 雅人(KAMEKAWA MASATO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS4810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

コンセントレーション：マーケティング領域，マネジメント領域，アカウンティング＆ファイナ

ンス領域 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会科学における経営学の位置づけを認識し、広範囲な研究領域の中で自分のテーマを探索する。論文作成は、社会事象にお

ける問題を批判的にとらえる目を養うことであり、自分自身で考えることで人格の完成を目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期は、テーマの探索であり、いくつかの代替的なテーマを示し、研究テーマとして絞り込めるか否かを検討する。自分が何に

関心があるのかを見つけることは難しい。論文のテーマを何度も発表し、その都度、自分自身の関心の程度を確認する。関心の

あるテーマであっても、データが不足していたり、先行研究がなければ考えることができない。先人の知恵を学ぶことの意義を理

解する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 関心領域の探索１ 

2. 関心領域の探索２ 

3. 関心領域の探索３ 

4. 関心領域の探索４ 

5. 関心領域の探索５ 

6. 関心領域の探索６ 

7. テーマの設定１ 

8. テーマの設定２ 

9. テーマの設定３ 

10. テーマの設定４ 

11. テーマの絞り込み１ 

12. テーマの絞り込み２ 

13. テーマの絞り込み３ 

14. 夏休みの課題 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自で様々な関心領域に関する情報を収集し、論文として必要となる図書や論文などの先行研究を調査する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(10%)/出席(40%)/参加度(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BT507 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒論演習１ 

(Seminar on Thesis Writing 1) 

担当者名 

（Instructor） 
佐々木 宏(SASAKI HIROSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS4810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
コンセントレーション：マーケティング領域，マネジメント領域 

 

授業の目標（Course Objectives） 

卒業論文執筆のためのフレームワークづくりと文献レビューを行う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の卒論テーマに応じた個別指導を行う。春学期中に，各テーマに応じた文献レビューと論文骨子を完成させることを目標に

置く。それぞれ原則，月１回プレゼンを行って研究計画を進めていく。 

卒論のテーマは、基本的に各学生の自由に任せているが、マーケティング、戦略、組織など、経営学に関連する知識をベースに

していることが条件になる。また、ゼミで２、３年に修得したマーケティング・リサーチのスキルを使って、アンケートを実施するなど

の分析を含めることを推奨している。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 卒論内容の報告とディスカション１ 

3. 卒論内容の報告とディスカション２ 

4. 卒論内容の報告とディスカション３ 

5. 卒論内容の報告とディスカション４ 

6. 卒論内容の報告とディスカション５ 

7. 卒論内容の報告とディスカション６ 

8. 卒論内容の報告とディスカション７ 

9. 卒論内容の報告とディスカション８ 

10. 卒論内容の報告とディスカション９ 

11. 卒論内容の報告とディスカション１０ 

12. 卒論内容の報告とディスカション１１ 

13. 卒論内容の報告とディスカション１２ 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自，卒論テーマに応じた調査を進める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席(50%)/報告(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

各自のテーマに応じて指定します。 

 

参考文献（Readings） 

各自のテーマに応じて指定します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BT508 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒論演習１ 

(Seminar on Thesis Writing 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文作成の準備 

担当者名 

（Instructor） 
白石 典義(SHIRAISHI NORIYOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU4810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
コンセントレーション：アカウンティング＆ファイナンス領域 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ゼミを通じてファイナンスの理論，数量分析の手法，実証分析の実際を学んできた集大成として，卒業論文をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

４年次では，これまで２年間にわたって学んできたファイナンスの理論，数量分析の手法を中・上級レベルにブラッシュアップさせ

るとともに，ファイナンスを専攻してきたことの集大成として，卒業論文をまとめる。 

卒業論文では，実際のカレントなさまざまなファイナンス現象，経済現象の中から学生各自が興味ある研究テーマを選択し，実証

分析を行なう。まず，当該の現象を説明するモデルを，ファイナンス理論，経済理論に基づいて構築する必要がある。その上で，

構築したモデルが現実の現象をどれだけ説明することができるのかについて実際のデータを用いて検証を行なう。そのためには

数量分析の手法が役に立つことになる。各自の研究成果は，年末に開催する卒業論文発表合宿で報告してもらう。 

４年次春学期では，前半は卒業論文のテーマ決定，後半は卒業論文の構想について，ディスカッションを全員参加で行う。 

この演習の履修者は必ず卒業論文を作成，提出することを履修の要件とする。大学生活最後の年として，有意義なゼミ生活を送

ることを期待している。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. テーマの検討(ディスカッション１) 

3. テーマの検討(ディスカッション２) 

4. テーマの検討(ディスカッション３) 

5. テーマの検討(ディスカッション４) 

6. テーマの検討(ディスカッション５) 

7. テーマの検討(ディスカッション６) 

8. 卒業論文の構想 (発表・検討１) 

9. 卒業論文の構想 (発表・検討２) 

10. 卒業論文の構想 (発表・検討３) 

11. 卒業論文の構想 (発表・検討４) 

12. 卒業論文の構想 (発表・検討５) 

13. 卒業論文の構想 (発表・検討６) 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

前回までの演習内容を確認し復習しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

プレゼンテーション(20%)/授業参加(20%)/卒論構想レポート(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

卒論のテーマに応じて指示する。日本語に限らず英語のテキストも使用する。 

 

参考文献（Readings） 

1. Ross, Westerfield, Jaffe、『コーポレートファイナンスの原理』（第 9 版）、金融財政事情研究会 

2. Hull、『デリバティブ入門』、金融財政事情研究会 

3. 白砂堤津耶、『例題で学ぶ初歩からの計量経済学』、日本評論社 

他の参考文献は指示する。日本語に限らず英語の参考文献も使用する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

指示する。 
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注意事項（Notice） 
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■BT509 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒論演習１ 

(Seminar on Thesis Writing 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
組織と経営戦略 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 秀一(SUZUKI SHUUICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS4810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
コンセントレーション：マネジメント領域 

 

授業の目標（Course Objectives） 

卒業論文の作成指導 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の卒業論文を作成する指導 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 卒論を書くための統計分析：相関関係、単回帰分析、量的データと質的データの検定法 

3. アンケート調査の手法 

4. マクロ経済統計の調べ方と考え方 

5. 企業訪問におけるヒアリング調査の方法 

6. データの統計処理：実証分析の意義と限界 

7. 事例研究の方法：その意義と限界、実証分析との補完的説明として 

8. 戦略論、組織論の論文を読む（１） 

9. 戦略論、組織論の論文を読む（２） 

10. 戦略論、組織論の論文を読む（３） 

11. 各自の問題意識の鮮明化、リサーチクエスチョンまで高めるための指導、ディスカッション 

12. データで表せるか、事例で語るか 

13. 卒論テーマ、レビュー、仮説の発表 

14. 夏休み期間の有意義な研究方法など 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

圧倒的に自分で作業する時間が多いのが論文作成であり、そこにおもしろさもある。受け身の思考方法から抜け出せない人は良

い論文が書けない傾向にある。主体的に問題を探すこと、日々のマネジメントやストラテジー問題をチェックし、メモすること。メモ

と資料が蓄積されたころ、良いリサーチクエスチョンが成立する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

プレゼンテーション(30%)/最終提出論文(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

統計分析の教科書や論文はそのつど指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

http://www.rikkyo.ne.jp/~z5000108 

 

注意事項（Notice） 
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■BT510 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒論演習１ 

(Seminar on Thesis Writing 1) 

担当者名 

（Instructor） 
高岡 美佳(TAKAOKA MIKA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS4810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
コンセントレーション：マーケティング領域 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 論文の作成プロセスを通じて，「人間にとって知的好奇心を満たすことがいかに楽しいことか」を実感すること。また，具体的な

資料収集の方法，フィールドワークの仕方，課題のみつけ方，構成についての基本的な考え方，文章を書くコツなどを覚えること

で，自分の意見を適切に人に伝える能力を習得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 ゼミは，知性と創造性をやしなう「場」です。社会科学を学ぶ上では，新聞を読んだり，講義で教員が話すことを覚えるよりも，自

分で問題を発見してそれに対する一定の答えを導き出し，それを説得的に人に示すことの方が重要です。論文を執筆するにあた

って，「ことば」や「概念」を吟味し，論理性を確保するために論文の構成を何度も組み替えるプロセスを経験することで，２年次演

習や３年次演習で培った能力に加えて，論理的な思考力や物事を普遍化・相対化する能力が身につきます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 論文の書き方講座① 資料の収集について 

3. 論文の書き方講座② 課題と分析視角の重要性について 

4. 論文の書き方講座③ 既存研究のレビューについて 

5. 論文の書き方講座④ 構成について 

6. 論文の書き方講座⑤ 文章の書き方について 

7. 論文の書き方講座⑥ 参考文献とデータの取扱いについて 

8. レジュメ検討会① 

9. レジュメ検討会② 

10. 外部講師によるアドバイス 

11. 執筆過程における個別アドバイス① 

12. 執筆過程における個別アドバイス② 

13. 執筆過程における個別アドバイス③ 

14. 卒業論文演習から何を学んだか 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 毎回，前回までのシラバスを確認し復習しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席(40%)/検討会での発言(30%)/レジュメ提出(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

 未定 

 

参考文献（Readings） 

 未定 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BT511 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒論演習１ 

(Seminar on Thesis Writing 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
経営戦略論：ビジネス・モデル・デザイン 

担当者名 

（Instructor） 
デイヴィス，Ｓ(DAVIS,SCOTT T.) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU4810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
コンセントレーション：マネジメント領域 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次演習はゼミでの研究活動の集大成として、これまでに学習したビジネス・モデル再構築及び組織活性化戦略に関する経営

学の専門知識及びノウハウを再確認しながら、各自が自らの学術関心や希望するキャリア・パスに応じて選ぶ企業や産業分野に

関する分析を行い、企業や産業分野を取り巻くコンテクストにある課題を特定し、現状にある問題の解決と共にさらなる成長と生

活質の向上に貢献するビジネス提案を行うことに必要な能力を修得します。 

 

授業の内容（Course Contents） 

卒業論文の指導を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 卒業研究テーマの検討 1：ゼミ参加者による発表、討議 

2. 卒業研究テーマの検討 2：ゼミ参加者による発表、討議 

3. 問題定義 1：ゼミ参加者による発表、討議 

4. 問題定義 2：ゼミ参加者による発表、討議 

5. 先行研究の調査・分析 1：ゼミ参加者による発表、討議 

6. 先行研究の調査・分析 2：ゼミ参加者による発表、討議 

7. 先行研究の調査・分析 3：ゼミ参加者による発表、討議 

8. 先行研究の調査・分析 4：ゼミ参加者による発表、討議 

9. 先行研究の調査・分析 5：ゼミ参加者による発表、討議 

10. 先行研究の調査・分析 6：ゼミ参加者による発表、討議 

11. 先行研究の調査・分析 7：ゼミ参加者による発表、討議 

12. 先行研究の調査・分析 8：ゼミ参加者による発表、討議 

13. 先行研究の調査・分析 9：ゼミ参加者による発表、討議 

14. 先行研究の調査・分析 10：ゼミ参加者による発表、討議 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに応じて、適宜指示します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業期間内の複数レポート(50%)/ディスカッション(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

各自の研究テーマに応じて、適宜指示します。 

 

参考文献（Readings） 

各自の研究テーマに応じて、適宜指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

ゼミのホームページ： https://d-zemi.org 

 

注意事項（Notice） 
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■BT513 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒論演習１ 

(Seminar on Thesis Writing 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
導入的個別的指導を通じての卒業論文の作成指導 

担当者名 

（Instructor） 
松井 泰則(MATSUI YASUNORI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS4810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
コンセントレーション：アカウンティング＆ファイナンス領域 

 

授業の目標（Course Objectives） 

卒論を作成するために必要不可欠なスキルを正しく身につけることを目標とする。そのために，各人の個別的なテーマ研究の指

導を全体の中で行うことによって正しい論文の書き方を身につけさせる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

４年生春学期の指導形式は，各人が設定したテーマに対応した個人指導が中心になる。具体的には，論文構成にはじまり，注記

形式や参考文献の列挙の仕方など，論文内容の本質的な部分から形式的な側面に至るまで，全体として品位に欠けた作品とな

らないように，まずは論文作成のための導入的指導を行う。 

ゼミ参加学生はそこでの議論あるいは講義中に指摘された注意点が決して他人ごとではなく，自分のケースにも当てはめて考え

ねばならないなど，全体の中での個人指導を行うことの趣旨を理解していただきたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 論文作成に必要な知識・スキルの確認と習得 

2. 論文作成に際しての注意事項の確認 

3. 論文作成に向けた個別指導 

4. 論文作成に向けた個別指導 

5. 論文作成に向けた個別指導 

6. 論文作成に向けた個別指導 

7. 論文作成に向けた個別指導 

8. 中間報告会（各人のプレゼンを中心に） 

9. 論文作成に向けた個別指導 

10. 論文作成に向けた個別指導 

11. 論文作成に向けた個別指導 

12. 論文作成に向けた個別指導 

13. 中間報告会（各人のプレゼンを中心に） 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

引用参考文献・資料等の収集に全力を挙げること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

プレゼンテーション(40%)/出席(20%)/レポート提出(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

未定 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BT514 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒論演習１ 

(Seminar on Thesis Writing 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
データサイエンス（Data Science） 

担当者名 

（Instructor） 
山口 和範(YAMAGUCHI KAZUNORI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS4810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
コンセントレーション：マーケティング領域 

 

授業の目標（Course Objectives） 

これまで学習してきた成果や各自の研究成果を，指定された書式に則り，卒業論文にまとめることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

卒業演習では，卒業論文の完成に向けて， 

・テーマ設定と関連研究のレビュー 

・テーマに基づく調査または実験 

・クラス内での研究発表と討議 

などを行い，最終的には，独自の研究成果を含む卒業論文を完成させることを目指す。 

 

演習の中では，他の参加者の研究への助言を行うこと，また，助言に基づき修正することなども行う。 

 

なお，この卒論演習は，３年次演習からの継続テーマについての卒業論文研究となるため，原則として３年次演習履修者を対象

として開講される。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. テーマの検討 

3. 研究のレビューの発表１ 

4. 研究のレビューの発表２ 

5. 卒業論文のテーマの再確認 

6. 卒業論文の執筆計画についてのプレゼンテーション 

7. データ分析計画に関するプレゼンテーション１ 

8. データ分析計画に関するプレゼンテーション２ 

9. 中間振り返り 

10. 春学期最終レポート準備１ 

11. 春学期最終レポート準備２ 

12. 春学期最終レポート内容のプレゼン 

13. 振り返り 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各回で各自に指定される資料等を事前に読み参加すること 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

演習への参加および貢献(40%)/卒業論文中間レポート(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

とくに指定しない 

 

参考文献（Readings） 

随時紹介する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BT517 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒論演習１ 

(Seminar on Thesis Writing 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
コミュニケーション戦略研究（広告，広報，ブランド構築） 

担当者名 

（Instructor） 
松本 茂(MATSUMOTO SHIGERU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU4810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
コンセントレーション：コミュニケーション領域 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１）広報・広告のメッセージを批判的に読み解くことができる。 

２）広報，広告，ブランド構築などに関する論文が書ける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 基本的には 2～3 年次の演習で学んだことを基礎に卒業課題に取り組む。コミュニケーション戦略に関する研究論文を批判的

に読むとともに，論文の書き方について学習し，論文執筆のための研究をスタートする。夏休み最後に開催される合宿で中間発

表を行う。 

 論文のテーマは，企業，団体，地方自治体，個人などが，どのような PR 活動，広告活動，ブランド構築を展開していて，それら

が消費者（国民）の意識や行動にどのような影響を与えているのかをコミュニケーション学の視座から読み解く内容を主とする。

取り組む課題については，各自が選択するが，担当講師の承認が必要である。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 研究論文の書き方についての講義 

2. 研究論文のブックレポート（１） 

3. 研究論文のブックレポート（２） 

4. 研究論文のブックレポート（３） 

5. テーマ設定セッション（１） 

6. テーマ設定セッション（２） 

7. テーマ設定セッション（３） 

8. 研究論文のブックレポート（４） 

9. 研究論文のブックレポート（５） 

10. 研究論文のブックレポート（６） 

11. 卒論第１ドラフト＋フィードバックセッション（１） 

12. 卒論第１ドラフト＋フィードバックセッション（２） 

13. 卒論第１ドラフト＋フィードバックセッション（３） 

14. 合宿までの課題説明と合宿の内容に関する討議 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 毎回，指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

ブックレポート(20%)/授業内討議(50%)/第 1 ドラフト(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

 1 回目の授業で説明する。 

 

参考文献（Readings） 

 1 回目の授業で説明する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BT518 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／／卒論演習１ 

(Seminar on Thesis Writing 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒論論文のテーマと目次案 

担当者名 

（Instructor） 
保科 悦久(HOSHINA YOSHIHISA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS4810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
コンセントレーション：マネジメント領域，アカウンティング＆ファイナンス領域 

 

授業の目標（Course Objectives） 

卒業論文のテーマと目次を設定できる 

 

授業の内容（Course Contents） 

卒業論文の作成スキル・注意事項などを説明した後、個別論文指導を中心に進める。選定した参考文献・テーマ案及び構成・目

次案についての 2 回の中間報告を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 卒業論文の作成スキル・注意事項 1 

2. 卒業論文の作成スキル・注意事項 2 

3. 論文個別指導（テーマの選定について） 

4. 論文個別指導（テーマの選定について） 

5. 論文個別指導（論文構成と目次案について） 

6. 論文個別指導（論文構成と目次案について） 

7. 中間報告会（参考文献・テーマ案）1 

8. 中間報告会（参考文献・テーマ案）2 

9. 論文個別指導 

10. 論文個別指導 

11. 論文個別指導 

12. 中間報告会（構成・目次案）1 

13. 中間報告会（構成・目次案）2 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

参考文献に数多くあたること。 

最初のステップである論文テーマ選定については、新聞や経済雑誌などに掲載されたトピックスに関連したものを自分で２～３テ

ーマ選定し、その中から最終的な論文テーマを選ぶケースが多いため、常に新聞や経済雑誌を興味をもって購読すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席(30%)/プレゼンテーション(30%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BT519 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒論演習１ 

(Seminar on Thesis Writing 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Research 

担当者名 

（Instructor） 
竹澤 伸哉(TAKEZAWA NOBUYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU4811 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
コンセントレーション：アカウンティング＆ファイナンス領域 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Prepare students for empirical academic research and admissions to graduate school. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Students are asked to present their findings on one or two academics papers or book chapters directly related to their thesis.  

These papers will form the core of literature review and empirical analysis (methodology) of your senior thesis.  We will also 

spend a substantial amount of time covering documentation (citation) and format for empirical papers. 

 

Students must also begin preparing for graduate school: select schools of interest to them and prepare for admission 

examinations. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Overview of Seminar 

2. On Writing a Thesis 

3. Reading an Empirical Research Paper 

4. Read, Present, Discuss Research Article  

5. Read, Present, Discuss Research Article  

6. Read, Present, Discuss Research Article 

7. Preparing for Graduate School 

8. Preparing for Graduate School 

9. On Writing a Thesis, Again 

10. Begin Research for Thesis 

11. Begin Research for Thesis - Literature Review 

12. Begin Research for Thesis - Literature Review 

13. Presentation & Feedback on Thesis Topic 

14. Presentation & Feedback on Thesis Topic 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Read articles and chapters before class.  Prepare for presentations and discussion. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Presentations(40%)/Participation(40%)/Thesis Report(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

N/A 

 

参考文献（Readings） 

TBA 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

This seminar is conducted in English.  The seminar is open to students who intend to write a senior thesis. 

 

注意事項（Notice） 
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■BT520 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒論演習１ 

(Seminar on Thesis Writing 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Research and Thesis 

担当者名 

（Instructor） 
辻 洋右(TSUJI YOSUKE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU4811 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
コンセントレーション：マーケティング領域、コミュニケーション領域 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The objective of this course is to prepare students for their senior thesis. Students will learn the basics of research through 

reading research articles (which include the following: identify a problem, conduct thorough literature review, form hypotheses, 

collect data, analyze and interpret data). 

 

授業の内容（Course Contents） 

Prepare students on academic research and writing. The main focus of this course is to familiarize students with various 

research in sport business. The course will also focus on conducting basic business statistics on excel. Students are expected 

to read all assigned articles and participate in daily discussions.  

 

The following course schedule is tentative and is subject to change. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction of course & syllabus 

2. Research article presentations 

3. Research article presentations 

4. Research article presentations 

5. Research article presentations 

6. Research article presentations 

7. Research article presentations 

8. Research article presentations 

9. Research article presentations 

10. Research article presentations 

11. Research article presentations 

12. Research article presentations 

13. Research article presentations 

14. Recap of course 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Complete assignments by deadline. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Assignments(30%)/Presentations(40%)/Participation(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

TBA 

 

参考文献（Readings） 

1. Sideman, S. & Dolles, H.. 2015. Handbook of Research on Sport and Business. Edward Elgar Pub (ISBN:9781782544876) 

2. Chadwick, S. Chanavat, N.. 2015. Routledge Handbook of Sports Marketing. Routledge (ISBN:9781138823518) 

3. Cunningham, G.B., Fink, J.S., & Doherty, A.. 2015. Routledge Handbook of Theory in Sport Management. Routledge 

(ISBN:9781138803848) 

4. Holt, R. & Ruta, D.. 2015. Routledge Handbook of Sport and Legacy: Meeting the challenge of major sports events. Routledge 

(ISBN:9780415675819) 

5. Fried, G. & Mumcu, C.. 2017. Sport Analytics. Routledge (ISBN:9781138667129) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Students will be required to obtain research articles via library. 
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注意事項（Notice） 
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■BT521 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒論演習１ 

(Seminar on Thesis Writing 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ニューメディアと企業家精神 

担当者名 

（Instructor） 
シュールズ，Ｄ(SCHULES,DOUGLAS) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU4811 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
コンセントレーション：コミュニケーション領域 

 

授業の目標（Course Objectives） 

1) 学んだ理論を実際の状況に応用する 

2) 分析的ライティングスキルの開発 

 

授業の内容（Course Contents） 

ゼミ最終学年では、学生はプロジェクトを終え、ニューメディアチャンネルを通した作品について気づきを促します。この段階での

ゼミは主に実践的な内容になります。今まで学んできたメディアについてのコンセプトを応用し、また新しい方法でメディア理論を

ビジネスの場で応用できるような内容になっています。同時に、学生は卒論のトピックとなる１分野を選択します。 

 

最初の学期はプロジェクトを完成させることに集中し、２学期目は卒論に関するワークショップにフォーカスします。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. レビュー 

2. メディア論とマーケティング 

3. メディア論とマーケティング 

4. メディア論とマーケティング 

5. プロジェクト活動 （マーケティング戦略） 

6. プロジェクト活動 （マーケティング戦略） 

7. プロジェクト活動 （マーケティング戦略） 

8. プロジェクト活動  

9. プロジェクト活動 

10. プロジェクト活動 

11. プロジェクト活動 

12. プロジェクト活動 （最後の準備） 

13. プロジェクト活動 （最後の準備） 

14. プロジェクト終了 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

プロジェクト、エベント参加 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

プロジェクト(50%)/参加、出席(20%)/小論文(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BT522 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒論演習１ 

(Seminar on Thesis Writing 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
会計・ファイナンスの知識を生かした卒業論文の作成指導 

担当者名 

（Instructor） 
岡本 紀明(OKAMOTO NORIAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU4810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
コンセントレーション：アカウンティング＆ファイナンス領域 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 本演習では、論理的かつ創造的な卒業論文を作成すべく、テーマ設定から構成・内容に至るまで討論を通じて学んでいく。単な

る個別指導ではなく、議論を通じて他ゼミ生のテーマや論文の内容を批判的に検討する能力を高めていきたい。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 春学期は論文のテーマ設定を中心に創造的論文をいかにまとめるか、テキスト等の文献を読み進めていく。その上で論文の問

題意識・構成・方法論を固めつつ、各自がプレゼンテーションとディスカッションを行う。ゼミ生は個別指導で指摘された注意点が

決して他人ごとではなく、自分のケースにも当てはまるかもしれないと考えることが必要になる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. これまでの振り返り・アイスブレーキング 

2. 創造的論文をいかにまとめるか（１）・専門的トピックに関するディスカッション 

3. 創造的論文をいかにまとめるか（２）・専門的トピックに関するディスカッション 

4. 創造的論文をいかにまとめるか（３）・専門的トピックに関するディスカッション 

5. 創造的論文をいかにまとめるか（４）・専門的トピックに関するディスカッション 

6. テーマ・構成のプレゼンテーション 

7. 各自のテーマ・構成に関するディスカッション 

8. 論文作成に向けた個別指導とディスカッション 

9. 論文作成に向けた個別指導とディスカッション 

10. 論文作成に向けた個別指導とディスカッション 

11. 論文作成に向けた個別指導とディスカッション 

12. 論文作成に向けた個別指導とディスカッション 

13. 中間報告会（各自が進捗状況をまとめて報告） 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

論文作成のための参考文献・資料等の収集に全力を挙げ、進捗状況を報告することが求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

プレゼンテーション(30%)/出席(40%)/論文の進捗状況（提出物を含む）(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 伊丹敬之、2001、『創造的論文の書き方』、有斐閣 (ISBN:4641076499) 

適宜、指示します。 

 

参考文献（Readings） 

適宜、指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

就職活動や将来の進路に関する相談にものっていきたいと思います。 

 

注意事項（Notice） 
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■BT551 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒論演習２ 

(Seminar on Thesis Writing 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
企業経営の理論と実態に関する総合的多面的理解 

担当者名 

（Instructor） 
秋野 晶二(AKINO SHOJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS4810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
コンセントレーション：マネジメント領域，アカウンティング＆ファイナンス領域 

 

授業の目標（Course Objectives） 

問題発見，資料収集・分析，論理構成，文書作成といった能力を多面的な観点から総合して論文を作成し，自分のオリジナルな

考え方を創りだす能力を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 本ゼミナールでは，経営学部での４年間の集大成として論文を作成する。 

 そのために，まずこれまで学んできた理論や事実に関連する文献を多数収集したうえで，これらを検討し直すことから始め，そ

の上で，自らの観点から新しいテーマを見つけ出す。テーマは経営学および周辺の関連する学問分野のものであれば自由に設

定することができる。 

 まずは関心のある対象に関連する文献・資料を収集・読解することでテーマを明確にし，仮説を設定する。そのうえで，論文の

構成を作成し，各構成に応じて必要となる文献・資料をさらに収集・読解し， 必要に応じて自ら新しく資料を作成するなどして，こ

れに分析・検討を加えながら論文を作成していく。 

 この論文作成を通して，自らの考えを創出し，それを論理的に証明し，説得的な文章を構成・作成できる能力を培うことが目的

である。 

 このような論文作成の過程を経験することで，様々な文献，多面的な考え方を学ぶことができるので，様々な観点から一つの事

実をとらえ，それぞれの考え方や立場を理解することができるようになるとともに，そのような考え方がどのように創り出されてくる

のかも理解できるようになる。そのことによって自らの立場を明らかにし，何が本当に重要で新しい考え方なのか，を見分ける能

力や，いかなる課題に対しても適切に分析する能力も養うことができる。 

 本講義を受講するに当たっては，経営学に関連する理論文献，学術文献などの諸文献を収集し，読解する能力，基本的な財務

諸表等の数値データを読解し，分析する能力が必要である。 

 本ゼミナールは，各週の報告担当者を決めたうえで，４年生全員参加のもと，報告と質疑応答によって進める。報告者以外も他

の卒論の報告者の報告を聞き，議論を行う。このことを通じて他のテーマに関する知識を得るとともに，思考形成のプロセスを学

ぶ。秋学期には参加者各自は２～３度の論文の中間報告を行いながら，そこで受けた指摘に基づいて論文を作成していく。作成

された卒業論文は，後日，報告会を開催して，公開で報告を予定している。 

 なお詳細なシラバスについては，http://www.rikkyo.ne.jp/web/z5000006/akinoHP~2017/about.html を必ず参照すること。また

卒論の参考として、http://www.rikkyo.ne.jp/web/z5000006/soturon/2016/index.html も参照。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 卒論中間報告（1 巡目） 

2. 卒論中間報告（1 巡目） 

3. 卒論中間報告（1 巡目） 

4. 卒論中間報告（1 巡目） 

5. 卒論中間報告（2 巡目） 

6. 卒論中間報告（2 巡目） 

7. 卒論中間報告（2 巡目） 

8. 卒論中間報告（2 巡目） 

9. 卒論中間報告（3 巡目） 

10. 卒論中間報告（3 巡目） 

11. 卒論中間報告（3 巡目） 

12. 卒論中間報告（3 巡目） 

13. 第一回卒論中間報告再報告 

14. 第二回卒論中間報告再報告 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の卒論にテーマに合わせて，論文の報告・作成の準備を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の参加度・論文の内容・報告(95%)/出席(5%) 
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テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

各自の卒論のテーマに合わせて多数の文献を読解する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

http://www.rikkyo.ne.jp/web/z5000006/akinoHP~2017/index.html 

 

注意事項（Notice） 
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■BT552 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒論演習２ 

(Seminar on Thesis Writing 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
マーケティングの理論的・実践的理解 

担当者名 

（Instructor） 
有馬 賢治(ARIMA KENJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS4810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
コンセントレーション：マーケティング領域 

 

授業の目標（Course Objectives） 

マーケティングの現象を各自で論理的に分析し論文にまとめることができる。これまでに学んだマーケティングに関わる理論、事

例、歴史に加えて、経営学の基礎知識、応用的理解を駆使して各自が大学時代に身に着けた知識の集大成を目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

個別に各人のテーマに応じて卒業論文を仕上げる。マーケティングに関わる文献、論文、ケース、史料などの読み込みを進め、

中間報告を適宜実施する。その際に、全体像の説明、個別事象のデータ、アンケートなどによる調査分析などの論文執筆に関わ

るリテラシーを助言し、本人が自力で論文を執筆できるように指導していく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 個人発表① 

3. 個人発表② 

4. 個人発表③ 

5. 個人発表④ 

6. 個人発表⑤ 

7. 中間報告会 

8. 個人発表⑥ 

9. 個人発表⑦ 

10. 個人発表⑧ 

11. 個人発表⑨ 

12. 個人発表⑩ 

13. 個人発表⑪ 

14. 最終発表会 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに応じて、資料取集、分析、レジュメの準備を行うこと。特に、一次資料の収集には十分な時間を割き、オリジナリテ

ィの高い論文が出来上がるように努力することが望ましい。近年ではインターネットを利用したアンケートの実施が手軽に実行で

きるので、各自の調査票を授業時間内に確認したのちには速やかに調査を実施していくことが望まれる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/報告(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BT553 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒論演習２ 

(Seminar on Thesis Writing 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
組織における人の心理と行動 

担当者名 

（Instructor） 
石川 淳(ISHIKAWA JUN) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS4810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
コンセントレーション：マネジメント領域，コミュニケーション領域 

 

授業の目標（Course Objectives） 

これまでのゼミ活動を通じて身につけてきた専門的知識，論理的思考能力，コミュニケーション能力，人間関係能力等をより高度

化すると同時に，学術的な価値が高く，かつ，実務に対する貢献度が高い卒業論文を完成させることを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

原則的に３年次のゼミまでに，組織行動論，組織心理学，人材マネジメントに関する基礎的な知識を身につけ，なおかつ自分なり

の問題意識を持っていることを前提にしており，活動の中心は，卒業論文の執筆作業となる。なお，特別な事情がない限り，実証

研究を行うことが強く奨励される。前半では仮説を構築し，仮説検証のための調査を行う。後半では調査結果の分析を行い，最

終的な論文作成を行う。実証研究のプロセスおよび論文の執筆について，個別で行うかプロジェクトを組んでグループ・ワークと

して行うかは，諸君の意見と関心を考慮しながら決定する。論文のテーマは，モチベーション，ストレス，キャリア，リーダーシッ

プ，コミュニケーションなどの組織行動論・組織心理学の分野，もしくは採用マネジメント，報酬マネジメント，評価マネジメント，育

成マネジメントなどの人材マネジメント分野から選ぶことになる。具体的なテーマ設定については，履修者の興味と関心を考慮し

て決定する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 仮説の構築（1） 

3. 仮説の構築（2） 

4. 仮説の構築（3） 

5. 調査（1） 

6. 調査（2） 

7. 調査（3） 

8. 分析（1） 

9. 分析（2） 

10. 分析（3） 

11. 執筆（1） 

12. 執筆（2） 

13. 執筆（3） 

14. 卒論報告会 

なお，上記はあくまでも予定であり，実際には，受講者の興味関心に合わせて，フレキシブルに運営することとなる。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回，授業準備が必須となる。具体的にどのような準備が必要になるかは，初回授業時に説明する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

プロセス：ゼミ運営および論文執筆プロセス(60%)/アウトプット：卒業論文の学術的レベル(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

詳細はゼミの HP（https://www.facebook.com/Ishikawa.seminar）にて指示する。 

 

注意事項（Notice） 
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■BT554 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒論演習２ 

(Seminar on Thesis Writing 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

Advanced research seminar on international business 

– theory and application 

担当者名 

（Instructor） 
尾﨑 俊哉(OZAKI TOSHIYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU4811 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 

コンセントレーション：マネジメント領域，コミュニケーション領域 

集中講義。日程は別途周知する。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This is an advanced research seminar on international business with two goals. First, students are expected to develop an 

analytical and comprehensive perspective on international business of his/her own. Second, students are expected to undertake 

a major research project to demonstrate their analytical and comprehensive perspectives and abilities to apply them to key 

issues of international business. 

 

授業の内容（Course Contents） 

This advanced research seminar on international business consists of two parts. In the first part, students will survey major 

theoretical frameworks of international business, and apply them to the business environments of Japan, U.S., and a select few 

other economies. They are expected to highlight causal linkages between key variables of national differences and international 

strategies of MNEs.  

 

In the second part, students will undertake a research project with the close consultation with the instructor. Progress review 

sessions will be held regularly. Students are strongly encouraged to write a research paper at the end of the project. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. Survey of Major IB Theories (1) 

3. Survey of Major IB Theories (2) 

4. Survey of Major IB Theories (3) 

5. Survey of Major IB Theories (4) 

6. Survey of Major IB Theories (5) 

7. Survey of Major IB Theories (6) 

8. Project (1) 

9. Project (2) 

10. Project (3) 

11. Project (4) 

12. Project (5) 

13. Wrap up (1) 

14. Wrap up (2) 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

To be announced. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Reading and Class Participation(30%)/Mid Term Paper(30%)/Individual Research Project and Research Paper(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

None 

 

参考文献（Readings） 

The complete reading list will be distributed at the first session. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BT556 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒論演習２ 

(Seminar on Thesis Writing 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
経営学領域における論文 

担当者名 

（Instructor） 
亀川 雅人(KAMEKAWA MASATO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS4810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

コンセントレーション：マーケティング領域，マネジメント領域，アカウンティング＆ファイナ

ンス領域 

 

授業の目標（Course Objectives） 

客観的な情報と主観的な問題意識を摺り合わせ、合理的な議論を積み重ねて論文を作成する。各自の論文の作成は、ゼミ生全

員の前で発表することで相互比較されるため、内容を客観的に評価することができる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

先行研究や情報を取捨選択し、ゼミ生との意見交換を通じて自分自身の論文を完成させる。3回に 1 回程度の割合で発表機会

を持つため、発表を経るにつれて論文は完成に近づく。各自のテーマも異なるため、ゼミ生は多様な問題意識に目覚めることに

なる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 夏休み中の研究活動によるテーマの見直し１ 

2. 夏休み中の研究活動によるテーマの見直し２ 

3. テーマの確定１ 

4. テーマの確定２ 

5. 論文の構成に関するディスカッション１ 

6. 論文の構成に関するディスカッション２ 

7. 論文の構成に関するディスカッション３ 

8. 論文の構成に関するディスカッション４ 

9. 論文の要旨と各章の報告１ 

10. 論文の要旨と各章の報告２ 

11. 論文の要旨と各章の報告３ 

12. 論文の要旨と各章の報告４ 

13. 論文のテーマ及び内容の最終調整１ 

14. 論文のテーマ及び内容の最終調整２ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

先行研究やテーマに関する関連情報の収集と自らの論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(35%)/出席(35%)/参加度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BT557 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒論演習２ 

(Seminar on Thesis Writing 2) 

担当者名 

（Instructor） 
佐々木 宏(SASAKI HIROSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS4810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
コンセントレーション：マーケティング領域，マネジメント領域 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自卒論のテーマに即してリサーチを進め、卒業論文を完成させる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自設定したの卒論テーマに応じた個別指導を行い，論文を完成させる。それぞれ原則，月１回プレゼンを行って研究を完成さ

せていく。他のゼミ生からもフィードバックをもらい、いろいろな考えを聞いて、客観性の高いロジックを構築していくことが重要で

ある。 

秋学期は、春学期に行ってきた卒論のテーマに即してデータ収集と分析を行い、論文に集約させていく作業になる。分析手法に

ついては、データ収集前に担当教員と相談して決めておき、分析の筋道を明確化しておくことが必要である。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 卒論内容の報告とディスカッション１ 

3. 卒論内容の報告とディスカッション２ 

4. 卒論内容の報告とディスカッション３ 

5. 卒論内容の報告とディスカッション４ 

6. 卒論内容の報告とディスカッション５ 

7. 卒論内容の報告とディスカッション６ 

8. 卒論内容の報告とディスカッション７ 

9. 卒論内容の報告とディスカッション８ 

10. 卒論内容の報告とディスカッション９ 

11. 卒論内容の報告とディスカッション１０ 

12. 卒論内容の報告とディスカッション１１ 

13. 卒論内容の報告とディスカッション１２ 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自，卒論テーマに応じた調査を進める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席(50%)/報告(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

各自のテーマに応じて指定します。 

 

参考文献（Readings） 

各自のテーマに応じて指定します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BT558 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒論演習２ 

(Seminar on Thesis Writing 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文の作成 

担当者名 

（Instructor） 
白石 典義(SHIRAISHI NORIYOSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU4810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
コンセントレーション：アカウンティング＆ファイナンス領域 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ゼミを通じてファイナンスの理論，数量分析の手法，実証分析の実際を学んできた集大成として，卒業論文をまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

４年次では，これまで２年間にわたって学んできたファイナンスの理論，数量分析の手法を中・上級レベルにブラッシュアップさせ

るとともに，ファイナンスを専攻してきたことの集大成として，卒業論文をまとめる。 

卒業論文では，実際のカレントなさまざまなファイナンス現象，経済現象の中から学生各自が興味ある研究テーマを選択し，実証

分析を行なう。まず，当該の現象を説明するモデルを，ファイナンス理論，経済理論に基づいて構築する必要がある。その上で，

構築したモデルが現実の現象をどれだけ説明することができるのかについて実際のデータを用いて検証を行なう。そのためには

数量分析の手法が役に立つことになる。各自の研究成果は，年末に開催する卒業論文発表合宿で報告してもらう。 

４年次秋学期では，卒業論文作成の進展プロセスについてディスカッションを全員参加で行い，卒業論文を完成させる。 

この演習の履修者は必ず卒業論文を作成，提出することを履修の要件とする。大学生活最後の年として，有意義なゼミ生活を送

ることを期待している。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 進展状況(ディスカッション１) 

3. 進展状況(ディスカッション２) 

4. 進展状況(ディスカッション３) 

5. 進展状況(ディスカッション４) 

6. 進展状況(ディスカッション５) 

7. 進展状況(ディスカッション６) 

8. 卒業論文の完成 (発表・検討１) 

9. 卒業論文の完成 (発表・検討２) 

10. 卒業論文の完成 (発表・検討３) 

11. 卒業論文の完成 (発表・検討４) 

12. 卒業論文の完成 (発表・検討５) 

13. 卒業論文の完成 (発表・検討６) 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

前回までの演習内容を確認し復習しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

プレゼンテーション(20%)/授業参加(20%)/卒業論文(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

卒論のテーマに応じて指示する。日本語に限らず英語のテキストも使用する。 

 

参考文献（Readings） 

卒論のテーマに応じて指示する。日本語に限らず英語の参考文献も使用する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

指示する。 

 

注意事項（Notice） 
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■BT559 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒論演習２ 

(Seminar on Thesis Writing 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
組織と経営戦略 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 秀一(SUZUKI SHUUICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS4810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
コンセントレーション：マネジメント領域 

 

授業の目標（Course Objectives） 

卒論作成指導。卒論は３年間のゼミ活動の集大成として執筆する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の卒論の完成。経営戦略、組織、人材、計量分析の方法論、など幅広いテーマで各自卒論を作成する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 卒論の中間発表１ 

ゼミ後輩への卒論発表をすることで、ディスカッションを通じてさまざまなヒントを得る。 

2. 前回のフィードバック１ 

3. 卒論の中間発表２ 

４年生のなかで発表をすることで、専門的な知識を得る。 

4. 前回のフィードバック２ 

5. 卒論の中間発表３ 

企業人（ゼミ卒業生、MBA大学院生）に発表することで、実務的な視点、情報、理論を学習。 

6. 前回のフィードバック３ 

7. 企業訪問（国内） 

卒業生や社会人大学院生から企業を紹介してもらう。卒業生の働いている海外企業を訪問する場合もある。例、ソウルの

日系企業。ハワイ、ベトナム、イタリア、シンガポール、香港。 

8. 卒論の中間発表４ 

企業調査を加えて、卒論を補足する。 

9. 前回のフィードバック４ 

10. 卒論の中間発表５ 

11. 前回のフィードバック５ 

12. 卒論の中間発表６ 

13. 企業訪問（海外） 

場合によっては夏休み中に海外の企業を訪問し、そのあと、メールや電話で必要な資料や情報を得る。 

14. 全体のフィードバック 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

卒業論文作成の際、学生が企業訪問してヒアリングを行う場合が多い。その際は、身だしなみ、話し方、マナーには十分配慮す

ること。そのためにも日常的にゼミでもきちんとした言葉やマナーを習慣にすること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

プレゼンテーション(30%)/最終提出論文(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

各自のテーマに沿って提示する。 

 

参考文献（Readings） 

各自のテーマに沿ってリストを配布する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

http://www.rikkyo.ne.jp/~z5000108 

 

注意事項（Notice） 
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■BT560 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒論演習２ 

(Seminar on Thesis Writing 2) 

担当者名 

（Instructor） 
高岡 美佳(TAKAOKA MIKA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS4810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
コンセントレーション：マーケティング領域 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 論文の作成プロセスを通じて，「人間にとって知的好奇心を満たすことがいかに楽しいことか」を実感すること。また，具体的な

資料収集の方法，フィールドワークの仕方，課題のみつけ方，構成についての基本的な考え方，文章を書くコツなどを覚えること

で，自分の意見を人に適切に伝える能力を習得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 ゼミは，知性と創造性をやしなう「場」です。社会科学を学ぶ上では，新聞を読んだり，講義で教員が話すことを覚えるよりも，自

分で問題を発見してそれに対する一定の答えを導き出し，それを説得的に人に示すことの方が重要です。論文を執筆するにあた

って，「ことば」や「概念」を吟味し，論理性を確保するために論文の構成を何度も組み替えるプロセスを経験することで，２年次演

習や３年次演習で培った能力に加えて，論理的な思考力や物事を普遍化・相対化する能力が身につきます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 論文の書き方講座① 資料の収集について 

3. 論文の書き方講座② 課題と分析視角の重要性について 

4. 論文の書き方講座③ 既存研究のレビューについて 

5. 論文の書き方講座④ 構成について 

6. 論文の書き方講座⑤ 文章の書き方について 

7. 論文の書き方講座⑥ 参考文献とデータの取扱いについて 

8. レジュメ検討会① 

9. レジュメ検討会② 

10. 外部講師によるアドバイス 

11. 執筆過程における個別アドバイス① 

12. 執筆過程における個別アドバイス② 

13. 執筆過程における個別アドバイス③ 

14. 卒業論文演習から何を学んだか 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 毎回，前回までのシラバスを確認し復習しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席(40%)/検討会での発言(30%)/レジュメ提出(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

 未定 

 

参考文献（Readings） 

 未定 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BT561 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒論演習２ 

(Seminar on Thesis Writing 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
経営戦略論：ビジネス・モデル・デザイン 

担当者名 

（Instructor） 
デイヴィス，Ｓ(DAVIS,SCOTT T.) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU4810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
コンセントレーション：マネジメント領域 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次演習はゼミでの研究活動の集大成として、これまでに学習したビジネス・モデル再構築及び組織活性化戦略に関する経営

学の専門知識及びノウハウを再確認しながら、各自が自らの学術関心や希望するキャリア・パスに応じて選ぶ企業や産業分野に

関する分析を行い、企業や産業分野を取り巻くコンテクストにある課題を特定し、現状にある問題の解決と共にさらなる成長と生

活質の向上に貢献するビジネス提案を行うことに必要な能力を修得します。 

 

授業の内容（Course Contents） 

卒業論文の指導を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 野外研究の実施 1：ゼミ参加者による発表、討議 

2. 野外研究の実施 2：ゼミ参加者による発表、討議 

3. 野外研究の実施 3：ゼミ参加者による発表、討議 

4. 野外研究の実施 4：ゼミ参加者による発表、討議 

5. 野外研究の実施 5：ゼミ参加者による発表、討議 

6. 分析 1：ゼミ参加者による発表、討議 

7. 分析 2：ゼミ参加者による発表、討議 

8. 分析 3：ゼミ参加者による発表、討議 

9. 分析 4：ゼミ参加者による発表、討議 

10. 結果のまとめ 1：ゼミ参加者による発表、討議 

11. 結果のまとめ 2：ゼミ参加者による発表、討議 

12. 結果のまとめ 3：ゼミ参加者による発表、討議 

13. 結果のまとめ 4：ゼミ参加者による発表、討議 

14. 結果のまとめ 5：ゼミ参加者による発表、討議 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに応じて、適宜指示します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業期間内の複数レポート(50%)/ディスカッション(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

各自の研究テーマに応じて、適宜指示します。 

 

参考文献（Readings） 

各自の研究テーマに応じて、適宜指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

ゼミのホームページ： https://d-zemi.org 

 

注意事項（Notice） 
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■BT563 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒論演習２ 

(Seminar on Thesis Writing 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文中間報告および発表会 

担当者名 

（Instructor） 
松井 泰則(MATSUI YASUNORI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS4810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
コンセントレーション：アカウンティング＆ファイナンス領域 

 

授業の目標（Course Objectives） 

それなりの品位ある卒論が作成できること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

基本的には，各人の報告・発表を中心に進めていく。発表テーマは多岐に及ぶと思うが，論文作成にあたっての段階的な作業手

順や，考え方としてのロジック・ツリーのたて方など，全員で共通して学ぶべき内容は多いので，他人が発表している際も自分の

発表のときと同じように受け止めて勉強していこうとする姿勢・意欲が重要である。 

 秋学期中，各人においては，論文の要旨をまとめた（目次構成を中心とした）論文要旨報告会と，討論を伴う論文中間発表会と

をそれぞれ最低１回は行うものとする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 論文構成とロジカル・シンキング 

2. 卒論作成にあたっての具体的な注意点の指摘 

3. 卒論要旨の中間報告会（第 1 回） 

4. 卒論要旨の中間報告会（第 2 回） 

5. 卒論要旨の中間報告会（第 3 回） 

6. 卒論要旨の中間報告会（第 4 回） 

7. 卒論中間発表会（第 1 回） 

8. 卒論中間発表会（第 2 回） 

9. 卒論中間発表会（第 3 回） 

10. 卒論中間発表会（第 4 回） 

11. 卒論仮提出と最終チェック(1) 

12. 卒論仮提出と最終チェック(2) 

13. 卒論演習から学んだこと（学生発表を中心に） 

14. 総括（指導教員による講評） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

時間の許す限り，できるだけ大学の図書館に来て関連文献・資料にあたること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

プレゼンテーション(20%)/出席(20%)/最終レポート(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて講義中に指示 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BT564 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒論演習２ 

(Seminar on Thesis Writing 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
データサイエンス（Data Science） 

担当者名 

（Instructor） 
山口 和範(YAMAGUCHI KAZUNORI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS4810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
コンセントレーション：マーケティング領域 

 

授業の目標（Course Objectives） 

これまで学習してきた成果や各自の研究成果を，指定された書式に則り，卒業論文にまとめることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

卒業演習では，卒業論文の完成に向けて， 

・テーマ設定と関連研究のレビュー 

・テーマに基づく調査または実験 

・クラス内での研究発表と討議 

などを行い，最終的には，独自の研究成果を含む卒業論文を完成させることを目指す。 

 

演習の中では，他の参加者の研究への助言を行うこと，また，助言に基づき修正することなども行う。 

 

なお，この卒論演習は，３年次演習からの継続テーマについての卒業論文研究となるため，原則として３年次演習および春学期

の卒業論文指導演習の履修者を対象として開講される。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 春学期の振り返り 

3. 卒業論文執筆状況の確認 

4. 論文構成の確認 

5. 中間発表に向けた演習１ 

6. 中間発表に向けた演習２ 

7. 中間発表に向けた演習３ 

8. 中間発表と中間提出 

9. 卒業論文作成演習１ 

10. 卒業論文作成演習２ 

11. 卒業論文作成演習３ 

12. 卒業論文最終プレゼン１ 

13. 卒業論文最終プレゼン２ 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各回で各自に指定される資料等を事前に読み参加すること 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

演習への参加および貢献(40%)/卒業論文中間レポート(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

とくに指定しない 

 

参考文献（Readings） 

随時紹介する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BT567 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒論演習２ 

(Seminar on Thesis Writing 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
コミュニケーション戦略研究（広告，広報，ブランド構築） 

担当者名 

（Instructor） 
松本 茂(MATSUMOTO SHIGERU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU4810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
コンセントレーション：コミュニケーション領域 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１）広報・広告のメッセージを批判的に読み解くことができる。 

２）広報，広告，ブランド構築などに関する論文が書ける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 基本的には 2～3 年次の演習で学んだことを基礎に卒業課題に取り組む。コミュニケーション戦略に関する研究論文を執筆し，

担当者や他の学生からのフィードバックをもとに書き直し，完成させる。 

 論文のテーマは，企業，団体，地方自治体，個人などが，どのような PR 活動，広告活動，ブランド構築を展開していて，それら

が消費者（国民）の意識や行動にどのような影響を与えているのかをコミュニケーション学の視座から読み解く内容を主とする。

取り組む課題については，各学生が選択するが，担当講師の承認が必要である。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 卒論第２ドラフト合同セッション（１） 

2. 卒論第２ドラフト合同セッション（２） 

3. 卒論第２ドラフト合同セッション（３） 

4. 卒論第２ドラフト合同セッション（４） 

5. 卒論第３ドラフト個別セッション（１） 

6. 卒論第３ドラフト個別セッション（２） 

7. 卒論第３ドラフト個別セッション（３） 

8. 卒論第３ドラフト個別セッション（４） 

9. 中間発表会 

10. 卒論第４ドラフト合同セッション（１） 

11. 卒論第４ドラフト合同セッション（２） 

12. 卒論第４ドラフト合同セッション（３） 

13. 卒論第４ドラフト合同セッション（４） 

14. 最終発表会 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 毎回指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

提出論文(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

 なし 

 

参考文献（Readings） 

 適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BT568 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／／卒論演習２ 

(Seminar on Thesis Writing 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文の中間報告・発表会 

担当者名 

（Instructor） 
保科 悦久(HOSHINA YOSHIHISA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS4810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
コンセントレーション：マネジメント領域，アカウンティング＆ファイナンス領域 

 

授業の目標（Course Objectives） 

卒業論文を作成できる 

 

授業の内容（Course Contents） 

卒業論文の作成スキル・注意事項などを説明した後、個別論文指導を中心に進める。論文の 50％稿、90％稿について 2 回の中

間報告を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 卒業論文の作成スキル・注意事項 

2. 論文個別指導 （調査方法について） 

3. 論文個別指導 （調査方法について） 

4. 論文個別指導 （調査方法について） 

5. 中間報告会（50%稿）1 

6. 中間報告会（50%稿）2 

7. 論文個別指導 （リサーチクエスチョンと結論について） 

8. 論文個別指導 （リサーチクエスチョンと結論について） 

9. 論文個別指導 （リサーチクエスチョンと結論について） 

10. 論文個別指導 （リサーチクエスチョンと結論について） 

11. 中間報告会（90%稿）1 

12. 中間報告会（90%稿）2 

13. 卒論仮提出と最終チェック 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

論文執筆をすすめて授業に臨むこと。 

最初のステップである論文テーマ選定については、新聞や経済雑誌などに掲載されたトピックスに関連したものを自分で２～３テ

ーマ選定し、その中から最終的な論文テーマを選ぶケースが多いため、常に新聞や経済雑誌を興味をもって購読すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席(30%)/プレゼンテーション(30%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BT569 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒論演習２ 

(Seminar on Thesis Writing 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Research and Thesis 

担当者名 

（Instructor） 
竹澤 伸哉(TAKEZAWA NOBUYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU4811 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
コンセントレーション：アカウンティング＆ファイナンス領域 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Write an empirical academic thesis in the area of finance, sports business, applied economics or other area in business. 

 

授業の内容（Course Contents） 

The student is expected to write an empirically oriented thesis making use of the statistical tools learned in the second year.  

The instructor will provide feedback on academic research and thesis writing.  The student can choose to write the thesis in 

either English or Japanese. With the exception of the mid-term and final presentation sessions, we will meet in my office in 

McKim Hall. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Presentation on Thesis Topic: Select one or two topics of interest and explain why you selected the topic.  Include 

references. 

2. Presentation on Thesis Topic: Select one or two topics of interest and explain why you selected the topic.  Include 

references. 

3. Literature Review Session: Summarize at least 3 papers (or book chapters) directly related to your research topic. 

4. Literature Review Session: Summarize at least 3 papers (or book chapters) directly related to your research topic. 

5. Data Collection Session: 

6. Data Collection Session 

7. Data Analysis Session 

8. Data Analysis Session 

9. Mid-term Report Presentation 

10. Mid-term Report Presentation 

11. Final Feedback Session 

12. Final Feedback Session 

13. Present Thesis 

14. Present Thesis 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Complete assignments by deadline. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Midterm Presentation(35%)/Final Presentation(35%)/Participation(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

N/A 

 

参考文献（Readings） 

N/A 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BT570 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒論演習２ 

(Seminar on Thesis Writing 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Research and Thesis 

担当者名 

（Instructor） 
辻 洋右(TSUJI YOSUKE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU4811 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
コンセントレーション：マーケティング領域、コミュニケーション領域 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Write an academic thesis in the area of sport business, sport management, or sport marketing.  Students will learn how to 

conduct the following: identify a problem, conduct thorough literature review, form hypotheses, collect data, analyze and 

interpret data. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Students will conduct an academic research and complete a thesis by the designated date. The course will be a mixture of 

lectures, discussions, and individual meetings. Detailed course syllabus will be provided at the beginning of class. 

 

The following course schedule is tentative and is subject to change. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction of course 

2. Topic Selection  & Literature Review 

3. Literature Review & Research Method 

4. Research Method 1 (Data Collection & Analysis) 

5. Research Method 2 (Data Collection & Analysis) 

6. Reporting Findings 

7. Mid-point Presentations 1 

8. Mid-point Presentations 2 

9. Feedback Session 1 

10. Feedback Session 2 

11. Feedback Session 3 

12. Present Thesis 

13. Present Thesis 

14. Recap of course 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Complete assignments by deadline 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Assignments(30%)/Presentations(40%)/Participation(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Booth, W. C., Colomb, G.G., Williams, J.M.. 2016. The Craft of Research 3rd edition. University of Chicago Press 

(ISBN:9780226239736) 

2. Alison Plus. 2013. A+ Guide to Literature Review. FourPly Publishing 

 

参考文献（Readings） 

1. Turabian, K.L., Booth, W.C., Colomb, G.G., & Williams, J.M.. 2013. A manual for writers of Research Papers, Theses, and 
Dissertations, Eighth Edition: Chicago Style for Students and Researchers 8th edition. University of Chicago Press 

(ISBN:9780226816371) 

2. James Skinner, Allan Edwards, Ben Corbett. 2015. Research Methods for Sport Management. Routledge 

(ISBN:9780415572552) 

3. Geoff Cumming & Robert Calin-Jagerman. 2016. Introduction to the New Statistics: Estimation, Open Science, and Beyond. 

Routledge (ISBN:9781138825512) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■BT571 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒論演習２ 

(Seminar on Thesis Writing 2) 

担当者名 

（Instructor） 
シュールズ，Ｄ(SCHULES,DOUGLAS) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU4811 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
コンセントレーション：コミュニケーション領域 

 

授業の目標（Course Objectives） 

1) 学んだ理論を実際の状況に応用する 

2) 分析的ライティングスキルの開発 

 

授業の内容（Course Contents） 

ゼミ最終学年では、学生はプロジェクトを終え、ニューメディアチャンネルを通した作品について気づきを促します。この段階での

ゼミは主に実践的な内容になります。今まで学んできたメディアについてのコンセプトを応用し、また新しい方法でメディア理論を

ビジネスの場で応用できるような内容になっています。同時に、学生は卒論のトピックとなる１分野を選択します。 

 

最初の学期はプロジェクトを完成させることに集中し、２学期目は卒論に関するワークショップにフォーカスします。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. レビュー 

2. 論文説明  

3. ワークショップ １  （論文の内容のプレゼン） 

4. ワークショップ ２ (参考文献) 

5. ワークショップ ３ （ピーアレビューとフェッドバック） 

6. 中間発表 

7. 中間発表 

8. ワークショップ ４  

9. ワークショップ ５  （序論を書き方） 

10. ワークショップ ６ (結論を書き方） 

11. ワークショップ ７ （ピーアレビューとフェッドバック） 

12. 発表 

13. 発表 

14. 発表  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

論文, 先生と相談 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

プロジェクト(50%)/参加、出席(20%)/小論文(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BT572 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒論演習２ 

(Seminar on Thesis Writing 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
会計・ファイナンスの知識を生かした卒業論文の作成指導 

担当者名 

（Instructor） 
岡本 紀明(OKAMOTO NORIAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU4810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
コンセントレーション：アカウンティング＆ファイナンス領域 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 本演習では、論理的かつ創造的な卒業論文を作成すべく、テーマ設定から構成・内容に至るまで討論を通じて学んでいく。単な

る個別指導ではなく、議論を通じて他ゼミ生のテーマや論文の内容を批判的に検討する能力を高めていきたい。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 秋学期は論文の完成に向けて内容の推敲を重ねていく。論文の進捗状況（各章や全体など）を各自がプレゼンテーションし、デ

ィスカッションを行っていく。ゼミ生は個別指導で指摘された注意点が決して他人ごとではなく、自分のケースにも当てはまるかも

しれないと考えることが必要になる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. これまでの振り返り・アイスブレーキング 

2. 論文作成に向けた個別指導とディスカッション 

3. 論文作成に向けた個別指導とディスカッション 

4. 論文作成に向けた個別指導とディスカッション 

5. 論文作成に向けた個別指導とディスカッション 

6. 論文の要約と進捗状況のプレゼンテーション 

7. 論文作成に向けた個別指導とディスカッション 

8. 論文作成に向けた個別指導とディスカッション 

9. 論文作成に向けた個別指導とディスカッション 

10. 論文作成に向けた個別指導とディスカッション 

11. 論文作成に向けた個別指導とディスカッション 

12. 論文作成に向けた個別指導とディスカッション 

13. 最終報告会（各自が要約をまとめて報告） 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

論文作成のための参考文献・資料等の収集に全力を挙げ、進捗状況や完成した章を報告することが求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

プレゼンテーション(30%)/出席(30%)/論文の進捗状況（提出物を含む）(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 伊丹敬之、2001、『創造的論文の書き方』、有斐閣 (ISBN:4641076499) 

適宜、指示します。 

 

参考文献（Readings） 

適宜、指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

就職活動や将来の進路に関する相談にものっていきたいと思います。 

 

注意事項（Notice） 
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■BT591 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／／卒論演習２ 

(Seminar on Thesis Writing 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Graduate Thesis Seminar for Undergraduates Proceeding to the MIB 

担当者名 

（Instructor） 
デイヴィス，Ｓ(DAVIS,SCOTT T.) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU4813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

コンセントレーション：マーケティング領域，マネジメント領域，アカウンティング＆ファイナ

ンス領域，コミュニケーション領域 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This seminar in graduate thesis writing is intended for undergraduate students in their forth year who are proceeding on to 

graduate study within the MIB program. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Students registered in this seminar will research and write their graduate thesis in the field and theme chosen in their original 

undergraduate seminar. As shown in the notes section of this syllabus this seminar belongs to each of the following 

concentrations: marketing, management, accounting / finance, and communication. The thesis may be written in either Japanese 

or English and the language of instruction will vary by the content and field of the research involved. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Orientation 

2. Individual supervision 

3. Individual supervision 

4. Individual supervision 

5. Individual supervision 

6. Individual supervision 

7. Individual supervision 

8. Individual supervision 

9. Individual supervision 

10. Individual supervision 

11. Individual supervision 

12. Individual supervision 

13. Individual supervision 

14. Individual supervision 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Materials will be indicated when necessary in accordance with the research theme. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/報告(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

Will be indicated as necessary. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BT601 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動またはその他／ＢＬ１ 

(Business Leadership 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
論理思考とリーダーシップ 

担当者名 

（Instructor） 
赤松 重彦(AKAMATSU SHIGEHIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS1510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

経営学科：自動登録 

国際経営学科：「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

論理思考力はリーダーシップ発揮に強力な助けとなる。この基礎を身につけて日常的に活用できるようにする。また論理思考を

活用したリーダーシップをプロジェクトにおいても発揮出来るようにする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

(1)ロジカルな思考の基礎を築く−本質を押さえた思考、メカニズム思考を身につける。 

(2)伝える力を高める−一瞬で大事なことを伝える方法を学ぶ、説得力を高める。 

(3)企画力を高める−論理思考を教えるプランを立てることで企画力を高める。  

(4)話し合う力を高める−結論を分けるポイントの掴み方、議論・判断の仕方を学ぶ。  

(5)身近な題材を多く使うことと、毎回の個人課題で、ロジカルな思考を体にしみこませる。 

(6)実践的な課題とグループワークにより、リーダーシップ開発を行なう。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. キックオフ、良いアイディアを出す 

2. 一瞬で大事なことを伝える 

3. 良いアイディアを出す 

4. 人を動かす 

5. 人（自分）を動かす目標設定 

6. 人を動かす、分かりやすく伝える 

7. 意思決定とプロジェクトの上手な進め方 

8. 論理思考はリーダーシップにどう使えるか？ 

9. 常に目的を押さえる（高校生 BL1 準備） 

10. 本質的な効果を上げるために考える（高校生 BL1 準備） 

11. 細部まで目的に合わせる（高校生 BL1 準備） 

12. 実践：論理思考を教える（高校生 BL1 当日） 

13. 振り返り 

14. 一段上のレベルへ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の課題は授業スライドやメーリングリスト等で告知の予定。各回２〜３時間は確保のこと（グループワークのため日時調整が

必要な場合もある）。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業中の発表、討議、質疑応答(30%)/グループワークの成果(30%)/毎回の授業で課される提出課題(40%) 

欠席３回でＤ評価。 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BT602 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動またはその他／ＢＬ１ 

(Business Leadership 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
論理思考とリーダーシップ 

担当者名 

（Instructor） 
舘野 泰一(TATENO YOSHIKAZU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS1510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

経営学科：自動登録 

国際経営学科：「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

論理思考力はリーダーシップ発揮に強力な助けとなる。この基礎を身につけて日常的に活用できるようにする。また論理思考を

活用したリーダーシップをプロジェクトにおいても発揮出来るようにする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

(1)ロジカルな思考の基礎を築く−本質を押さえた思考、メカニズム思考を身につける。 

(2)伝える力を高める−一瞬で大事なことを伝える方法を学ぶ、説得力を高める。 

(3)企画力を高める−論理思考を教えるプランを立てることで企画力を高める。  

(4)話し合う力を高める−結論を分けるポイントの掴み方、議論・判断の仕方を学ぶ。  

(5)身近な題材を多く使うことと、毎回の個人課題で、ロジカルな思考を体にしみこませる。 

(6)実践的な課題とグループワークにより、リーダーシップ開発を行なう。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. キックオフ、良いアイディアを出す 

2. 一瞬で大事なことを伝える 

3. 良いアイディアを出す 

4. 人を動かす 

5. 人（自分）を動かす目標設定 

6. 人を動かす、分かりやすく伝える 

7. 意思決定とプロジェクトの上手な進め方 

8. 論理思考はリーダーシップにどう使えるか？ 

9. 常に目的を押さえる（高校生 BL1 準備） 

10. 本質的な効果を上げるために考える（高校生 BL1 準備） 

11. 細部まで目的に合わせる（高校生 BL1 準備） 

12. 実践：論理思考を教える（高校生 BL1 当日） 

13. 振り返り 

14. 一段上のレベルへ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の課題は授業スライドやメーリングリスト等で告知の予定。各回２〜３時間は確保のこと（グループワークのため日時調整が

必要な場合もある）。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業中の発表、討議、質疑応答(30%)/グループワークの成果(30%)/毎回の授業で課される提出課題(40%) 

欠席３回でＤ評価。 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BT603 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動またはその他／ＢＬ１ 

(Business Leadership 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
論理思考とリーダーシップ 

担当者名 

（Instructor） 
小松 加奈子(KOMATSU KANAKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS1510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

経営学科：自動登録 

国際経営学科：「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

論理思考力はリーダーシップ発揮に強力な助けとなる。この基礎を身につけて日常的に活用できるようにする。また論理思考を

活用したリーダーシップをプロジェクトにおいても発揮出来るようにする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

(1)ロジカルな思考の基礎を築く−本質を押さえた思考、メカニズム思考を身につける。 

(2)伝える力を高める−一瞬で大事なことを伝える方法を学ぶ、説得力を高める。 

(3)企画力を高める−論理思考を教えるプランを立てることで企画力を高める。  

(4)話し合う力を高める−結論を分けるポイントの掴み方、議論・判断の仕方を学ぶ。  

(5)身近な題材を多く使うことと、毎回の個人課題で、ロジカルな思考を体にしみこませる。 

(6)実践的な課題とグループワークにより、リーダーシップ開発を行なう。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. キックオフ、良いアイディアを出す 

2. 一瞬で大事なことを伝える 

3. 良いアイディアを出す 

4. 人を動かす 

5. 人（自分）を動かす目標設定 

6. 人を動かす、分かりやすく伝える 

7. 意思決定とプロジェクトの上手な進め方 

8. 論理思考はリーダーシップにどう使えるか？ 

9. 常に目的を押さえる（高校生 BL1 準備） 

10. 本質的な効果を上げるために考える（高校生 BL1 準備） 

11. 細部まで目的に合わせる（高校生 BL1 準備） 

12. 実践：論理思考を教える（高校生 BL1 当日） 

13. 振り返り 

14. 一段上のレベルへ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の課題は授業スライドやメーリングリスト等で告知の予定。各回２〜３時間は確保のこと（グループワークのため日時調整が

必要な場合もある）。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業中の発表、討議、質疑応答(30%)/グループワークの成果(30%)/毎回の授業で課される提出課題(40%) 

欠席３回でＤ評価。 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BT604 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動またはその他／ＢＬ１ 

(Business Leadership 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
論理思考とリーダーシップ 

担当者名 

（Instructor） 
酒井 之子(SAKAI YUKIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS1510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

経営学科：自動登録 

国際経営学科：「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

論理思考力はリーダーシップ発揮に強力な助けとなる。この基礎を身につけて日常的に活用できるようにする。また論理思考を

活用したリーダーシップをプロジェクトにおいても発揮出来るようにする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

(1)ロジカルな思考の基礎を築く−本質を押さえた思考、メカニズム思考を身につける。 

(2)伝える力を高める−一瞬で大事なことを伝える方法を学ぶ、説得力を高める。 

(3)企画力を高める−論理思考を教えるプランを立てることで企画力を高める。  

(4)話し合う力を高める−結論を分けるポイントの掴み方、議論・判断の仕方を学ぶ。  

(5)身近な題材を多く使うことと、毎回の個人課題で、ロジカルな思考を体にしみこませる。 

(6)実践的な課題とグループワークにより、リーダーシップ開発を行なう。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. キックオフ、良いアイディアを出す 

2. 一瞬で大事なことを伝える 

3. 良いアイディアを出す 

4. 人を動かす 

5. 人（自分）を動かす目標設定 

6. 人を動かす、分かりやすく伝える 

7. 意思決定とプロジェクトの上手な進め方 

8. 論理思考はリーダーシップにどう使えるか？ 

9. 常に目的を押さえる（高校生 BL1 準備） 

10. 本質的な効果を上げるために考える（高校生 BL1 準備） 

11. 細部まで目的に合わせる（高校生 BL1 準備） 

12. 実践：論理思考を教える（高校生 BL1 当日） 

13. 振り返り 

14. 一段上のレベルへ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の課題は授業スライドやメーリングリスト等で告知の予定。各回２〜３時間は確保のこと（グループワークのため日時調整が

必要な場合もある）。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業中の発表、討議、質疑応答(30%)/グループワークの成果(30%)/毎回の授業で課される提出課題(40%) 

欠席３回でＤ評価。 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BT605 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動またはその他／ＢＬ１ 

(Business Leadership 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
論理思考とリーダーシップ 

担当者名 

（Instructor） 
谷口 潤(TANIGUCHI JUN) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS1510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

経営学科：自動登録 

国際経営学科：「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

論理思考力はリーダーシップ発揮に強力な助けとなる。この基礎を身につけて日常的に活用できるようにする。また論理思考を

活用したリーダーシップをプロジェクトにおいても発揮出来るようにする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

(1)ロジカルな思考の基礎を築く−本質を押さえた思考、メカニズム思考を身につける。 

(2)伝える力を高める−一瞬で大事なことを伝える方法を学ぶ、説得力を高める。 

(3)企画力を高める−論理思考を教えるプランを立てることで企画力を高める。  

(4)話し合う力を高める−結論を分けるポイントの掴み方、議論・判断の仕方を学ぶ。  

(5)身近な題材を多く使うことと、毎回の個人課題で、ロジカルな思考を体にしみこませる。 

(6)実践的な課題とグループワークにより、リーダーシップ開発を行なう。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. キックオフ、良いアイディアを出す 

2. 一瞬で大事なことを伝える 

3. 良いアイディアを出す 

4. 人を動かす 

5. 人（自分）を動かす目標設定 

6. 人を動かす、分かりやすく伝える 

7. 意思決定とプロジェクトの上手な進め方 

8. 論理思考はリーダーシップにどう使えるか？ 

9. 常に目的を押さえる（高校生 BL1 準備） 

10. 本質的な効果を上げるために考える（高校生 BL1 準備） 

11. 細部まで目的に合わせる（高校生 BL1 準備） 

12. 実践：論理思考を教える（高校生 BL1 当日） 

13. 振り返り 

14. 一段上のレベルへ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の課題は授業スライドやメーリングリスト等で告知の予定。各回２〜３時間は確保のこと（グループワークのため日時調整が

必要な場合もある）。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業中の発表、討議、質疑応答(30%)/グループワークの成果(30%)/毎回の授業で課される提出課題(40%) 

欠席３回でＤ評価。 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BT606 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動またはその他／ＢＬ１ 

(Business Leadership 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
論理思考とリーダーシップ 

担当者名 

（Instructor） 
中原 淳(NAKAHARA JUN) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS1510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

経営学科：自動登録 

国際経営学科：「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

論理思考力はリーダーシップ発揮に強力な助けとなる。この基礎を身につけて日常的に活用できるようにする。また論理思考を

活用したリーダーシップをプロジェクトにおいても発揮出来るようにする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

(1)ロジカルな思考の基礎を築く−本質を押さえた思考、メカニズム思考を身につける。 

(2)伝える力を高める−一瞬で大事なことを伝える方法を学ぶ、説得力を高める。 

(3)企画力を高める−論理思考を教えるプランを立てることで企画力を高める。  

(4)話し合う力を高める−結論を分けるポイントの掴み方、議論・判断の仕方を学ぶ。  

(5)身近な題材を多く使うことと、毎回の個人課題で、ロジカルな思考を体にしみこませる。 

(6)実践的な課題とグループワークにより、リーダーシップ開発を行なう。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. キックオフ、良いアイディアを出す 

2. 一瞬で大事なことを伝える 

3. 良いアイディアを出す 

4. 人を動かす 

5. 人（自分）を動かす目標設定 

6. 人を動かす、分かりやすく伝える 

7. 意思決定とプロジェクトの上手な進め方 

8. 論理思考はリーダーシップにどう使えるか？ 

9. 常に目的を押さえる（高校生 BL1 準備） 

10. 本質的な効果を上げるために考える（高校生 BL1 準備） 

11. 細部まで目的に合わせる（高校生 BL1 準備） 

12. 実践：論理思考を教える（高校生 BL1 当日） 

13. 振り返り 

14. 一段上のレベルへ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の課題は授業スライドやメーリングリスト等で告知の予定。各回２〜３時間は確保のこと（グループワークのため日時調整が

必要な場合もある）。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業中の発表、討議、質疑応答(30%)/グループワークの成果(30%)/毎回の授業で課される提出課題(40%) 

欠席３回でＤ評価。 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BT607 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動またはその他／ＢＬ１ 

(Business Leadership 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
論理思考とリーダーシップ 

担当者名 

（Instructor） 
長田 太郎(OSADA TARO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS1510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

経営学科：自動登録 

国際経営学科：「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

論理思考力はリーダーシップ発揮に強力な助けとなる。この基礎を身につけて日常的に活用できるようにする。また論理思考を

活用したリーダーシップをプロジェクトにおいても発揮出来るようにする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

(1)ロジカルな思考の基礎を築く−本質を押さえた思考、メカニズム思考を身につける。 

(2)伝える力を高める−一瞬で大事なことを伝える方法を学ぶ、説得力を高める。 

(3)企画力を高める−論理思考を教えるプランを立てることで企画力を高める。  

(4)話し合う力を高める−結論を分けるポイントの掴み方、議論・判断の仕方を学ぶ。  

(5)身近な題材を多く使うことと、毎回の個人課題で、ロジカルな思考を体にしみこませる。 

(6)実践的な課題とグループワークにより、リーダーシップ開発を行なう。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. キックオフ、良いアイディアを出す 

2. 一瞬で大事なことを伝える 

3. 良いアイディアを出す 

4. 人を動かす 

5. 人（自分）を動かす目標設定 

6. 人を動かす、分かりやすく伝える 

7. 意思決定とプロジェクトの上手な進め方 

8. 論理思考はリーダーシップにどう使えるか？ 

9. 常に目的を押さえる（高校生 BL1 準備） 

10. 本質的な効果を上げるために考える（高校生 BL1 準備） 

11. 細部まで目的に合わせる（高校生 BL1 準備） 

12. 実践：論理思考を教える（高校生 BL1 当日） 

13. 振り返り 

14. 一段上のレベルへ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の課題は授業スライドやメーリングリスト等で告知の予定。各回２〜３時間は確保のこと（グループワークのため日時調整が

必要な場合もある）。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業中の発表、討議、質疑応答(30%)/グループワークの成果(30%)/毎回の授業で課される提出課題(40%) 

欠席３回でＤ評価。 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 



 - 310 - 

■BT608 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動またはその他／ＢＬ１ 

(Business Leadership 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
論理思考とリーダーシップ 

担当者名 

（Instructor） 
高橋 俊之(TAKAHASHI TOSHIYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS1510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

経営学科：自動登録 

国際経営学科：「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

論理思考力はリーダーシップ発揮に強力な助けとなる。この基礎を身につけて日常的に活用できるようにする。また論理思考を

活用したリーダーシップをプロジェクトにおいても発揮出来るようにする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

(1)ロジカルな思考の基礎を築く−本質を押さえた思考、メカニズム思考を身につける。 

(2)伝える力を高める−一瞬で大事なことを伝える方法を学ぶ、説得力を高める。 

(3)企画力を高める−論理思考を教えるプランを立てることで企画力を高める。  

(4)話し合う力を高める−結論を分けるポイントの掴み方、議論・判断の仕方を学ぶ。  

(5)身近な題材を多く使うことと、毎回の個人課題で、ロジカルな思考を体にしみこませる。 

(6)実践的な課題とグループワークにより、リーダーシップ開発を行なう。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. キックオフ、良いアイディアを出す 

2. 一瞬で大事なことを伝える 

3. 良いアイディアを出す 

4. 人を動かす 

5. 人（自分）を動かす目標設定 

6. 人を動かす、分かりやすく伝える 

7. 意思決定とプロジェクトの上手な進め方 

8. 論理思考はリーダーシップにどう使えるか？ 

9. 常に目的を押さえる（高校生 BL1 準備） 

10. 本質的な効果を上げるために考える（高校生 BL1 準備） 

11. 細部まで目的に合わせる（高校生 BL1 準備） 

12. 実践：論理思考を教える（高校生 BL1 当日） 

13. 振り返り 

14. 一段上のレベルへ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の課題は授業スライドやメーリングリスト等で告知の予定。各回２〜３時間は確保のこと（グループワークのため日時調整が

必要な場合もある）。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業中の発表、討議、質疑応答(30%)/グループワークの成果(30%)/毎回の授業で課される提出課題(40%) 

欠席３回でＤ評価。 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BT609 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動またはその他／ＢＬ１ 

(Business Leadership 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
論理思考とリーダーシップ 

担当者名 

（Instructor） 
藤田 勝利(FUJITA KATSUTOSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS1510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

経営学科：自動登録 

国際経営学科：「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

論理思考力はリーダーシップ発揮に強力な助けとなる。この基礎を身につけて日常的に活用できるようにする。また論理思考を

活用したリーダーシップをプロジェクトにおいても発揮出来るようにする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

(1)ロジカルな思考の基礎を築く−本質を押さえた思考、メカニズム思考を身につける。 

(2)伝える力を高める−一瞬で大事なことを伝える方法を学ぶ、説得力を高める。 

(3)企画力を高める−論理思考を教えるプランを立てることで企画力を高める。  

(4)話し合う力を高める−結論を分けるポイントの掴み方、議論・判断の仕方を学ぶ。  

(5)身近な題材を多く使うことと、毎回の個人課題で、ロジカルな思考を体にしみこませる。 

(6)実践的な課題とグループワークにより、リーダーシップ開発を行なう。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. キックオフ、良いアイディアを出す 

2. 一瞬で大事なことを伝える 

3. 良いアイディアを出す 

4. 人を動かす 

5. 人（自分）を動かす目標設定 

6. 人を動かす、分かりやすく伝える 

7. 意思決定とプロジェクトの上手な進め方 

8. 論理思考はリーダーシップにどう使えるか？ 

9. 常に目的を押さえる（高校生 BL1 準備） 

10. 本質的な効果を上げるために考える（高校生 BL1 準備） 

11. 細部まで目的に合わせる（高校生 BL1 準備） 

12. 実践：論理思考を教える（高校生 BL1 当日） 

13. 振り返り 

14. 一段上のレベルへ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の課題は授業スライドやメーリングリスト等で告知の予定。各回２〜３時間は確保のこと（グループワークのため日時調整が

必要な場合もある）。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業中の発表、討議、質疑応答(30%)/グループワークの成果(30%)/毎回の授業で課される提出課題(40%) 

欠席３回でＤ評価。 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BT610 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動またはその他／ＢＬ１ 

(Business Leadership 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
論理思考とリーダーシップ 

担当者名 

（Instructor） 
吉成 篤(YOSHINARI ATSUSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS1510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

経営学科：自動登録 

国際経営学科：「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

論理思考力はリーダーシップ発揮に強力な助けとなる。この基礎を身につけて日常的に活用できるようにする。また論理思考を

活用したリーダーシップをプロジェクトにおいても発揮出来るようにする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

(1)ロジカルな思考の基礎を築く−本質を押さえた思考、メカニズム思考を身につける。 

(2)伝える力を高める−一瞬で大事なことを伝える方法を学ぶ、説得力を高める。 

(3)企画力を高める−論理思考を教えるプランを立てることで企画力を高める。  

(4)話し合う力を高める−結論を分けるポイントの掴み方、議論・判断の仕方を学ぶ。  

(5)身近な題材を多く使うことと、毎回の個人課題で、ロジカルな思考を体にしみこませる。 

(6)実践的な課題とグループワークにより、リーダーシップ開発を行なう。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. キックオフ、良いアイディアを出す 

2. 一瞬で大事なことを伝える 

3. 良いアイディアを出す 

4. 人を動かす 

5. 人（自分）を動かす目標設定 

6. 人を動かす、分かりやすく伝える 

7. 意思決定とプロジェクトの上手な進め方 

8. 論理思考はリーダーシップにどう使えるか？ 

9. 常に目的を押さえる（高校生 BL1 準備） 

10. 本質的な効果を上げるために考える（高校生 BL1 準備） 

11. 細部まで目的に合わせる（高校生 BL1 準備） 

12. 実践：論理思考を教える（高校生 BL1 当日） 

13. 振り返り 

14. 一段上のレベルへ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の課題は授業スライドやメーリングリスト等で告知の予定。各回２〜３時間は確保のこと（グループワークのため日時調整が

必要な場合もある）。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業中の発表、討議、質疑応答(30%)/グループワークの成果(30%)/毎回の授業で課される提出課題(40%) 

欠席３回でＤ評価。 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BT611 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動またはその他／ＢＬ１ 

(Business Leadership 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
論理思考とリーダーシップ 

担当者名 

（Instructor） 
伊勢坊 綾(ISEBOU AYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS1510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

経営学科：自動登録 

国際経営学科：「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

論理思考力はリーダーシップ発揮に強力な助けとなる。この基礎を身につけて日常的に活用できるようにする。また論理思考を

活用したリーダーシップをプロジェクトにおいても発揮出来るようにする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

(1)ロジカルな思考の基礎を築く−本質を押さえた思考、メカニズム思考を身につける。 

(2)伝える力を高める−一瞬で大事なことを伝える方法を学ぶ、説得力を高める。 

(3)企画力を高める−論理思考を教えるプランを立てることで企画力を高める。  

(4)話し合う力を高める−結論を分けるポイントの掴み方、議論・判断の仕方を学ぶ。  

(5)身近な題材を多く使うことと、毎回の個人課題で、ロジカルな思考を体にしみこませる。 

(6)実践的な課題とグループワークにより、リーダーシップ開発を行なう。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. キックオフ、良いアイディアを出す 

2. 一瞬で大事なことを伝える 

3. 良いアイディアを出す 

4. 人を動かす 

5. 人（自分）を動かす目標設定 

6. 人を動かす、分かりやすく伝える 

7. 意思決定とプロジェクトの上手な進め方 

8. 論理思考はリーダーシップにどう使えるか？ 

9. 常に目的を押さえる（高校生 BL1 準備） 

10. 本質的な効果を上げるために考える（高校生 BL1 準備） 

11. 細部まで目的に合わせる（高校生 BL1 準備） 

12. 実践：論理思考を教える（高校生 BL1 当日） 

13. 振り返り 

14. 一段上のレベルへ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の課題は授業スライドやメーリングリスト等で告知の予定。各回２〜３時間は確保のこと（グループワークのため日時調整が

必要な場合もある）。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業中の発表、討議、質疑応答(30%)/グループワークの成果(30%)/毎回の授業で課される提出課題(40%) 

欠席３回でＤ評価。 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BT612 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動またはその他／ＢＬ１ 

(Business Leadership 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
論理思考とリーダーシップ 

担当者名 

（Instructor） 
宇田 武文(UDA TAKEHUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS1510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

経営学科：自動登録 

国際経営学科：「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

論理思考力はリーダーシップ発揮に強力な助けとなる。この基礎を身につけて日常的に活用できるようにする。また論理思考を

活用したリーダーシップをプロジェクトにおいても発揮出来るようにする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

(1)ロジカルな思考の基礎を築く−本質を押さえた思考、メカニズム思考を身につける。 

(2)伝える力を高める−一瞬で大事なことを伝える方法を学ぶ、説得力を高める。 

(3)企画力を高める−論理思考を教えるプランを立てることで企画力を高める。  

(4)話し合う力を高める−結論を分けるポイントの掴み方、議論・判断の仕方を学ぶ。  

(5)身近な題材を多く使うことと、毎回の個人課題で、ロジカルな思考を体にしみこませる。 

(6)実践的な課題とグループワークにより、リーダーシップ開発を行なう。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. キックオフ、良いアイディアを出す 

2. 一瞬で大事なことを伝える 

3. 良いアイディアを出す 

4. 人を動かす 

5. 人（自分）を動かす目標設定 

6. 人を動かす、分かりやすく伝える 

7. 意思決定とプロジェクトの上手な進め方 

8. 論理思考はリーダーシップにどう使えるか？ 

9. 常に目的を押さえる（高校生 BL1 準備） 

10. 本質的な効果を上げるために考える（高校生 BL1 準備） 

11. 細部まで目的に合わせる（高校生 BL1 準備） 

12. 実践：論理思考を教える（高校生 BL1 当日） 

13. 振り返り 

14. 一段上のレベルへ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の課題は授業スライドやメーリングリスト等で告知の予定。各回２〜３時間は確保のこと（グループワークのため日時調整が

必要な場合もある）。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業中の発表、討議、質疑応答(30%)/グループワークの成果(30%)/毎回の授業で課される提出課題(40%) 

欠席３回でＤ評価。 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BT613 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動またはその他／ＢＬ２ 

(Business Leadership 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ビジネスリーダーシップ２ー課題解決を通したリーダーシップ開発 

担当者名 

（Instructor） 
舘野 泰一(TATENO YOSHIKAZU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

経営学科：自動登録 

国際経営学科：「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

企業より提示された「課題解決」のプロセスを通して、自分のリーダーシップ行動に対するフィードバックを得て、それを改善するこ

とをめざす  

 

授業の内容（Course Contents） 

クライアント企業より課題を提示してもらう。その課題を、グループで解決し、プレゼンを完成させる。そのプロセス上生じた各種の

コンフリクト、出来事への内省（振り返り）やフィードバックを通して、自らのリーダーシップ行動を改善することをめざす 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. キックオフ、企業紹介、企業説明を行う 

2. チームビルディングを行う＋振り返りの概念について学ぶ 

ＢＬ０の振り返りを行い、自分の成長課題を決定し、グループで共有する 

3. サーベイを企画する：定量調査と定性調査 

4. サーベイでわかったことを１０分程度のプレゼンにまとめ、他の班に報告する 

5. アイデアを創出の手法を試し、プランを広げる 

6. ポスターセッション予備セッション 

7. 中間発表（ポスターセッション）：１年生にも見学してもらい、フィードバックをもらう 

8. 教員＋ＳＡ・ＣＡ＋昨年度の受講生から１ＯＮ１でフィードバックをもらう 

9. 予選 

10. 予選 

11. 本選 

12. フィードバックを学び、グループ内にて相互フィードバックを実践する① 

13. フィードバックを学び、グループ内にて相互フィードバックを実践する② 

14. 課題解決プロセスを振りかえり、リーダーシップ改善の宣言を行う 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

グループで課題解決のための各種のプレゼンテーション準備、ディスカッションを必要とする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席、および、プロジェクトへの参加(50%)/課題解決のクオリティ(50%) 

基準割合は別途変更しうる可能性がある。その場合は授業中に明示する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

BLPに関するビデオ 

https://www.youtube.com/user/cobusinessrikkyo 

 

注意事項（Notice） 
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■BT614 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動またはその他／ＢＬ２ 

(Business Leadership 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ビジネスリーダーシップ２ー課題解決を通したリーダーシップ開発 

担当者名 

（Instructor） 
高橋 俊之(TAKAHASHI TOSHIYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

経営学科：自動登録 

国際経営学科：「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

企業より提示された「課題解決」のプロセスを通して、自分のリーダーシップ行動に対するフィードバックを得て、それを改善するこ

とをめざす  

 

授業の内容（Course Contents） 

クライアント企業より課題を提示してもらう。その課題を、グループで解決し、プレゼンを完成させる。そのプロセス上生じた各種の

コンフリクト、出来事への内省（振り返り）やフィードバックを通して、自らのリーダーシップ行動を改善することをめざす 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. キックオフ、企業紹介、企業説明を行う 

2. チームビルディングを行う＋振り返りの概念について学ぶ 

ＢＬ０の振り返りを行い、自分の成長課題を決定し、グループで共有する 

3. サーベイを企画する：定量調査と定性調査 

4. サーベイでわかったことを１０分程度のプレゼンにまとめ、他の班に報告する 

5. アイデアを創出の手法を試し、プランを広げる 

6. ポスターセッション予備セッション 

7. 中間発表（ポスターセッション）：１年生にも見学してもらい、フィードバックをもらう 

8. 教員＋ＳＡ・ＣＡ＋昨年度の受講生から１ＯＮ１でフィードバックをもらう 

9. 予選 

10. 予選 

11. 本選 

12. フィードバックを学び、グループ内にて相互フィードバックを実践する① 

13. フィードバックを学び、グループ内にて相互フィードバックを実践する② 

14. 課題解決プロセスを振りかえり、リーダーシップ改善の宣言を行う 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

グループで課題解決のための各種のプレゼンテーション準備、ディスカッションを必要とする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席、および、プロジェクトへの参加(50%)/課題解決のクオリティ(50%) 

基準割合は別途変更しうる可能性がある。その場合は授業中に明示する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

BLPに関するビデオ 

https://www.youtube.com/user/cobusinessrikkyo 

 

注意事項（Notice） 
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■BT615 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動またはその他／ＢＬ２ 

(Business Leadership 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ビジネスリーダーシップ２ー課題解決を通したリーダーシップ開発 

担当者名 

（Instructor） 

永禮 弘之(NAGARE HIROYUKI) 

中原 淳(NAKAHARA JUN) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

経営学科：自動登録 

国際経営学科：「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

企業より提示された「課題解決」のプロセスを通して、自分のリーダーシップ行動に対するフィードバックを得て、それを改善するこ

とをめざす  

 

授業の内容（Course Contents） 

クライアント企業より課題を提示してもらう。その課題を、グループで解決し、プレゼンを完成させる。そのプロセス上生じた各種の

コンフリクト、出来事への内省（振り返り）やフィードバックを通して、自らのリーダーシップ行動を改善することをめざす 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. キックオフ、企業紹介、企業説明を行う 

2. チームビルディングを行う＋振り返りの概念について学ぶ 

ＢＬ０の振り返りを行い、自分の成長課題を決定し、グループで共有する 

3. サーベイを企画する：定量調査と定性調査 

4. サーベイでわかったことを１０分程度のプレゼンにまとめ、他の班に報告する 

5. アイデアを創出の手法を試し、プランを広げる 

6. ポスターセッション予備セッション 

7. 中間発表（ポスターセッション）：１年生にも見学してもらい、フィードバックをもらう 

8. 教員＋ＳＡ・ＣＡ＋昨年度の受講生から１ＯＮ１でフィードバックをもらう 

9. 予選 

10. 予選 

11. 本選 

12. フィードバックを学び、グループ内にて相互フィードバックを実践する① 

13. フィードバックを学び、グループ内にて相互フィードバックを実践する② 

14. 課題解決プロセスを振りかえり、リーダーシップ改善の宣言を行う 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

グループで課題解決のための各種のプレゼンテーション準備、ディスカッションを必要とする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席、および、プロジェクトへの参加(50%)/課題解決のクオリティ(50%) 

基準割合は別途変更しうる可能性がある。その場合は授業中に明示する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

BLPに関するビデオ 

https://www.youtube.com/user/cobusinessrikkyo 

 

注意事項（Notice） 
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■BT616 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動またはその他／ＢＬ２ 

(Business Leadership 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ビジネスリーダーシップ２ー課題解決を通したリーダーシップ開発 

担当者名 

（Instructor） 
藤田 勝利(FUJITA KATSUTOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

経営学科：自動登録 

国際経営学科：「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

企業より提示された「課題解決」のプロセスを通して、自分のリーダーシップ行動に対するフィードバックを得て、それを改善するこ

とをめざす  

 

授業の内容（Course Contents） 

クライアント企業より課題を提示してもらう。その課題を、グループで解決し、プレゼンを完成させる。そのプロセス上生じた各種の

コンフリクト、出来事への内省（振り返り）やフィードバックを通して、自らのリーダーシップ行動を改善することをめざす 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. キックオフ、企業紹介、企業説明を行う 

2. チームビルディングを行う＋振り返りの概念について学ぶ 

ＢＬ０の振り返りを行い、自分の成長課題を決定し、グループで共有する 

3. サーベイを企画する：定量調査と定性調査 

4. サーベイでわかったことを１０分程度のプレゼンにまとめ、他の班に報告する 

5. アイデアを創出の手法を試し、プランを広げる 

6. ポスターセッション予備セッション 

7. 中間発表（ポスターセッション）：１年生にも見学してもらい、フィードバックをもらう 

8. 教員＋ＳＡ・ＣＡ＋昨年度の受講生から１ＯＮ１でフィードバックをもらう 

9. 予選 

10. 予選 

11. 本選 

12. フィードバックを学び、グループ内にて相互フィードバックを実践する① 

13. フィードバックを学び、グループ内にて相互フィードバックを実践する② 

14. 課題解決プロセスを振りかえり、リーダーシップ改善の宣言を行う 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

グループで課題解決のための各種のプレゼンテーション準備、ディスカッションを必要とする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席、および、プロジェクトへの参加(50%)/課題解決のクオリティ(50%) 

基準割合は別途変更しうる可能性がある。その場合は授業中に明示する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

BLPに関するビデオ 

https://www.youtube.com/user/cobusinessrikkyo 

 

注意事項（Notice） 
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■BT617 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動またはその他／ＢＬ２ 

(Business Leadership 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ビジネスリーダーシップ２ー課題解決を通したリーダーシップ開発 

担当者名 

（Instructor） 
赤松 重彦(AKAMATSU SHIGEHIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

経営学科：自動登録 

国際経営学科：「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

企業より提示された「課題解決」のプロセスを通して、自分のリーダーシップ行動に対するフィードバックを得て、それを改善するこ

とをめざす  

 

授業の内容（Course Contents） 

クライアント企業より課題を提示してもらう。その課題を、グループで解決し、プレゼンを完成させる。そのプロセス上生じた各種の

コンフリクト、出来事への内省（振り返り）やフィードバックを通して、自らのリーダーシップ行動を改善することをめざす 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. キックオフ、企業紹介、企業説明を行う 

2. チームビルディングを行う＋振り返りの概念について学ぶ 

ＢＬ０の振り返りを行い、自分の成長課題を決定し、グループで共有する 

3. サーベイを企画する：定量調査と定性調査 

4. サーベイでわかったことを１０分程度のプレゼンにまとめ、他の班に報告する 

5. アイデアを創出の手法を試し、プランを広げる 

6. ポスターセッション予備セッション 

7. 中間発表（ポスターセッション）：１年生にも見学してもらい、フィードバックをもらう 

8. 教員＋ＳＡ・ＣＡ＋昨年度の受講生から１ＯＮ１でフィードバックをもらう 

9. 予選 

10. 予選 

11. 本選 

12. フィードバックを学び、グループ内にて相互フィードバックを実践する① 

13. フィードバックを学び、グループ内にて相互フィードバックを実践する② 

14. 課題解決プロセスを振りかえり、リーダーシップ改善の宣言を行う 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

グループで課題解決のための各種のプレゼンテーション準備、ディスカッションを必要とする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席、および、プロジェクトへの参加(50%)/課題解決のクオリティ(50%) 

基準割合は別途変更しうる可能性がある。その場合は授業中に明示する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

BLPに関するビデオ 

https://www.youtube.com/user/cobusinessrikkyo 

 

注意事項（Notice） 
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■BT618 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動またはその他／ＢＬ２ 

(Business Leadership 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ビジネスリーダーシップ２ー課題解決を通したリーダーシップ開発 

担当者名 

（Instructor） 
川﨑 善行(KAWASAKI YOSHIYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

経営学科：自動登録 

国際経営学科：「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

企業より提示された「課題解決」のプロセスを通して、自分のリーダーシップ行動に対するフィードバックを得て、それを改善するこ

とをめざす  

 

授業の内容（Course Contents） 

クライアント企業より課題を提示してもらう。その課題を、グループで解決し、プレゼンを完成させる。そのプロセス上生じた各種の

コンフリクト、出来事への内省（振り返り）やフィードバックを通して、自らのリーダーシップ行動を改善することをめざす 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. キックオフ、企業紹介、企業説明を行う 

2. チームビルディングを行う＋振り返りの概念について学ぶ 

ＢＬ０の振り返りを行い、自分の成長課題を決定し、グループで共有する 

3. サーベイを企画する：定量調査と定性調査 

4. サーベイでわかったことを１０分程度のプレゼンにまとめ、他の班に報告する 

5. アイデアを創出の手法を試し、プランを広げる 

6. ポスターセッション予備セッション 

7. 中間発表（ポスターセッション）：１年生にも見学してもらい、フィードバックをもらう 

8. 教員＋ＳＡ・ＣＡ＋昨年度の受講生から１ＯＮ１でフィードバックをもらう 

9. 予選 

10. 予選 

11. 本選 

12. フィードバックを学び、グループ内にて相互フィードバックを実践する① 

13. フィードバックを学び、グループ内にて相互フィードバックを実践する② 

14. 課題解決プロセスを振りかえり、リーダーシップ改善の宣言を行う 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

グループで課題解決のための各種のプレゼンテーション準備、ディスカッションを必要とする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席、および、プロジェクトへの参加(50%)/課題解決のクオリティ(50%) 

基準割合は別途変更しうる可能性がある。その場合は授業中に明示する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

BLPに関するビデオ 

https://www.youtube.com/user/cobusinessrikkyo 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 321 - 

■BT619 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動またはその他／ＢＬ２ 

(Business Leadership 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ビジネスリーダーシップ２ー課題解決を通したリーダーシップ開発 

担当者名 

（Instructor） 
吉成 篤(YOSHINARI ATSUSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

経営学科：自動登録 

国際経営学科：「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

企業より提示された「課題解決」のプロセスを通して、自分のリーダーシップ行動に対するフィードバックを得て、それを改善するこ

とをめざす  

 

授業の内容（Course Contents） 

クライアント企業より課題を提示してもらう。その課題を、グループで解決し、プレゼンを完成させる。そのプロセス上生じた各種の

コンフリクト、出来事への内省（振り返り）やフィードバックを通して、自らのリーダーシップ行動を改善することをめざす 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. キックオフ、企業紹介、企業説明を行う 

2. チームビルディングを行う＋振り返りの概念について学ぶ 

ＢＬ０の振り返りを行い、自分の成長課題を決定し、グループで共有する 

3. サーベイを企画する：定量調査と定性調査 

4. サーベイでわかったことを１０分程度のプレゼンにまとめ、他の班に報告する 

5. アイデアを創出の手法を試し、プランを広げる 

6. ポスターセッション予備セッション 

7. 中間発表（ポスターセッション）：１年生にも見学してもらい、フィードバックをもらう 

8. 教員＋ＳＡ・ＣＡ＋昨年度の受講生から１ＯＮ１でフィードバックをもらう 

9. 予選 

10. 予選 

11. 本選 

12. フィードバックを学び、グループ内にて相互フィードバックを実践する① 

13. フィードバックを学び、グループ内にて相互フィードバックを実践する② 

14. 課題解決プロセスを振りかえり、リーダーシップ改善の宣言を行う 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

グループで課題解決のための各種のプレゼンテーション準備、ディスカッションを必要とする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席、および、プロジェクトへの参加(50%)/課題解決のクオリティ(50%) 

基準割合は別途変更しうる可能性がある。その場合は授業中に明示する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

BLPに関するビデオ 

https://www.youtube.com/user/cobusinessrikkyo 

 

注意事項（Notice） 
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■BT620 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動またはその他／ＢＬ２ 

(Business Leadership 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ビジネスリーダーシップ２ー課題解決を通したリーダーシップ開発 

担当者名 

（Instructor） 
宮本 竜弥(MIYAMOTO TATSUYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

経営学科：自動登録 

国際経営学科：「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

企業より提示された「課題解決」のプロセスを通して、自分のリーダーシップ行動に対するフィードバックを得て、それを改善するこ

とをめざす  

 

授業の内容（Course Contents） 

クライアント企業より課題を提示してもらう。その課題を、グループで解決し、プレゼンを完成させる。そのプロセス上生じた各種の

コンフリクト、出来事への内省（振り返り）やフィードバックを通して、自らのリーダーシップ行動を改善することをめざす 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. キックオフ、企業紹介、企業説明を行う 

2. チームビルディングを行う＋振り返りの概念について学ぶ 

ＢＬ０の振り返りを行い、自分の成長課題を決定し、グループで共有する 

3. サーベイを企画する：定量調査と定性調査 

4. サーベイでわかったことを１０分程度のプレゼンにまとめ、他の班に報告する 

5. アイデアを創出の手法を試し、プランを広げる 

6. ポスターセッション予備セッション 

7. 中間発表（ポスターセッション）：１年生にも見学してもらい、フィードバックをもらう 

8. 教員＋ＳＡ・ＣＡ＋昨年度の受講生から１ＯＮ１でフィードバックをもらう 

9. 予選 

10. 予選 

11. 本選 

12. フィードバックを学び、グループ内にて相互フィードバックを実践する① 

13. フィードバックを学び、グループ内にて相互フィードバックを実践する② 

14. 課題解決プロセスを振りかえり、リーダーシップ改善の宣言を行う 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

グループで課題解決のための各種のプレゼンテーション準備、ディスカッションを必要とする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席、および、プロジェクトへの参加(50%)/課題解決のクオリティ(50%) 

基準割合は別途変更しうる可能性がある。その場合は授業中に明示する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

BLPに関するビデオ 

https://www.youtube.com/user/cobusinessrikkyo 

 

注意事項（Notice） 
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■BT621 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動またはその他／ＢＬ２ 

(Business Leadership 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ビジネスリーダーシップ２ー課題解決を通したリーダーシップ開発 

担当者名 

（Instructor） 
谷口 潤(TANIGUCHI JUN) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

経営学科：自動登録 

国際経営学科：「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

企業より提示された「課題解決」のプロセスを通して、自分のリーダーシップ行動に対するフィードバックを得て、それを改善するこ

とをめざす  

 

授業の内容（Course Contents） 

クライアント企業より課題を提示してもらう。その課題を、グループで解決し、プレゼンを完成させる。そのプロセス上生じた各種の

コンフリクト、出来事への内省（振り返り）やフィードバックを通して、自らのリーダーシップ行動を改善することをめざす 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. キックオフ、企業紹介、企業説明を行う 

2. チームビルディングを行う＋振り返りの概念について学ぶ 

ＢＬ０の振り返りを行い、自分の成長課題を決定し、グループで共有する 

3. サーベイを企画する：定量調査と定性調査 

4. サーベイでわかったことを１０分程度のプレゼンにまとめ、他の班に報告する 

5. アイデアを創出の手法を試し、プランを広げる 

6. ポスターセッション予備セッション 

7. 中間発表（ポスターセッション）：１年生にも見学してもらい、フィードバックをもらう 

8. 教員＋ＳＡ・ＣＡ＋昨年度の受講生から１ＯＮ１でフィードバックをもらう 

9. 予選 

10. 予選 

11. 本選 

12. フィードバックを学び、グループ内にて相互フィードバックを実践する① 

13. フィードバックを学び、グループ内にて相互フィードバックを実践する② 

14. 課題解決プロセスを振りかえり、リーダーシップ改善の宣言を行う 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

グループで課題解決のための各種のプレゼンテーション準備、ディスカッションを必要とする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席、および、プロジェクトへの参加(50%)/課題解決のクオリティ(50%) 

基準割合は別途変更しうる可能性がある。その場合は授業中に明示する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

BLPに関するビデオ 

https://www.youtube.com/user/cobusinessrikkyo 

 

注意事項（Notice） 
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■BT622 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動またはその他／ＢＬ２ 

(Business Leadership 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ビジネスリーダーシップ２ー課題解決を通したリーダーシップ開発 

担当者名 

（Instructor） 
留岡 一美(TOMEOKA KAZUYOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

経営学科：自動登録 

国際経営学科：「その他」登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

企業より提示された「課題解決」のプロセスを通して、自分のリーダーシップ行動に対するフィードバックを得て、それを改善するこ

とをめざす  

 

授業の内容（Course Contents） 

クライアント企業より課題を提示してもらう。その課題を、グループで解決し、プレゼンを完成させる。そのプロセス上生じた各種の

コンフリクト、出来事への内省（振り返り）やフィードバックを通して、自らのリーダーシップ行動を改善することをめざす 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. キックオフ、企業紹介、企業説明を行う 

2. チームビルディングを行う＋振り返りの概念について学ぶ 

ＢＬ０の振り返りを行い、自分の成長課題を決定し、グループで共有する 

3. サーベイを企画する：定量調査と定性調査 

4. サーベイでわかったことを１０分程度のプレゼンにまとめ、他の班に報告する 

5. アイデアを創出の手法を試し、プランを広げる 

6. ポスターセッション予備セッション 

7. 中間発表（ポスターセッション）：１年生にも見学してもらい、フィードバックをもらう 

8. 教員＋ＳＡ・ＣＡ＋昨年度の受講生から１ＯＮ１でフィードバックをもらう 

9. 予選 

10. 予選 

11. 本選 

12. フィードバックを学び、グループ内にて相互フィードバックを実践する① 

13. フィードバックを学び、グループ内にて相互フィードバックを実践する② 

14. 課題解決プロセスを振りかえり、リーダーシップ改善の宣言を行う 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

グループで課題解決のための各種のプレゼンテーション準備、ディスカッションを必要とする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席、および、プロジェクトへの参加(50%)/課題解決のクオリティ(50%) 

基準割合は別途変更しうる可能性がある。その場合は授業中に明示する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

BLPに関するビデオ 

https://www.youtube.com/user/cobusinessrikkyo 

 

注意事項（Notice） 
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■BT625 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ＢＬ３―Ａ 

(Business Leadership 3-A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
経験＋理論＝使えるリーダーシップ持論構築 

担当者名 

（Instructor） 
稲垣 憲治(INAGAKI KENJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

リーダーシップを発揮するためには，自分なりに構築した，いわゆるリーダーシップの持論が役に立つ。この持論を構築するため

には，日々の経験を積み重ねることに加えて，リーダーシップに関わる様々な理論を知ることが必要となる。 

理論と経験から構築した持論を日常で実践できるようにすることが目標。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業では，リーダーシップの持論構築やリーダーシップの発揮に役立つような組織行動にまつわる理論の学習と，プロジェクト

ワーク，継続した自己成長のための課題を行う。 

授業計画は変更になる場合があります。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. プロジェクト計画／サンプル WS 

3. 受講生チームによる WSその１ 

4. 受講生チームによる WSその２ 

5. 受講生チームによる WSその３ 

6. 受講生チームによる WSその４ 

7. 中間振り返り 

8. 受講生チームによる WSその５ 

9. 受講生チームによる WSその６ 

10. 受講生チームによる WSその７ 

11. 受講生チームによる WSその 8 

12. 目標設定ワーク 

13. 行動振り返り 

14. 自分開発の達成を祝う 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

自分のリーダーシップ持論をまとめておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業中のアウトプット（発言・グループワークの成果）(60%)/課題提出状況（期限・内容）(40%) 

欠席３回でＤ評価 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 日向野幹也、2013、『大学教育アントレプレナーシップ―新時代のリーダーシップの涵養』、ナカニシヤ出版 (ISBN:978-

4779507755) 

その他は授業中に，適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BT626 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ＢＬ３―Ｂ 

(Business Leadership 3-B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
リーダーシップ・コミュニケーション 

担当者名 

（Instructor） 

折口 みゆき(ORIGUCHI MIYUKI) 

舘野 泰一(TATENO YOSHIKAZU) 

学期 

（Semester） 
秋学期１(Fall Semester 1) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

一人ひとりがリーダーシップを発揮するために必要なコミュニケーション能力を涵養する。この授業では、行動が生み出される内

側の「起点」に着目し、望む関係性や現実を創造する力を高めることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

BL3-B（リーダーシップ・コミュニケーション）の授業は、単なるコミュニケーションスキルの授業ではありません。何をどう話すか・

聴くかではなく、どんなスタンスに基づいてコミュニケーションをするかを学び、実践する授業です。そのため、自分の内側を丁寧

に観察し、自分のあり方を理解した上で、必要な意識変容を起こしていきます。それによって、望む関係性や現実を創り出すこと

ができる力を高めていく授業です。 

 

またこの授業は、マサチューセッツ工科大学上級講師、オットー・シャーマー博士が提唱した U 理論（過去の延長上になり変容や

イノベーションをもたらすためのプロセス）をベースとした授業です。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. SS1:これからの時代に必要なリーダーシップ・コミュニケーション① 

2. SS1:これからの時代に必要なリーダーシップ・コミュニケーション② 

3. SS2:事実を観る① 

4. SS2:事実を観る② 

5. SS3:現実を創り出す起点を知る 

6. SS3:感情とニーズ 

7. SS4:感情とニーズを活用したコミュニケーション① 

8. SS4:感情とニーズを活用したコミュニケーション② 

9. SS5:グループコミュニケーション① 

10. SS5:グループコミュニケーション② 

11. SS6:メンタルモデルの探求① 

12. SS6:メンタルモデルの探求② 

13. SS7:起点を源から選択し、新しい現実を創る 

14. SS7:リーダーシップ・コミュニケーションの振り返り 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

週 1-2 時間程度 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業中のアウトプット（発言・発表・質疑応答）(40%)/提出物(40%)/最終レポート(Final Report)(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. C・オットー・シャーマー、2017、『U理論［第二版］―過去や偏見にとらわれず、本当に必要な「変化」を生み出す技術』、英治出

版 (ISBN:4862762476) 

2. C・オットー・シャーマー、2015、『出現する未来から導く―Ｕ理論で自己と組織、社会のシステムを変革する』、英治出版 

(ISBN:486276178X) 

3. ジョセフ・ジャウォースキー、2013、『源泉―知を創造するリーダーシップ』、英治出版 (ISBN:4862761453) 
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4. 中土井僚、2014、『人と組織の問題を劇的に解決する U理論入門』、PHP研究所 (ISBN:4569814611) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

火曜日 5 限＋6 限×7 回の授業です。そのためクラスは前半組（秋 1）と後半組（秋 2）の 2 クラスとなります。 

 

注意事項（Notice） 
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■BT627 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ＢＬ３―Ｂ 

(Business Leadership 3-B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
リーダーシップ・コミュニケーション 

担当者名 

（Instructor） 

折口 みゆき(ORIGUCHI MIYUKI) 

舘野 泰一(TATENO YOSHIKAZU) 

学期 

（Semester） 
秋学期２(Fall Semester 2) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

一人ひとりがリーダーシップを発揮するために必要なコミュニケーション能力を涵養する。この授業では、行動が生み出される内

側の「起点」に着目し、望む関係性や現実を創造する力を高めることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

BL3-B（リーダーシップ・コミュニケーション）の授業は、単なるコミュニケーションスキルの授業ではありません。何をどう話すか・

聴くかではなく、どんなスタンスに基づいてコミュニケーションをするかを学び、実践する授業です。そのため、自分の内側を丁寧

に観察し、自分のあり方を理解した上で、必要な意識変容を起こしていきます。それによって、望む関係性や現実を創り出すこと

ができる力を高めていく授業です。 

 

またこの授業は、マサチューセッツ工科大学上級講師、オットー・シャーマー博士が提唱した U 理論（過去の延長上になり変容や

イノベーションをもたらすためのプロセス）をベースとした授業です。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. SS1:これからの時代に必要なリーダーシップ・コミュニケーション① 

2. SS1:これからの時代に必要なリーダーシップ・コミュニケーション② 

3. SS2:事実を観る① 

4. SS2:事実を観る② 

5. SS3:現実を創り出す起点を知る 

6. SS3:感情とニーズ 

7. SS4:感情とニーズを活用したコミュニケーション① 

8. SS4:感情とニーズを活用したコミュニケーション② 

9. SS5:グループコミュニケーション① 

10. SS5:グループコミュニケーション② 

11. SS6:メンタルモデルの探求① 

12. SS6:メンタルモデルの探求② 

13. SS7:起点を源から選択し、新しい現実を創る 

14. SS7:リーダーシップ・コミュニケーションの振り返り 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

週 1-2 時間程度 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業中のアウトプット（発言・発表・質疑応答）(40%)/提出物(40%)/最終レポート(Final Report)(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. C・オットー・シャーマー、2017、『U理論［第二版］―過去や偏見にとらわれず、本当に必要な「変化」を生み出す技術』、英治出

版 (ISBN:4862762476) 

2. C・オットー・シャーマー、2015、『出現する未来から導く―Ｕ理論で自己と組織、社会のシステムを変革する』、英治出版 

(ISBN:486276178X) 

3. ジョセフ・ジャウォースキー、2013、『源泉―知を創造するリーダーシップ』、英治出版 (ISBN:4862761453) 
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4. 中土井僚、2014、『人と組織の問題を劇的に解決する U理論入門』、PHP研究所 (ISBN:4569814611) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

火曜日 5 限＋6 限×7 回の授業です。そのためクラスは前半組（秋 1）と後半組（秋 2）の 2 クラスとなります。 

 

注意事項（Notice） 
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■BT628 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ＢＬ３―Ｃ 

(Business Leadership 3-C) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
実践で学ぶ論理思考 

担当者名 

（Instructor） 

舘野 泰一(TATENO YOSHIKAZU) 

高橋 俊之(TAKAHASHI TOSHIYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

BL1 で学んだことを無意識にやれるレベルになる。また考える瞬発力と持久力を高める。この結果「つかむ」「見抜く」「トンがる」

「動かす」力を高める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

BL1 で入り口に立った論理思考に思い切り取り組む。ビジネス、日常、社会的なイシュー、そして自分自身 を題材にして、論理思

考を 24 時間使えるものにしていく。とりわけ後半はキャリアビジョンを考えながら論理思考を高めて行く。以下のテーマを中心に

展開する予定。 

 ・つかむ-ものごとの全体像をつかむ 

 ・見抜く-ポイント、隠れた真実を見抜く 

 ・トンがる-トンがったアイディアを出す 

 ・動かす-心まで動かすロジックを考える 

なお、よくイメージされる「コンサルの美しい技法」を教わるのではない。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. キックオフ、目的を押さえる 

2. 目的を押さえて本質的な結果を出す 

3. 目的を押さえて本質的な結果を出す 

4. メカニズム思考（中級） 

5. メカニズム思考（自己課題） 

6. 説得（中級） 

7. 説得（中級） 

8. 本質を探る 

9. 意味の大きい解釈を引き出す（キャリアビジョン） 

10. 意味の大きい解釈を引き出す（キャリアビジョン） 

11. 思考を統合する＆人を心から動かす文章を書く（キャリアビジョン） 

12. キャリアビジョンを踏まえたプロジェクト企画 

13. キャリアビジョンを踏まえたプロジェクト企画 

14. プロジェクト企画、まとめ＆振り返り 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

課題はクラス用のメーリングリストにて告知の予定。振り返り等クラス用の Facebookグループ内で取り組むものもある。準備は

ハード。しぶとく考える覚悟がなければ成果も評価も得られない。各回 2 時間以上は必要となる。しかし、とことん取り組む人には

エキサイティングな体験になるだろう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業中の発表・討議(40%)/毎回の授業で出される提出課題(60%) 

成果達成にはクラスを一緒に作って行くリーダーシップが不可欠なので、その姿勢も評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

クラス定員は 1 クラス 24 名。応募多数の場合は応募動機により選考。また、キャリアビジョン探求を主要な題材にするため、この

ことへの関心の高さ、自分の内面を掘り下げることへの意欲、そして自分をクラスメートに理解してもらうことへの意欲が必要にな
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る。 

なお、BL1 の SAに応募する者はこのクラスを事前に受講していることが望ましい。 

 

注意事項（Notice） 
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■BT630 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ＢＬ３―Ｃ 

(Business Leadership 3-C) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
実践で学ぶ論理思考 

担当者名 

（Instructor） 

高橋 俊之(TAKAHASHI TOSHIYUKI) 

2018 年 6 月 13 日付変更（変更理由：担当者変更のため） 

[変更前]海老原 一司(EBIHARA HITOSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

BL1 で学んだことを無意識にやれるレベルになる。また考える瞬発力と持久力を高める。この結果「つかむ」「見抜く」「トンがる」

「動かす」力を高める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

BL1 で入り口に立った論理思考に思い切り取り組む。ビジネス、日常、社会的なイシュー、そして自分自身 を題材にして、論理思

考を 24 時間使えるものにしていく。とりわけ後半はキャリアビジョンを考えながら論理思考を高めて行く。以下のテーマを中心に

展開する予定。 

 ・つかむ-ものごとの全体像をつかむ 

 ・見抜く-ポイント、隠れた真実を見抜く 

 ・トンがる-トンがったアイディアを出す 

 ・動かす-心まで動かすロジックを考える 

なお、よくイメージされる「コンサルの美しい技法」を教わるのではない。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. キックオフ、目的を押さえる 

2. 目的を押さえて本質的な結果を出す 

3. 目的を押さえて本質的な結果を出す 

4. メカニズム思考（中級） 

5. メカニズム思考（自己課題） 

6. 説得（中級） 

7. 説得（中級） 

8. 本質を探る 

9. 意味の大きい解釈を引き出す（キャリアビジョン） 

10. 意味の大きい解釈を引き出す（キャリアビジョン） 

11. 思考を統合する＆人を心から動かす文章を書く（キャリアビジョン） 

12. キャリアビジョンを踏まえたプロジェクト企画 

13. キャリアビジョンを踏まえたプロジェクト企画 

14. プロジェクト企画、まとめ＆振り返り 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

課題はクラス用のメーリングリストにて告知の予定。振り返り等クラス用の Facebookグループ内で取り組むものもある。準備は

ハード。しぶとく考える覚悟がなければ成果も評価も得られない。各回 2 時間以上は必要となる。しかし、とことん取り組む人には

エキサイティングな体験になるだろう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業中の発表・討議(40%)/毎回の授業で出される提出課題(60%) 

成果達成にはクラスを一緒に作って行くリーダーシップが不可欠なので、その姿勢も評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

クラス定員は 1 クラス 24 名。応募多数の場合は応募動機により選考。また、キャリアビジョン探求を主要な題材にするため、この
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ことへの関心の高さ、自分の内面を掘り下げることへの意欲、そして自分をクラスメートに理解してもらうことへの意欲が必要にな

る。 

なお、BL1 の SAに応募する者はこのクラスを事前に受講していることが望ましい。 

 

注意事項（Notice） 
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■BT631 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ＢＬ４ 

(Business Leadership 4) 

担当者名 

（Instructor） 

長田 太郎(OSADA TARO) 

舘野 泰一(TATENO YOSHIKAZU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

チームで問題を構造的に捉え、解決策を考える事を通じて、実際の社会への架け橋として多様なメンバー間にてビジネスリーダ

ーシップを発揮できるように自己認知とリーダーシップの改善を行う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

専門性が違うメンバーとチームを作り、学部学科の枠を超え実社会に近い状態で釈迦へのブリッジを目指す授業を行う。具体的

には「問題解決」と「リーダーシップ」を学ぶことを通じて社会人としての必要な力を身に付ける。 

□問題解決 

-問題解決策の立案 

チームでの真の問題の特定と解決策の立案を行う。自分の思いや思い込みによる提案ではなく、相手   

の立場に立ち問題を捉え、自身の所属するチームならではの解決策を立案する。 

 -提示した解決策の実施 

  チームで立案したプランをクライアント企業様のご協力のもと可能な範囲で実行に移し， 

実施するからこそ分かる困難や欠落していた視点を得る。 

□リーダーシップ 

・他者から見た自己について客観的にとらえ、多様性の中でチームへどの様に貢献を行うかについて 

考え実践し、振返りを行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オープニング（自己分析をしてリーダーシップの振返る） 

2. クライント企業及びその課題にについて考える 

3. チームビルディング、課題のメカニズムを考える、定性調査計画 

4. メカニズムの再定義 

5. グループワーク 

6. 中間発表（解決策をプレゼンテーション） 

7. チーム活動及びリーダーシップ振り返り 

8. 後半キックオフ（アクションプラン策定） 

9. アクションプラン実施報告及び相談 

10. アクションプラン実施報告及び相談 

11. 中間報告プレゼンテーション 

12. プレゼンテーション準備 

13. ファイナルプレゼンテーション 

14. リーダーシップ振り返り 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回個人又は、チームでの課題がある。 

（2～3 時間程度。ただし、中間・最終発表前はもう少し時間を要する場合がある） 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

クラス内におけるリーダーシップ(20%)/チーム内におけるリーダーシップ(20%)/提案・プレゼンテーション(30%)/個人課題・パフォー

マンス(15%)/自己のリーダーシップ改善(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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多様性の中でのリーダーシップを目的とし，４年次生および他学部生の履修も可とする。 

他学部生の場合は，BLP履修歴は問わず書類（および必要に応じて面談）により選考する。 

 

注意事項（Notice） 
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■BT651 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動またはその他／ＥＡＰ１ 

(English for Academic Purposes 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Academic English preparation course for students moving to English-mediated classes 

担当者名 

（Instructor） 
ドノヴァン，Ｈ(DONOVAN,HERBERT A.) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU1611 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 

経営学科：「その他」登録 

国際経営学科：自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

By the completion of this course, students will be able to: 

- use basic academic vocabulary in written and spoken texts 

- understand the main points of short multimedia texts related to leadership and business 

- take accurate notes from short multimedia texts related to leadership and business 

- paraphrase and summarize the main content of short texts related to leadership and business 

- write short academic essays on topics related to leadership and business 

- give short academic presentations on topics related to leadership and business 

- participate in discussions on topics related to leadership and business 

- ask and answer simple questions at the end of short presentations to the class  

- develop arguments with support from trustworthy outside sources 

- introduce, summarize, and cite outside sources in short presentations and written reports 

- demonstrate and introduce basic knowledge about leadership in discussion and short academic texts 

 

授業の内容（Course Contents） 

EAP 1 is designed to help students learn academic English skills via general content (with some business focus). It is the first 

step in the BBL program, which is followed by EAP 2 (which examines more academic content), and ESP (which moves into 

specialized business content). 

 

Students will study topics related to business and the BBL program goals. Activities include the following: 

- Read about and discuss issues related to business and global issues 

- Present summaries of news articles to classmates 

- Listen to videos and speeches related to business and global issues 

- Research, write, and present on business and global issues 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Course Information, Writing skills: Purpose 

2. Note taking presentations and Library research 

3. Writing skills: Summaries, Reading discussion introduction 

4. Presentation skills, Reading discussion 1 

5. Writing skills: Paragraphs and responses 

6. Presentation skills, Listening discussion 1 

7. Writing skills: Essays and Introductions 

8. Writing skills: Conclusions, sources & citations 

9. Outline presentations 

10. Outline presentations 

11. Writing skills: Proofreading, avoiding plagiarism 

12. Guest Lecture 

13. Essay feedback and review session 

14. Vocabulary test, final Class Administration 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students will be required to complete preparatory activities using online resources 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Academic Writing(35%)/Worksheets(12%)/Presentation(10%)/Discussion workbooks(20%)/Proficiency and Vocabulary 

Tests(15%)/Participation and Homework(8%) 

Unexcused absences and poor participation will detract from your grade. Please note that 4 absences will result in failure of the 
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course. Written assignments and worksheets handed in late will be penalized (10% per day). However, Reading and listening 

discussion worksheets will not be accepted late. 

 

テキスト（Textbooks） 

No text is set for this course. All course materials will be provided. 

 

参考文献（Readings） 

Any additional readings will be distributed in class. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Students will use an online Learning Management System to submit essay and academic writing assignments. They will also 

have access to online resources for vocabulary study. 

 

注意事項（Notice） 
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■BT652 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動またはその他／ＥＡＰ１ 

(English for Academic Purposes 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Academic English preparation course for students moving to English-mediated classes 

担当者名 

（Instructor） 
セルべ,モナ(SYRBE,MONA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU1611 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 

経営学科：「その他」登録 

国際経営学科：自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

By the completion of this course, students will be able to: 

- use basic academic vocabulary in written and spoken texts 

- understand the main points of short multimedia texts related to leadership and business 

- take accurate notes from short multimedia texts related to leadership and business 

- paraphrase and summarize the main content of short texts related to leadership and business 

- write short academic essays on topics related to leadership and business 

- give short academic presentations on topics related to leadership and business 

- participate in discussions on topics related to leadership and business 

- ask and answer simple questions at the end of short presentations to the class  

- develop arguments with support from trustworthy outside sources 

- introduce, summarize, and cite outside sources in short presentations and written reports 

- demonstrate and introduce basic knowledge about leadership in discussion and short academic texts 

 

授業の内容（Course Contents） 

EAP 1 is designed to help students learn academic English skills via general content (with some business focus). It is the first 

step in the BBL program, which is followed by EAP 2 (which examines more academic content), and ESP (which moves into 

specialized business content). 

 

Students will study topics related to business and the BBL program goals. Activities include the following: 

- Read about and discuss issues related to business and global issues 

- Present summaries of news articles to classmates 

- Listen to videos and speeches related to business and global issues 

- Research, write, and present on business and global issues 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Course Information, Writing skills: Purpose 

2. Note taking presentations and Library research 

3. Writing skills: Summaries, Reading discussion introduction 

4. Presentation skills, Reading discussion 1 

5. Writing skills: Paragraphs and responses 

6. Presentation skills, Listening discussion 1 

7. Writing skills: Essays and Introductions 

8. Writing skills: Conclusions, sources & citations 

9. Outline presentations 

10. Outline presentations 

11. Writing skills: Proofreading, avoiding plagiarism 

12. Guest Lecture 

13. Essay feedback and review session 

14. Vocabulary test, final Class Administration 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students will be required to complete preparatory activities using online resources 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Academic Writing(35%)/Worksheets(12%)/Presentation(10%)/Discussion workbooks(20%)/Proficiency and Vocabulary 

Tests(15%)/Participation and Homework(8%) 

Unexcused absences and poor participation will detract from your grade. Please note that 4 absences will result in failure of the 
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course. Written assignments and worksheets handed in late will be penalized (10% per day). However, Reading and listening 

discussion worksheets will not be accepted late. 

 

テキスト（Textbooks） 

No text is set for this course. All course materials will be provided. 

 

参考文献（Readings） 

Any additional readings will be distributed in class. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Students will use an online Learning Management System to submit essay and academic writing assignments. They will also 

have access to online resources for vocabulary study. 

 

注意事項（Notice） 
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■BT653 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動またはその他／ＥＡＰ１ 

(English for Academic Purposes 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Academic English preparation course for students moving to English-mediated classes 

担当者名 

（Instructor） 
トンプソン，Ｇ(THOMPSON GENE ROBERT) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU1611 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 

経営学科：「その他」登録 

国際経営学科：自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

By the completion of this course, students will be able to: 

- use basic academic vocabulary in written and spoken texts 

- understand the main points of short multimedia texts related to leadership and business 

- take accurate notes from short multimedia texts related to leadership and business 

- paraphrase and summarize the main content of short texts related to leadership and business 

- write short academic essays on topics related to leadership and business 

- give short academic presentations on topics related to leadership and business 

- participate in discussions on topics related to leadership and business 

- ask and answer simple questions at the end of short presentations to the class  

- develop arguments with support from trustworthy outside sources 

- introduce, summarize, and cite outside sources in short presentations and written reports 

- demonstrate and introduce basic knowledge about leadership in discussion and short academic texts 

 

授業の内容（Course Contents） 

EAP 1 is designed to help students learn academic English skills via general content (with some business focus). It is the first 

step in the BBL program, which is followed by EAP 2 (which examines more academic content), and ESP (which moves into 

specialized business content). 

 

Students will study topics related to business and the BBL program goals. Activities include the following: 

- Read about and discuss issues related to business and global issues 

- Present summaries of news articles to classmates 

- Listen to videos and speeches related to business and global issues 

- Research, write, and present on business and global issues 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Course Information, Writing skills: Purpose 

2. Note taking presentations and Library research 

3. Writing skills: Summaries, Reading discussion introduction 

4. Presentation skills, Reading discussion 1 

5. Writing skills: Paragraphs and responses 

6. Presentation skills, Listening discussion 1 

7. Writing skills: Essays and Introductions 

8. Writing skills: Conclusions, sources & citations 

9. Outline presentations 

10. Outline presentations 

11. Writing skills: Proofreading, avoiding plagiarism 

12. Guest Lecture 

13. Essay feedback and review session 

14. Vocabulary test, final Class Administration 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students will be required to complete preparatory activities using online resources 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Academic Writing(35%)/Worksheets(12%)/Presentation(10%)/Discussion workbooks(20%)/Proficiency and Vocabulary 

Tests(15%)/Participation and Homework(8%) 

Unexcused absences and poor participation will detract from your grade. Please note that 4 absences will result in failure of the 
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course. Written assignments and worksheets handed in late will be penalized (10% per day). However, Reading and listening 

discussion worksheets will not be accepted late. 

 

テキスト（Textbooks） 

No text is set for this course. All course materials will be provided. 

 

参考文献（Readings） 

Any additional readings will be distributed in class. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Students will use an online Learning Management System to submit essay and academic writing assignments. They will also 

have access to online resources for vocabulary study. 

 

注意事項（Notice） 
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■BT655 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動またはその他／ＥＡＰ１ 

(English for Academic Purposes 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Academic English preparation course for students moving to English-mediated classes 

担当者名 

（Instructor） 
リース，ネリス(REES,NERYS) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU1611 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 

経営学科：「その他」登録 

国際経営学科：自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

By the completion of this course, students will be able to: 

- use basic academic vocabulary in written and spoken texts 

- understand the main points of short multimedia texts related to leadership and business 

- take accurate notes from short multimedia texts related to leadership and business 

- paraphrase and summarize the main content of short texts related to leadership and business 

- write short academic essays on topics related to leadership and business 

- give short academic presentations on topics related to leadership and business 

- participate in discussions on topics related to leadership and business 

- ask and answer simple questions at the end of short presentations to the class  

- develop arguments with support from trustworthy outside sources 

- introduce, summarize, and cite outside sources in short presentations and written reports 

- demonstrate and introduce basic knowledge about leadership in discussion and short academic texts 

 

授業の内容（Course Contents） 

EAP 1 is designed to help students learn academic English skills via general content (with some business focus). It is the first 

step in the BBL program, which is followed by EAP 2 (which examines more academic content), and ESP (which moves into 

specialized business content). 

 

Students will study topics related to business and the BBL program goals. Activities include the following: 

- Read about and discuss issues related to business and global issues 

- Present summaries of news articles to classmates 

- Listen to videos and speeches related to business and global issues 

- Research, write, and present on business and global issues 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Course Information, Writing skills: Purpose 

2. Note taking presentations and Library research 

3. Writing skills: Summaries, Reading discussion introduction 

4. Presentation skills, Reading discussion 1 

5. Writing skills: Paragraphs and responses 

6. Presentation skills, Listening discussion 1 

7. Writing skills: Essays and Introductions 

8. Writing skills: Conclusions, sources & citations 

9. Outline presentations 

10. Outline presentations 

11. Writing skills: Proofreading, avoiding plagiarism 

12. Guest Lecture 

13. Essay feedback and review session 

14. Vocabulary test, final Class Administration 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students will be required to complete preparatory activities using online resources 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Academic Writing(35%)/Worksheets(12%)/Presentation(10%)/Discussion workbooks(20%)/Proficiency and Vocabulary 

Tests(15%)/Participation and Homework(8%) 

Unexcused absences and poor participation will detract from your grade. Please note that 4 absences will result in failure of the 
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course. Written assignments and worksheets handed in late will be penalized (10% per day). However, Reading and listening 

discussion worksheets will not be accepted late. 

 

テキスト（Textbooks） 

No text is set for this course. All course materials will be provided. 

 

参考文献（Readings） 

Any additional readings will be distributed in class. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Students will use an online Learning Management System to submit essay and academic writing assignments. They will also 

have access to online resources for vocabulary study. 

 

注意事項（Notice） 
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■BT656 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動またはその他／ＥＡＰ１ 

(English for Academic Purposes 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Academic English preparation course for students moving to English-mediated classes 

担当者名 

（Instructor） 
ドノヴァン，Ｈ(DONOVAN,HERBERT A.) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU1611 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 

経営学科：「その他」登録 

国際経営学科：自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

By the completion of this course, students will be able to: 

- use basic academic vocabulary in written and spoken texts 

- understand the main points of short multimedia texts related to leadership and business 

- take accurate notes from short multimedia texts related to leadership and business 

- paraphrase and summarize the main content of short texts related to leadership and business 

- write short academic essays on topics related to leadership and business 

- give short academic presentations on topics related to leadership and business 

- participate in discussions on topics related to leadership and business 

- ask and answer simple questions at the end of short presentations to the class  

- develop arguments with support from trustworthy outside sources 

- introduce, summarize, and cite outside sources in short presentations and written reports 

- demonstrate and introduce basic knowledge about leadership in discussion and short academic texts 

 

授業の内容（Course Contents） 

EAP 1 is designed to help students learn academic English skills via general content (with some business focus). It is the first 

step in the BBL program, which is followed by EAP 2 (which examines more academic content), and ESP (which moves into 

specialized business content). 

 

Students will study topics related to business and the BBL program goals. Activities include the following: 

- Read about and discuss issues related to business and global issues 

- Present summaries of news articles to classmates 

- Listen to videos and speeches related to business and global issues 

- Research, write, and present on business and global issues 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Course Information, Writing skills: Purpose 

2. Note taking presentations and Library research 

3. Writing skills: Summaries, Reading discussion introduction 

4. Presentation skills, Reading discussion 1 

5. Writing skills: Paragraphs and responses 

6. Presentation skills, Listening discussion 1 

7. Writing skills: Essays and Introductions 

8. Writing skills: Conclusions, sources & citations 

9. Outline presentations 

10. Outline presentations 

11. Writing skills: Proofreading, avoiding plagiarism 

12. Guest Lecture 

13. Essay feedback and review session 

14. Vocabulary test, final Class Administration 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students will be required to complete preparatory activities using online resources 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Academic Writing(35%)/Worksheets(12%)/Presentation(10%)/Discussion workbooks(20%)/Proficiency and Vocabulary 

Tests(15%)/Participation and Homework(8%) 

Unexcused absences and poor participation will detract from your grade. Please note that 4 absences will result in failure of the 
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course. Written assignments and worksheets handed in late will be penalized (10% per day). However, Reading and listening 

discussion worksheets will not be accepted late. 

 

テキスト（Textbooks） 

No text is set for this course. All course materials will be provided. 

 

参考文献（Readings） 

Any additional readings will be distributed in class. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Students will use an online Learning Management System to submit essay and academic writing assignments. They will also 

have access to online resources for vocabulary study. 

 

注意事項（Notice） 
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■BT657 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動またはその他／ＥＡＰ１ 

(English for Academic Purposes 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Academic English preparation course for students moving to English-mediated classes 

担当者名 

（Instructor） 
セルべ,モナ(SYRBE,MONA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU1611 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 

経営学科：「その他」登録 

国際経営学科：自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

By the completion of this course, students will be able to: 

- use basic academic vocabulary in written and spoken texts 

- understand the main points of short multimedia texts related to leadership and business 

- take accurate notes from short multimedia texts related to leadership and business 

- paraphrase and summarize the main content of short texts related to leadership and business 

- write short academic essays on topics related to leadership and business 

- give short academic presentations on topics related to leadership and business 

- participate in discussions on topics related to leadership and business 

- ask and answer simple questions at the end of short presentations to the class  

- develop arguments with support from trustworthy outside sources 

- introduce, summarize, and cite outside sources in short presentations and written reports 

- demonstrate and introduce basic knowledge about leadership in discussion and short academic texts 

 

授業の内容（Course Contents） 

EAP 1 is designed to help students learn academic English skills via general content (with some business focus). It is the first 

step in the BBL program, which is followed by EAP 2 (which examines more academic content), and ESP (which moves into 

specialized business content). 

 

Students will study topics related to business and the BBL program goals. Activities include the following: 

- Read about and discuss issues related to business and global issues 

- Present summaries of news articles to classmates 

- Listen to videos and speeches related to business and global issues 

- Research, write, and present on business and global issues 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Course Information, Writing skills: Purpose 

2. Note taking presentations and Library research 

3. Writing skills: Summaries, Reading discussion introduction 

4. Presentation skills, Reading discussion 1 

5. Writing skills: Paragraphs and responses 

6. Presentation skills, Listening discussion 1 

7. Writing skills: Essays and Introductions 

8. Writing skills: Conclusions, sources & citations 

9. Outline presentations 

10. Outline presentations 

11. Writing skills: Proofreading, avoiding plagiarism 

12. Guest Lecture 

13. Essay feedback and review session 

14. Vocabulary test, final Class Administration 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students will be required to complete preparatory activities using online resources 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Academic Writing(35%)/Worksheets(12%)/Presentation(10%)/Discussion workbooks(20%)/Proficiency and Vocabulary 

Tests(15%)/Participation and Homework(8%) 

Unexcused absences and poor participation will detract from your grade. Please note that 4 absences will result in failure of the 
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course. Written assignments and worksheets handed in late will be penalized (10% per day). However, Reading and listening 

discussion worksheets will not be accepted late. 

 

テキスト（Textbooks） 

No text is set for this course. All course materials will be provided. 

 

参考文献（Readings） 

Any additional readings will be distributed in class. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Students will use an online Learning Management System to submit essay and academic writing assignments. They will also 

have access to online resources for vocabulary study. 

 

注意事項（Notice） 
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■BT658 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動またはその他／ＥＡＰ１ 

(English for Academic Purposes 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Academic English preparation course for students moving to English-mediated classes 

担当者名 

（Instructor） 
トンプソン，Ｇ(THOMPSON GENE ROBERT) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU1611 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 

経営学科：「その他」登録 

国際経営学科：自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

By the completion of this course, students will be able to: 

- use basic academic vocabulary in written and spoken texts 

- understand the main points of short multimedia texts related to leadership and business 

- take accurate notes from short multimedia texts related to leadership and business 

- paraphrase and summarize the main content of short texts related to leadership and business 

- write short academic essays on topics related to leadership and business 

- give short academic presentations on topics related to leadership and business 

- participate in discussions on topics related to leadership and business 

- ask and answer simple questions at the end of short presentations to the class  

- develop arguments with support from trustworthy outside sources 

- introduce, summarize, and cite outside sources in short presentations and written reports 

- demonstrate and introduce basic knowledge about leadership in discussion and short academic texts 

 

授業の内容（Course Contents） 

EAP 1 is designed to help students learn academic English skills via general content (with some business focus). It is the first 

step in the BBL program, which is followed by EAP 2 (which examines more academic content), and ESP (which moves into 

specialized business content). 

 

Students will study topics related to business and the BBL program goals. Activities include the following: 

- Read about and discuss issues related to business and global issues 

- Present summaries of news articles to classmates 

- Listen to videos and speeches related to business and global issues 

- Research, write, and present on business and global issues 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Course Information, Writing skills: Purpose 

2. Note taking presentations and Library research 

3. Writing skills: Summaries, Reading discussion introduction 

4. Presentation skills, Reading discussion 1 

5. Writing skills: Paragraphs and responses 

6. Presentation skills, Listening discussion 1 

7. Writing skills: Essays and Introductions 

8. Writing skills: Conclusions, sources & citations 

9. Outline presentations 

10. Outline presentations 

11. Writing skills: Proofreading, avoiding plagiarism 

12. Guest Lecture 

13. Essay feedback and review session 

14. Vocabulary test, final Class Administration 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students will be required to complete preparatory activities using online resources 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Academic Writing(35%)/Worksheets(12%)/Presentation(10%)/Discussion workbooks(20%)/Proficiency and Vocabulary 

Tests(15%)/Participation and Homework(8%) 

Unexcused absences and poor participation will detract from your grade. Please note that 4 absences will result in failure of the 
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course. Written assignments and worksheets handed in late will be penalized (10% per day). However, Reading and listening 

discussion worksheets will not be accepted late. 

 

テキスト（Textbooks） 

No text is set for this course. All course materials will be provided. 

 

参考文献（Readings） 

Any additional readings will be distributed in class. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Students will use an online Learning Management System to submit essay and academic writing assignments. They will also 

have access to online resources for vocabulary study. 

 

注意事項（Notice） 
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■BT660 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動またはその他／ＥＡＰ１ 

(English for Academic Purposes 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Academic English preparation course for students moving to English-mediated classes 

担当者名 

（Instructor） 
リース，ネリス(REES,NERYS) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU1611 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 

経営学科：「その他」登録 

国際経営学科：自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

By the completion of this course, students will be able to: 

- use basic academic vocabulary in written and spoken texts 

- understand the main points of short multimedia texts related to leadership and business 

- take accurate notes from short multimedia texts related to leadership and business 

- paraphrase and summarize the main content of short texts related to leadership and business 

- write short academic essays on topics related to leadership and business 

- give short academic presentations on topics related to leadership and business 

- participate in discussions on topics related to leadership and business 

- ask and answer simple questions at the end of short presentations to the class  

- develop arguments with support from trustworthy outside sources 

- introduce, summarize, and cite outside sources in short presentations and written reports 

- demonstrate and introduce basic knowledge about leadership in discussion and short academic texts 

 

授業の内容（Course Contents） 

EAP 1 is designed to help students learn academic English skills via general content (with some business focus). It is the first 

step in the BBL program, which is followed by EAP 2 (which examines more academic content), and ESP (which moves into 

specialized business content). 

 

Students will study topics related to business and the BBL program goals. Activities include the following: 

- Read about and discuss issues related to business and global issues 

- Present summaries of news articles to classmates 

- Listen to videos and speeches related to business and global issues 

- Research, write, and present on business and global issues 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Course Information, Writing skills: Purpose 

2. Note taking presentations and Library research 

3. Writing skills: Summaries, Reading discussion introduction 

4. Presentation skills, Reading discussion 1 

5. Writing skills: Paragraphs and responses 

6. Presentation skills, Listening discussion 1 

7. Writing skills: Essays and Introductions 

8. Writing skills: Conclusions, sources & citations 

9. Outline presentations 

10. Outline presentations 

11. Writing skills: Proofreading, avoiding plagiarism 

12. Guest Lecture 

13. Essay feedback and review session 

14. Vocabulary test, final Class Administration 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students will be required to complete preparatory activities using online resources 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Academic Writing(35%)/Worksheets(12%)/Presentation(10%)/Discussion workbooks(20%)/Proficiency and Vocabulary 

Tests(15%)/Participation and Homework(8%) 

Unexcused absences and poor participation will detract from your grade. Please note that 4 absences will result in failure of the 
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course. Written assignments and worksheets handed in late will be penalized (10% per day). However, Reading and listening 

discussion worksheets will not be accepted late. 

 

テキスト（Textbooks） 

No text is set for this course. All course materials will be provided. 

 

参考文献（Readings） 

Any additional readings will be distributed in class. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Students will use an online Learning Management System to submit essay and academic writing assignments. They will also 

have access to online resources for vocabulary study. 

 

注意事項（Notice） 
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■BT661 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動またはその他／ＥＡＰ２ 

(English for Academic Purposes 2) 

担当者名 

（Instructor） 
ドノヴァン，Ｈ(DONOVAN,HERBERT A.) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
６単位(6 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU2611 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 

経営学科：「その他」登録 

国際経営学科：自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Students will develop the academic skills required to successfully complete business content courses in English and to 

participate in study abroad programs. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Both intensive and comprehensive, this course involves student-centered, project-based and content-based learning to further 

develop academic language skills such as research, reading, writing, presentation, and debate. Learning tasks are designed based 

on an integrated approach which allows students to hone their reading, writing, listening and speaking skills concurrently. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Orientation 

2. Women and Business Module: Argumentative Essay Writing 

3. Women and Business Module: Using the Library for Research 

4. Women and Business Module: Argumentative Essay Writing 

5. Women and Business Module: Argumentative Essay Writing 

6. Women and Business Module: Video Discussions 

7. Women and Business Module: Reading Discussions 

8. Women and Business Module: Critical Thinking and Debate 

9. Globalization and Business: Introduction to Global Business Concepts 

10. Globalization and Business Module: Case Studies 

11. Globalization and Business Module: Business Report Writing 

12. Globalization and Business Module: Business Report Writing 

13. Globalization and Business Module: Group Presentations 

14. Final Test 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

EAP 2 is an intensive class with a heavy workload. Students are expected to stay on top of readings and complete homework 

assignments by the deadline. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Quizzes(20%)/Individual Project(20%)/Group Project(15%)/Worksheets(25%)/Debate(5%)/Test(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Hill et al.. Global Business Today: Global Edition (9th Edition). NY: McGraw-Hill 

 

参考文献（Readings） 

Handouts of readings will be distributed in class. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BT662 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動またはその他／ＥＡＰ２ 

(English for Academic Purposes 2) 

担当者名 

（Instructor） 
セルべ,モナ(SYRBE,MONA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
６単位(6 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS4810 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 

経営学科：「その他」登録 

国際経営学科：自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Students will develop the academic skills required to successfully complete business content courses in English and to 

participate in study abroad programs. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Both intensive and comprehensive, this course involves student-centered, project-based and content-based learning to further 

develop academic language skills such as research, reading, writing, presentation, and debate. Learning tasks are designed based 

on an integrated approach which allows students to hone their reading, writing, listening and speaking skills concurrently. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Orientation 

2. Women and Business Module: Argumentative Essay Writing 

3. Women and Business Module: Using the Library for Research 

4. Women and Business Module: Argumentative Essay Writing 

5. Women and Business Module: Argumentative Essay Writing 

6. Women and Business Module: Video Discussions 

7. Women and Business Module: Reading Discussions 

8. Women and Business Module: Critical Thinking and Debate 

9. Globalization and Business: Introduction to Global Business Concepts 

10. Globalization and Business Module: Case Studies 

11. Globalization and Business Module: Business Report Writing 

12. Globalization and Business Module: Business Report Writing 

13. Globalization and Business Module: Group Presentations 

14. Final Test 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

EAP 2 is an intensive class with a heavy workload. Students are expected to stay on top of readings and complete homework 

assignments by the deadline. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Quizzes(20%)/Individual Project(20%)/Group Project(15%)/Worksheets(25%)/Debate(5%)/Test(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Hill et al.. Global Business Today: Global Edition (9th Edition). NY: McGraw-Hill 

 

参考文献（Readings） 

Handouts of readings will be distributed in class. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BT663 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動またはその他／ＥＡＰ２ 

(English for Academic Purposes 2) 

担当者名 

（Instructor） 
トンプソン，Ｇ(THOMPSON GENE ROBERT) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
６単位(6 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU2611 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 

経営学科：「その他」登録 

国際経営学科：自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Students will develop the academic skills required to successfully complete business content courses in English and to 

participate in study abroad programs. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Both intensive and comprehensive, this course involves student-centered, project-based and content-based learning to further 

develop academic language skills such as research, reading, writing, presentation, and debate. Learning tasks are designed based 

on an integrated approach which allows students to hone their reading, writing, listening and speaking skills concurrently. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Orientation 

2. Women and Business Module: Argumentative Essay Writing 

3. Women and Business Module: Using the Library for Research 

4. Women and Business Module: Argumentative Essay Writing 

5. Women and Business Module: Argumentative Essay Writing 

6. Women and Business Module: Video Discussions 

7. Women and Business Module: Reading Discussions 

8. Women and Business Module: Critical Thinking and Debate 

9. Globalization and Business: Introduction to Global Business Concepts 

10. Globalization and Business Module: Case Studies 

11. Globalization and Business Module: Business Report Writing 

12. Globalization and Business Module: Business Report Writing 

13. Globalization and Business Module: Group Presentations 

14. Final Test 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

EAP 2 is an intensive class with a heavy workload. Students are expected to stay on top of readings and complete homework 

assignments by the deadline. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Quizzes(20%)/Individual Project(20%)/Group Project(15%)/Worksheets(25%)/Debate(5%)/Test(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Hill et al.. Global Business Today: Global Edition (9th Edition). NY: McGraw-Hill 

 

参考文献（Readings） 

Handouts of readings will be distributed in class. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BT665 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動またはその他／ＥＡＰ２ 

(English for Academic Purposes 2) 

担当者名 

（Instructor） 
リース，ネリス(REES,NERYS) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
６単位(6 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU2611 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 

経営学科：「その他」登録 

国際経営学科：自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Students will develop the academic skills required to successfully complete business content courses in English and to 

participate in study abroad programs. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Both intensive and comprehensive, this course involves student-centered, project-based and content-based learning to further 

develop academic language skills such as research, reading, writing, presentation, and debate. Learning tasks are designed based 

on an integrated approach which allows students to hone their reading, writing, listening and speaking skills concurrently. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Orientation 

2. Women and Business Module: Argumentative Essay Writing 

3. Women and Business Module: Using the Library for Research 

4. Women and Business Module: Argumentative Essay Writing 

5. Women and Business Module: Argumentative Essay Writing 

6. Women and Business Module: Video Discussions 

7. Women and Business Module: Reading Discussions 

8. Women and Business Module: Critical Thinking and Debate 

9. Globalization and Business: Introduction to Global Business Concepts 

10. Globalization and Business Module: Case Studies 

11. Globalization and Business Module: Business Report Writing 

12. Globalization and Business Module: Business Report Writing 

13. Globalization and Business Module: Group Presentations 

14. Final Test 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

EAP 2 is an intensive class with a heavy workload. Students are expected to stay on top of readings and complete homework 

assignments by the deadline. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Quizzes(20%)/Individual Project(20%)/Group Project(15%)/Worksheets(25%)/Debate(5%)/Test(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Hill et al.. Global Business Today: Global Edition (9th Edition). NY: McGraw-Hill 

 

参考文献（Readings） 

Handouts of readings will be distributed in class. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BT666 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動またはその他／ＥＡＰ２ 

(English for Academic Purposes 2) 

担当者名 

（Instructor） 
ドノヴァン，Ｈ(DONOVAN,HERBERT A.) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
６単位(6 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU2611 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 

経営学科：「その他」登録 

国際経営学科：自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Students will develop the academic skills required to successfully complete business content courses in English and to 

participate in study abroad programs. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Both intensive and comprehensive, this course involves student-centered, project-based and content-based learning to further 

develop academic language skills such as research, reading, writing, presentation, and debate. Learning tasks are designed based 

on an integrated approach which allows students to hone their reading, writing, listening and speaking skills concurrently. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Orientation 

2. Women and Business Module: Argumentative Essay Writing 

3. Women and Business Module: Using the Library for Research 

4. Women and Business Module: Argumentative Essay Writing 

5. Women and Business Module: Argumentative Essay Writing 

6. Women and Business Module: Video Discussions 

7. Women and Business Module: Reading Discussions 

8. Women and Business Module: Critical Thinking and Debate 

9. Globalization and Business: Introduction to Global Business Concepts 

10. Globalization and Business Module: Case Studies 

11. Globalization and Business Module: Business Report Writing 

12. Globalization and Business Module: Business Report Writing 

13. Globalization and Business Module: Group Presentations 

14. Final Test 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

EAP 2 is an intensive class with a heavy workload. Students are expected to stay on top of readings and complete homework 

assignments by the deadline. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Quizzes(20%)/Individual Project(20%)/Group Project(15%)/Worksheets(25%)/Debate(5%)/Test(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Hill et al.. Global Business Today: Global Edition (9th Edition). NY: McGraw-Hill 

 

参考文献（Readings） 

Handouts of readings will be distributed in class. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BT667 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動またはその他／ＥＡＰ２ 

(English for Academic Purposes 2) 

担当者名 

（Instructor） 
セルべ,モナ(SYRBE,MONA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
６単位(6 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS4810 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 

経営学科：「その他」登録 

国際経営学科：自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Students will develop the academic skills required to successfully complete business content courses in English and to 

participate in study abroad programs. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Both intensive and comprehensive, this course involves student-centered, project-based and content-based learning to further 

develop academic language skills such as research, reading, writing, presentation, and debate. Learning tasks are designed based 

on an integrated approach which allows students to hone their reading, writing, listening and speaking skills concurrently. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Orientation 

2. Women and Business Module: Argumentative Essay Writing 

3. Women and Business Module: Using the Library for Research 

4. Women and Business Module: Argumentative Essay Writing 

5. Women and Business Module: Argumentative Essay Writing 

6. Women and Business Module: Video Discussions 

7. Women and Business Module: Reading Discussions 

8. Women and Business Module: Critical Thinking and Debate 

9. Globalization and Business: Introduction to Global Business Concepts 

10. Globalization and Business Module: Case Studies 

11. Globalization and Business Module: Business Report Writing 

12. Globalization and Business Module: Business Report Writing 

13. Globalization and Business Module: Group Presentations 

14. Final Test 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

EAP 2 is an intensive class with a heavy workload. Students are expected to stay on top of readings and complete homework 

assignments by the deadline. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Quizzes(20%)/Individual Project(20%)/Group Project(15%)/Worksheets(25%)/Debate(5%)/Test(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Hill et al.. Global Business Today: Global Edition (9th Edition). NY: McGraw-Hill 

 

参考文献（Readings） 

Handouts of readings will be distributed in class. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BT668 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動またはその他／ＥＡＰ２ 

(English for Academic Purposes 2) 

担当者名 

（Instructor） 
トンプソン，Ｇ(THOMPSON GENE ROBERT) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
６単位(6 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU2611 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 

経営学科：「その他」登録 

国際経営学科：自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Students will develop the academic skills required to successfully complete business content courses in English and to 

participate in study abroad programs. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Both intensive and comprehensive, this course involves student-centered, project-based and content-based learning to further 

develop academic language skills such as research, reading, writing, presentation, and debate. Learning tasks are designed based 

on an integrated approach which allows students to hone their reading, writing, listening and speaking skills concurrently. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Orientation 

2. Women and Business Module: Argumentative Essay Writing 

3. Women and Business Module: Using the Library for Research 

4. Women and Business Module: Argumentative Essay Writing 

5. Women and Business Module: Argumentative Essay Writing 

6. Women and Business Module: Video Discussions 

7. Women and Business Module: Reading Discussions 

8. Women and Business Module: Critical Thinking and Debate 

9. Globalization and Business: Introduction to Global Business Concepts 

10. Globalization and Business Module: Case Studies 

11. Globalization and Business Module: Business Report Writing 

12. Globalization and Business Module: Business Report Writing 

13. Globalization and Business Module: Group Presentations 

14. Final Test 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

EAP 2 is an intensive class with a heavy workload. Students are expected to stay on top of readings and complete homework 

assignments by the deadline. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Quizzes(20%)/Individual Project(20%)/Group Project(15%)/Worksheets(25%)/Debate(5%)/Test(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Hill et al.. Global Business Today: Global Edition (9th Edition). NY: McGraw-Hill 

 

参考文献（Readings） 

Handouts of readings will be distributed in class. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BT670 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動またはその他／ＥＡＰ２ 

(English for Academic Purposes 2) 

担当者名 

（Instructor） 
リース，ネリス(REES,NERYS) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
６単位(6 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU2611 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 

経営学科：「その他」登録 

国際経営学科：自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Students will develop the academic skills required to successfully complete business content courses in English and to 

participate in study abroad programs. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Both intensive and comprehensive, this course involves student-centered, project-based and content-based learning to further 

develop academic language skills such as research, reading, writing, presentation, and debate. Learning tasks are designed based 

on an integrated approach which allows students to hone their reading, writing, listening and speaking skills concurrently. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Orientation 

2. Women and Business Module: Argumentative Essay Writing 

3. Women and Business Module: Using the Library for Research 

4. Women and Business Module: Argumentative Essay Writing 

5. Women and Business Module: Argumentative Essay Writing 

6. Women and Business Module: Video Discussions 

7. Women and Business Module: Reading Discussions 

8. Women and Business Module: Critical Thinking and Debate 

9. Globalization and Business: Introduction to Global Business Concepts 

10. Globalization and Business Module: Case Studies 

11. Globalization and Business Module: Business Report Writing 

12. Globalization and Business Module: Business Report Writing 

13. Globalization and Business Module: Group Presentations 

14. Final Test 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

EAP 2 is an intensive class with a heavy workload. Students are expected to stay on top of readings and complete homework 

assignments by the deadline. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Quizzes(20%)/Individual Project(20%)/Group Project(15%)/Worksheets(25%)/Debate(5%)/Test(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Hill et al.. Global Business Today: Global Edition (9th Edition). NY: McGraw-Hill 

 

参考文献（Readings） 

Handouts of readings will be distributed in class. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BT671 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動またはその他／ＥＳＰ－Ａ 

(English for Specific Purposes-A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Academic skills to study International Business in English 

担当者名 

（Instructor） 

ロビンソン，D.W(Robinson Daniel William) 

2018 年 7 月 24 日付変更（変更理由：担当者変更のため） 

[変更前]ラッセル, M(Russell Michael) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU2611 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 

経営学科：「その他」登録 国際経営学科：自動登録 

International Business-A対応 

 

授業の目標（Course Objectives） 

By the completion of this course, students will be able to: 

- Apply appropriate reading strategies for the comprehension of university-level business-content academic texts 

- Integrate note-taking skills for the understanding and retention of information in readings, videos, and lectures 

- Actively participate in academic discussions on specialized business topics 

- Write business reports that develop clear and convincing arguments with support from outside sources, using appropriate 

citations and references 

 

授業の内容（Course Contents） 

This course provides language support for the International Business A and B courses and focuses on developing vocabulary 

and comprehension skills for understanding business texts with a secondary focus on research and writing skills development. 

ESP-A and ESP-B match the International Business A and B class system, so the teaching has been combined with ESP-B 

and both courses must be taken together. 

 

Students will deepen their knowledge of the key concepts of the International Business course text and practice English 

vocabulary skills such as paraphrasing and circumlocution through a range of student-centered learning projects and tasks. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Course Information, Introduction to project 

2. Library Session: Researching for business reports 

3. Reading Discussion 2, Vocabulary Quiz 2, Comprehension Quiz 2 (Trade & National Competitive Advantage) 

4. Reading Discussion 4, Vocabulary Quiz 4, Comprehension Quiz 4 (FDI) 

5. Presentation 1: Macro & Micro Factors  

6. Reading Discussion 7, Vocabulary Quiz 7, Comprehension Quiz 7 (Chapter 4: Ethics & CSR) 

7. Reading Discussion 8, Reading Comprehension Quiz 8, (Chapter 11: International Business Strategy) 

8. Market Entry Proposal Research Session (Reading Discussion 9), Vocabulary Quiz 9, Comprehension Quiz 9 (Chapter 12: 

Market Entry Strategies) 

9. Reading Discussion 10, Vocabulary Quiz 10, Comprehension Quiz 10 (Chapter 14: Production Location) 

10. Presentation 3: Marketing Strategies 

11. International Business Presentation Research Session 

12. IB Presentation Practice Session 

13. Guest Lecture 

14. Vocabulary Key Concept Review Test 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students will be required to complete assigned readings and prepare for in-class discussions. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Chapter Quizzes(20%)/Reading worksheets(20%)/Presentations(25%)/Midterm, Proficiency, and Final tests(25%)/Participation 

and Homework(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

NB: The textbook for the course is the same text as for International Business A/B (Hill & Hult. “Global Business Today: Global 

Edition (9th Edition).” NY: McGraw-Hill) 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Students may be asked to carry out vocabulary study using online tools. 

 

注意事項（Notice） 
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■BT672 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動またはその他／ＥＳＰ－Ａ 

(English for Specific Purposes-A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Academic skills to study International Business in English 

担当者名 

（Instructor） 
トンプソン，Ｇ(THOMPSON GENE ROBERT) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU2611 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 

経営学科：「その他」登録 国際経営学科：自動登録 

International Business-A対応 

 

授業の目標（Course Objectives） 

By the completion of this course, students will be able to: 

- Apply appropriate reading strategies for the comprehension of university-level business-content academic texts 

- Integrate note-taking skills for the understanding and retention of information in readings, videos, and lectures 

- Actively participate in academic discussions on specialized business topics 

- Write business reports that develop clear and convincing arguments with support from outside sources, using appropriate 

citations and references 

 

授業の内容（Course Contents） 

This course provides language support for the International Business A and B courses and focuses on developing vocabulary 

and comprehension skills for understanding business texts with a secondary focus on research and writing skills development. 

ESP-A and ESP-B match the International Business A and B class system, so the teaching has been combined with ESP-B 

and both courses must be taken together. 

 

Students will deepen their knowledge of the key concepts of the International Business course text and practice English 

vocabulary skills such as paraphrasing and circumlocution through a range of student-centered learning projects and tasks. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Course Information, Introduction to project 

2. Library Session: Researching for business reports 

3. Reading Discussion 2, Vocabulary Quiz 2, Comprehension Quiz 2 (Trade & National Competitive Advantage) 

4. Reading Discussion 4, Vocabulary Quiz 4, Comprehension Quiz 4 (FDI) 

5. Presentation 1: Macro & Micro Factors  

6. Reading Discussion 7, Vocabulary Quiz 7, Comprehension Quiz 7 (Chapter 4: Ethics & CSR) 

7. Reading Discussion 8, Reading Comprehension Quiz 8, (Chapter 11: International Business Strategy) 

8. Market Entry Proposal Research Session (Reading Discussion 9), Vocabulary Quiz 9, Comprehension Quiz 9 (Chapter 12: 

Market Entry Strategies) 

9. Reading Discussion 10, Vocabulary Quiz 10, Comprehension Quiz 10 (Chapter 14: Production Location) 

10. Presentation 3: Marketing Strategies 

11. International Business Presentation Research Session 

12. IB Presentation Practice Session 

13. Guest Lecture 

14. Vocabulary Key Concept Review Test 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students will be required to complete assigned readings and prepare for in-class discussions. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Chapter Quizzes(20%)/Reading worksheets(20%)/Presentations(25%)/Midterm, Proficiency, and Final tests(25%)/Participation 

and Homework(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

NB: The textbook for the course is the same text as for International Business A/B (Hill & Hult. “Global Business Today: Global 

Edition (9th Edition).” NY: McGraw-Hill) 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Students may be asked to carry out vocabulary study using online tools. 

 

注意事項（Notice） 
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■BT673 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動またはその他／ＥＳＰ－Ａ 

(English for Specific Purposes-A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Academic skills to study International Business in English 

担当者名 

（Instructor） 
セルべ,モナ(SYRBE,MONA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU2611 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 

経営学科：「その他」登録 国際経営学科：自動登録 

International Business-A対応 

 

授業の目標（Course Objectives） 

By the completion of this course, students will be able to: 

- Apply appropriate reading strategies for the comprehension of university-level business-content academic texts 

- Integrate note-taking skills for the understanding and retention of information in readings, videos, and lectures 

- Actively participate in academic discussions on specialized business topics 

- Write business reports that develop clear and convincing arguments with support from outside sources, using appropriate 

citations and references 

 

授業の内容（Course Contents） 

This course provides language support for the International Business A and B courses and focuses on developing vocabulary 

and comprehension skills for understanding business texts with a secondary focus on research and writing skills development. 

ESP-A and ESP-B match the International Business A and B class system, so the teaching has been combined with ESP-B 

and both courses must be taken together. 

 

Students will deepen their knowledge of the key concepts of the International Business course text and practice English 

vocabulary skills such as paraphrasing and circumlocution through a range of student-centered learning projects and tasks. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Course Information, Introduction to project 

2. Library Session: Researching for business reports 

3. Reading Discussion 2, Vocabulary Quiz 2, Comprehension Quiz 2 (Trade & National Competitive Advantage) 

4. Reading Discussion 4, Vocabulary Quiz 4, Comprehension Quiz 4 (FDI) 

5. Presentation 1: Macro & Micro Factors  

6. Reading Discussion 7, Vocabulary Quiz 7, Comprehension Quiz 7 (Chapter 4: Ethics & CSR) 

7. Reading Discussion 8, Reading Comprehension Quiz 8, (Chapter 11: International Business Strategy) 

8. Market Entry Proposal Research Session (Reading Discussion 9), Vocabulary Quiz 9, Comprehension Quiz 9 (Chapter 12: 

Market Entry Strategies) 

9. Reading Discussion 10, Vocabulary Quiz 10, Comprehension Quiz 10 (Chapter 14: Production Location) 

10. Presentation 3: Marketing Strategies 

11. International Business Presentation Research Session 

12. IB Presentation Practice Session 

13. Guest Lecture 

14. Vocabulary Key Concept Review Test 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students will be required to complete assigned readings and prepare for in-class discussions. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Chapter Quizzes(20%)/Reading worksheets(20%)/Presentations(25%)/Midterm, Proficiency, and Final tests(25%)/Participation 

and Homework(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

NB: The textbook for the course is the same text as for International Business A/B (Hill & Hult. “Global Business Today: Global 

Edition (9th Edition).” NY: McGraw-Hill) 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Students may be asked to carry out vocabulary study using online tools. 

 

注意事項（Notice） 
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■BT674 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動またはその他／ＥＳＰ－Ａ 

(English for Specific Purposes-A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Academic skills to study International Business in English 

担当者名 

（Instructor） 
リース，ネリス(REES,NERYS) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU2611 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 

経営学科：「その他」登録 国際経営学科：自動登録 

International Business-A対応 

 

授業の目標（Course Objectives） 

By the completion of this course, students will be able to: 

- Apply appropriate reading strategies for the comprehension of university-level business-content academic texts 

- Integrate note-taking skills for the understanding and retention of information in readings, videos, and lectures 

- Actively participate in academic discussions on specialized business topics 

- Write business reports that develop clear and convincing arguments with support from outside sources, using appropriate 

citations and references 

 

授業の内容（Course Contents） 

This course provides language support for the International Business A and B courses and focuses on developing vocabulary 

and comprehension skills for understanding business texts with a secondary focus on research and writing skills development. 

ESP-A and ESP-B match the International Business A and B class system, so the teaching has been combined with ESP-B 

and both courses must be taken together. 

 

Students will deepen their knowledge of the key concepts of the International Business course text and practice English 

vocabulary skills such as paraphrasing and circumlocution through a range of student-centered learning projects and tasks. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Course Information, Introduction to project 

2. Library Session: Researching for business reports 

3. Reading Discussion 2, Vocabulary Quiz 2, Comprehension Quiz 2 (Trade & National Competitive Advantage) 

4. Reading Discussion 4, Vocabulary Quiz 4, Comprehension Quiz 4 (FDI) 

5. Presentation 1: Macro & Micro Factors  

6. Reading Discussion 7, Vocabulary Quiz 7, Comprehension Quiz 7 (Chapter 4: Ethics & CSR) 

7. Reading Discussion 8, Reading Comprehension Quiz 8, (Chapter 11: International Business Strategy) 

8. Market Entry Proposal Research Session (Reading Discussion 9), Vocabulary Quiz 9, Comprehension Quiz 9 (Chapter 12: 

Market Entry Strategies) 

9. Reading Discussion 10, Vocabulary Quiz 10, Comprehension Quiz 10 (Chapter 14: Production Location) 

10. Presentation 3: Marketing Strategies 

11. International Business Presentation Research Session 

12. IB Presentation Practice Session 

13. Guest Lecture 

14. Vocabulary Key Concept Review Test 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students will be required to complete assigned readings and prepare for in-class discussions. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Chapter Quizzes(20%)/Reading worksheets(20%)/Presentations(25%)/Midterm, Proficiency, and Final tests(25%)/Participation 

and Homework(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

NB: The textbook for the course is the same text as for International Business A/B (Hill & Hult. “Global Business Today: Global 

Edition (9th Edition).” NY: McGraw-Hill) 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Students may be asked to carry out vocabulary study using online tools. 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 368 - 

■BT675 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動またはその他／ＥＳＰ－Ａ 

(English for Specific Purposes-A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Academic skills to study International Business in English 

担当者名 

（Instructor） 

ロビンソン，D.W(Robinson Daniel William) 

2018 年 7 月 24 日付変更（変更理由：担当者変更のため） 

[変更前]ラッセル, M(Russell Michael) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU2611 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 

経営学科：「その他」登録 国際経営学科：自動登録 

International Business-A対応 

 

授業の目標（Course Objectives） 

By the completion of this course, students will be able to: 

- Apply appropriate reading strategies for the comprehension of university-level business-content academic texts 

- Integrate note-taking skills for the understanding and retention of information in readings, videos, and lectures 

- Actively participate in academic discussions on specialized business topics 

- Write business reports that develop clear and convincing arguments with support from outside sources, using appropriate 

citations and references 

 

授業の内容（Course Contents） 

This course provides language support for the International Business A and B courses and focuses on developing vocabulary 

and comprehension skills for understanding business texts with a secondary focus on research and writing skills development. 

ESP-A and ESP-B match the International Business A and B class system, so the teaching has been combined with ESP-B 

and both courses must be taken together. 

 

Students will deepen their knowledge of the key concepts of the International Business course text and practice English 

vocabulary skills such as paraphrasing and circumlocution through a range of student-centered learning projects and tasks. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Course Information, Introduction to project 

2. Library Session: Researching for business reports 

3. Reading Discussion 2, Vocabulary Quiz 2, Comprehension Quiz 2 (Trade & National Competitive Advantage) 

4. Reading Discussion 4, Vocabulary Quiz 4, Comprehension Quiz 4 (FDI) 

5. Presentation 1: Macro & Micro Factors  

6. Reading Discussion 7, Vocabulary Quiz 7, Comprehension Quiz 7 (Chapter 4: Ethics & CSR) 

7. Reading Discussion 8, Reading Comprehension Quiz 8, (Chapter 11: International Business Strategy) 

8. Market Entry Proposal Research Session (Reading Discussion 9), Vocabulary Quiz 9, Comprehension Quiz 9 (Chapter 12: 

Market Entry Strategies) 

9. Reading Discussion 10, Vocabulary Quiz 10, Comprehension Quiz 10 (Chapter 14: Production Location) 

10. Presentation 3: Marketing Strategies 

11. International Business Presentation Research Session 

12. IB Presentation Practice Session 

13. Guest Lecture 

14. Vocabulary Key Concept Review Test 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students will be required to complete assigned readings and prepare for in-class discussions. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Chapter Quizzes(20%)/Reading worksheets(20%)/Presentations(25%)/Midterm, Proficiency, and Final tests(25%)/Participation 

and Homework(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

NB: The textbook for the course is the same text as for International Business A/B (Hill & Hult. “Global Business Today: Global 

Edition (9th Edition).” NY: McGraw-Hill) 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Students may be asked to carry out vocabulary study using online tools. 

 

注意事項（Notice） 
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■BT676 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動またはその他／ＥＳＰ－Ａ 

(English for Specific Purposes-A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Academic skills to study International Business in English 

担当者名 

（Instructor） 
トンプソン，Ｇ(THOMPSON GENE ROBERT) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU2611 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 

経営学科：「その他」登録 国際経営学科：自動登録 

International Business-A対応 

 

授業の目標（Course Objectives） 

By the completion of this course, students will be able to: 

- Apply appropriate reading strategies for the comprehension of university-level business-content academic texts 

- Integrate note-taking skills for the understanding and retention of information in readings, videos, and lectures 

- Actively participate in academic discussions on specialized business topics 

- Write business reports that develop clear and convincing arguments with support from outside sources, using appropriate 

citations and references 

 

授業の内容（Course Contents） 

This course provides language support for the International Business A and B courses and focuses on developing vocabulary 

and comprehension skills for understanding business texts with a secondary focus on research and writing skills development. 

ESP-A and ESP-B match the International Business A and B class system, so the teaching has been combined with ESP-B 

and both courses must be taken together. 

 

Students will deepen their knowledge of the key concepts of the International Business course text and practice English 

vocabulary skills such as paraphrasing and circumlocution through a range of student-centered learning projects and tasks. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Course Information, Introduction to project 

2. Library Session: Researching for business reports 

3. Reading Discussion 2, Vocabulary Quiz 2, Comprehension Quiz 2 (Trade & National Competitive Advantage) 

4. Reading Discussion 4, Vocabulary Quiz 4, Comprehension Quiz 4 (FDI) 

5. Presentation 1: Macro & Micro Factors  

6. Reading Discussion 7, Vocabulary Quiz 7, Comprehension Quiz 7 (Chapter 4: Ethics & CSR) 

7. Reading Discussion 8, Reading Comprehension Quiz 8, (Chapter 11: International Business Strategy) 

8. Market Entry Proposal Research Session (Reading Discussion 9), Vocabulary Quiz 9, Comprehension Quiz 9 (Chapter 12: 

Market Entry Strategies) 

9. Reading Discussion 10, Vocabulary Quiz 10, Comprehension Quiz 10 (Chapter 14: Production Location) 

10. Presentation 3: Marketing Strategies 

11. International Business Presentation Research Session 

12. IB Presentation Practice Session 

13. Guest Lecture 

14. Vocabulary Key Concept Review Test 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students will be required to complete assigned readings and prepare for in-class discussions. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Chapter Quizzes(20%)/Reading worksheets(20%)/Presentations(25%)/Midterm, Proficiency, and Final tests(25%)/Participation 

and Homework(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

NB: The textbook for the course is the same text as for International Business A/B (Hill & Hult. “Global Business Today: Global 

Edition (9th Edition).” NY: McGraw-Hill) 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Students may be asked to carry out vocabulary study using online tools. 

 

注意事項（Notice） 
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■BT677 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動またはその他／ＥＳＰ－Ａ 

(English for Specific Purposes-A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Academic skills to study International Business in English 

担当者名 

（Instructor） 
セルべ,モナ(SYRBE,MONA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU2611 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 

経営学科：「その他」登録 国際経営学科：自動登録 

International Business-A対応 

 

授業の目標（Course Objectives） 

By the completion of this course, students will be able to: 

- Apply appropriate reading strategies for the comprehension of university-level business-content academic texts 

- Integrate note-taking skills for the understanding and retention of information in readings, videos, and lectures 

- Actively participate in academic discussions on specialized business topics 

- Write business reports that develop clear and convincing arguments with support from outside sources, using appropriate 

citations and references 

 

授業の内容（Course Contents） 

This course provides language support for the International Business A and B courses and focuses on developing vocabulary 

and comprehension skills for understanding business texts with a secondary focus on research and writing skills development. 

ESP-A and ESP-B match the International Business A and B class system, so the teaching has been combined with ESP-B 

and both courses must be taken together. 

 

Students will deepen their knowledge of the key concepts of the International Business course text and practice English 

vocabulary skills such as paraphrasing and circumlocution through a range of student-centered learning projects and tasks. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Course Information, Introduction to project 

2. Library Session: Researching for business reports 

3. Reading Discussion 2, Vocabulary Quiz 2, Comprehension Quiz 2 (Trade & National Competitive Advantage) 

4. Reading Discussion 4, Vocabulary Quiz 4, Comprehension Quiz 4 (FDI) 

5. Presentation 1: Macro & Micro Factors  

6. Reading Discussion 7, Vocabulary Quiz 7, Comprehension Quiz 7 (Chapter 4: Ethics & CSR) 

7. Reading Discussion 8, Reading Comprehension Quiz 8, (Chapter 11: International Business Strategy) 

8. Market Entry Proposal Research Session (Reading Discussion 9), Vocabulary Quiz 9, Comprehension Quiz 9 (Chapter 12: 

Market Entry Strategies) 

9. Reading Discussion 10, Vocabulary Quiz 10, Comprehension Quiz 10 (Chapter 14: Production Location) 

10. Presentation 3: Marketing Strategies 

11. International Business Presentation Research Session 

12. IB Presentation Practice Session 

13. Guest Lecture 

14. Vocabulary Key Concept Review Test 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students will be required to complete assigned readings and prepare for in-class discussions. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Chapter Quizzes(20%)/Reading worksheets(20%)/Presentations(25%)/Midterm, Proficiency, and Final tests(25%)/Participation 

and Homework(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

NB: The textbook for the course is the same text as for International Business A/B (Hill & Hult. “Global Business Today: Global 

Edition (9th Edition).” NY: McGraw-Hill) 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Students may be asked to carry out vocabulary study using online tools. 

 

注意事項（Notice） 
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■BT678 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動またはその他／ＥＳＰ－Ａ 

(English for Specific Purposes-A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Academic skills to study International Business in English 

担当者名 

（Instructor） 
リース，ネリス(REES,NERYS) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU2611 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 

経営学科：「その他」登録 国際経営学科：自動登録 

International Business-A対応 

 

授業の目標（Course Objectives） 

By the completion of this course, students will be able to: 

- Apply appropriate reading strategies for the comprehension of university-level business-content academic texts 

- Integrate note-taking skills for the understanding and retention of information in readings, videos, and lectures 

- Actively participate in academic discussions on specialized business topics 

- Write business reports that develop clear and convincing arguments with support from outside sources, using appropriate 

citations and references 

 

授業の内容（Course Contents） 

This course provides language support for the International Business A and B courses and focuses on developing vocabulary 

and comprehension skills for understanding business texts with a secondary focus on research and writing skills development. 

ESP-A and ESP-B match the International Business A and B class system, so the teaching has been combined with ESP-B 

and both courses must be taken together. 

 

Students will deepen their knowledge of the key concepts of the International Business course text and practice English 

vocabulary skills such as paraphrasing and circumlocution through a range of student-centered learning projects and tasks. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Course Information, Introduction to project 

2. Library Session: Researching for business reports 

3. Reading Discussion 2, Vocabulary Quiz 2, Comprehension Quiz 2 (Trade & National Competitive Advantage) 

4. Reading Discussion 4, Vocabulary Quiz 4, Comprehension Quiz 4 (FDI) 

5. Presentation 1: Macro & Micro Factors  

6. Reading Discussion 7, Vocabulary Quiz 7, Comprehension Quiz 7 (Chapter 4: Ethics & CSR) 

7. Reading Discussion 8, Reading Comprehension Quiz 8, (Chapter 11: International Business Strategy) 

8. Market Entry Proposal Research Session (Reading Discussion 9), Vocabulary Quiz 9, Comprehension Quiz 9 (Chapter 12: 

Market Entry Strategies) 

9. Reading Discussion 10, Vocabulary Quiz 10, Comprehension Quiz 10 (Chapter 14: Production Location) 

10. Presentation 3: Marketing Strategies 

11. International Business Presentation Research Session 

12. IB Presentation Practice Session 

13. Guest Lecture 

14. Vocabulary Key Concept Review Test 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students will be required to complete assigned readings and prepare for in-class discussions. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Chapter Quizzes(20%)/Reading worksheets(20%)/Presentations(25%)/Midterm, Proficiency, and Final tests(25%)/Participation 

and Homework(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

NB: The textbook for the course is the same text as for International Business A/B (Hill & Hult. “Global Business Today: Global 

Edition (9th Edition).” NY: McGraw-Hill) 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Students may be asked to carry out vocabulary study using online tools. 

 

注意事項（Notice） 
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■BT681 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動またはその他／ＥＳＰ－Ｂ 

(English for Specific Purposes-B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Academic skills to study International Business in English 

担当者名 

（Instructor） 

ロビンソン，D.W(Robinson Daniel William) 

2018 年 7 月 24 日付変更（変更理由：担当者変更のため） 

[変更前]ラッセル, M(Russell Michael) 

 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU2611 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 

経営学科：「その他」登録 国際経営学科：自動登録 

International Business-B 対応 

 

授業の目標（Course Objectives） 

By the completion of this course, students will be able to: 

- Apply appropriate reading strategies for the comprehension of university-level business-content academic texts 

- Integrate note-taking skills for the understanding and retention of information in readings, videos, and lectures 

- Actively participate in academic discussions on specialized business topics 

- Give academic presentations in English on specialized business-related topics 

 

授業の内容（Course Contents） 

This course provides language support for the International Business A and B courses and focuses on developing vocabulary 

and comprehension skills for understanding business texts with a secondary focus on research and writing skills development. 

ESP-A and ESP-B match the International Business A and B class system, so the teaching has been combined with ESP-B 

and both courses must be taken together. 

 

Students will deepen their knowledge of the key concepts of the International Business course text and practice English 

vocabulary skills such as paraphrasing and circumlocution through a range of student-centered learning projects and tasks. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Course Information, Vocabulary skills: Paraphrasing 

2. Reading Discussion 1, Vocabulary Quiz 1, Comprehension Quiz 1 (Chapters 2 & 3: National & Cultural Differences) 

3. Presentation Preparation 

4. Reading Discussion 3, Vocabulary Quiz 3, Comprehension Quiz 3 (Chapters 6 & 7: Trade Policy & Government 

Intervention) 

5. Reading Discussion 5, Vocabulary Quiz 5, Comprehension Quiz 5 (Chapters 9 & 10: Foreign Exchange Market & 

International Monetary System) 

6. Reading Discussion 6, Vocabulary Quiz 6, Comprehension Quiz 6 (Chapters 2&9: Emerging Markets and Regional 

Integration) 

7. Vocabulary and Key Concept Mid Term 

8. Guest Lecture 

9. Presentation 2: Market Entry Strategies 

10. Reading Discussion 11, Vocabulary Quiz 11, Comprehension Quiz 11 (Chapter 15 part 1: Marketing Strategy) 

11. Presentation Workshop 1: The importance of openings, effective support, and the need for good slide design 

12. International Business Presentation Practice Session 

13. International Business Report Research and Writing Workshop 1 

14. International Business Report Research and Writing Workshop 2 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students will be required to complete assigned readings and prepare for in-class discussions. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Chapter Quizzes(20%)/Reading Worksheets(20%)/Presentations(25%)/Midterm, Proficiency, and Final Tests(25%)/Participation & 

Homework(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

The textbook for the course is the same text as for International Business A/B (Hill & Hult. “Global Business Today: Global 

Edition [9th Edition].” NY: McGraw-Hill) 
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参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Students may be asked to carry out preparation activities for vocabulary study using online tools. 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 378 - 

■BT682 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動またはその他／ＥＳＰ－Ｂ 

(English for Specific Purposes-B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Academic skills to study International Business in English 

担当者名 

（Instructor） 
トンプソン，Ｇ(THOMPSON GENE ROBERT) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU2611 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 

経営学科：「その他」登録 国際経営学科：自動登録 

International Business-B 対応 

 

授業の目標（Course Objectives） 

By the completion of this course, students will be able to: 

- Apply appropriate reading strategies for the comprehension of university-level business-content academic texts 

- Integrate note-taking skills for the understanding and retention of information in readings, videos, and lectures 

- Actively participate in academic discussions on specialized business topics 

- Give academic presentations in English on specialized business-related topics 

 

授業の内容（Course Contents） 

This course provides language support for the International Business A and B courses and focuses on developing vocabulary 

and comprehension skills for understanding business texts with a secondary focus on research and writing skills development. 

ESP-A and ESP-B match the International Business A and B class system, so the teaching has been combined with ESP-B 

and both courses must be taken together. 

 

Students will deepen their knowledge of the key concepts of the International Business course text and practice English 

vocabulary skills such as paraphrasing and circumlocution through a range of student-centered learning projects and tasks. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Course Information, Vocabulary skills: Paraphrasing 

2. Reading Discussion 1, Vocabulary Quiz 1, Comprehension Quiz 1 (Chapters 2 & 3: National & Cultural Differences) 

3. Presentation Preparation 

4. Reading Discussion 3, Vocabulary Quiz 3, Comprehension Quiz 3 (Chapters 6 & 7: Trade Policy & Government 

Intervention) 

5. Reading Discussion 5, Vocabulary Quiz 5, Comprehension Quiz 5 (Chapters 9 & 10: Foreign Exchange Market & 

International Monetary System) 

6. Reading Discussion 6, Vocabulary Quiz 6, Comprehension Quiz 6 (Chapters 2&9: Emerging Markets and Regional 

Integration) 

7. Vocabulary and Key Concept Mid Term 

8. Guest Lecture 

9. Presentation 2: Market Entry Strategies 

10. Reading Discussion 11, Vocabulary Quiz 11, Comprehension Quiz 11 (Chapter 15 part 1: Marketing Strategy) 

11. Presentation Workshop 1: The importance of openings, effective support, and the need for good slide design 

12. International Business Presentation Practice Session 

13. International Business Report Research and Writing Workshop 1 

14. International Business Report Research and Writing Workshop 2 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students will be required to complete assigned readings and prepare for in-class discussions. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Chapter Quizzes(20%)/Reading Worksheets(20%)/Presentations(25%)/Midterm, Proficiency, and Final Tests(25%)/Participation & 

Homework(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

The textbook for the course is the same text as for International Business A/B (Hill & Hult. “Global Business Today: Global 

Edition [9th Edition].” NY: McGraw-Hill) 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Students may be asked to carry out preparation activities for vocabulary study using online tools. 

 

注意事項（Notice） 
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■BT683 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動またはその他／ＥＳＰ－Ｂ 

(English for Specific Purposes-B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Academic skills to study International Business in English 

担当者名 

（Instructor） 
セルべ,モナ(SYRBE,MONA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU2611 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 

経営学科：「その他」登録 国際経営学科：自動登録 

International Business-B 対応 

 

授業の目標（Course Objectives） 

By the completion of this course, students will be able to: 

- Apply appropriate reading strategies for the comprehension of university-level business-content academic texts 

- Integrate note-taking skills for the understanding and retention of information in readings, videos, and lectures 

- Actively participate in academic discussions on specialized business topics 

- Give academic presentations in English on specialized business-related topics 

 

授業の内容（Course Contents） 

This course provides language support for the International Business A and B courses and focuses on developing vocabulary 

and comprehension skills for understanding business texts with a secondary focus on research and writing skills development. 

ESP-A and ESP-B match the International Business A and B class system, so the teaching has been combined with ESP-B 

and both courses must be taken together. 

 

Students will deepen their knowledge of the key concepts of the International Business course text and practice English 

vocabulary skills such as paraphrasing and circumlocution through a range of student-centered learning projects and tasks. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Course Information, Vocabulary skills: Paraphrasing 

2. Reading Discussion 1, Vocabulary Quiz 1, Comprehension Quiz 1 (Chapters 2 & 3: National & Cultural Differences) 

3. Presentation Preparation 

4. Reading Discussion 3, Vocabulary Quiz 3, Comprehension Quiz 3 (Chapters 6 & 7: Trade Policy & Government 

Intervention) 

5. Reading Discussion 5, Vocabulary Quiz 5, Comprehension Quiz 5 (Chapters 9 & 10: Foreign Exchange Market & 

International Monetary System) 

6. Reading Discussion 6, Vocabulary Quiz 6, Comprehension Quiz 6 (Chapters 2&9: Emerging Markets and Regional 

Integration) 

7. Vocabulary and Key Concept Mid Term 

8. Guest Lecture 

9. Presentation 2: Market Entry Strategies 

10. Reading Discussion 11, Vocabulary Quiz 11, Comprehension Quiz 11 (Chapter 15 part 1: Marketing Strategy) 

11. Presentation Workshop 1: The importance of openings, effective support, and the need for good slide design 

12. International Business Presentation Practice Session 

13. International Business Report Research and Writing Workshop 1 

14. International Business Report Research and Writing Workshop 2 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students will be required to complete assigned readings and prepare for in-class discussions. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Chapter Quizzes(20%)/Reading Worksheets(20%)/Presentations(25%)/Midterm, Proficiency, and Final Tests(25%)/Participation & 

Homework(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

The textbook for the course is the same text as for International Business A/B (Hill & Hult. “Global Business Today: Global 

Edition [9th Edition].” NY: McGraw-Hill) 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Students may be asked to carry out preparation activities for vocabulary study using online tools. 

 

注意事項（Notice） 
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■BT684 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動またはその他／ＥＳＰ－Ｂ 

(English for Specific Purposes-B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Academic skills to study International Business in English 

担当者名 

（Instructor） 
リース，ネリス(REES,NERYS) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU2611 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 

経営学科：「その他」登録 国際経営学科：自動登録 

International Business-B 対応 

 

授業の目標（Course Objectives） 

By the completion of this course, students will be able to: 

- Apply appropriate reading strategies for the comprehension of university-level business-content academic texts 

- Integrate note-taking skills for the understanding and retention of information in readings, videos, and lectures 

- Actively participate in academic discussions on specialized business topics 

- Give academic presentations in English on specialized business-related topics 

 

授業の内容（Course Contents） 

This course provides language support for the International Business A and B courses and focuses on developing vocabulary 

and comprehension skills for understanding business texts with a secondary focus on research and writing skills development. 

ESP-A and ESP-B match the International Business A and B class system, so the teaching has been combined with ESP-B 

and both courses must be taken together. 

 

Students will deepen their knowledge of the key concepts of the International Business course text and practice English 

vocabulary skills such as paraphrasing and circumlocution through a range of student-centered learning projects and tasks. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Course Information, Vocabulary skills: Paraphrasing 

2. Reading Discussion 1, Vocabulary Quiz 1, Comprehension Quiz 1 (Chapters 2 & 3: National & Cultural Differences) 

3. Presentation Preparation 

4. Reading Discussion 3, Vocabulary Quiz 3, Comprehension Quiz 3 (Chapters 6 & 7: Trade Policy & Government 

Intervention) 

5. Reading Discussion 5, Vocabulary Quiz 5, Comprehension Quiz 5 (Chapters 9 & 10: Foreign Exchange Market & 

International Monetary System) 

6. Reading Discussion 6, Vocabulary Quiz 6, Comprehension Quiz 6 (Chapters 2&9: Emerging Markets and Regional 

Integration) 

7. Vocabulary and Key Concept Mid Term 

8. Guest Lecture 

9. Presentation 2: Market Entry Strategies 

10. Reading Discussion 11, Vocabulary Quiz 11, Comprehension Quiz 11 (Chapter 15 part 1: Marketing Strategy) 

11. Presentation Workshop 1: The importance of openings, effective support, and the need for good slide design 

12. International Business Presentation Practice Session 

13. International Business Report Research and Writing Workshop 1 

14. International Business Report Research and Writing Workshop 2 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students will be required to complete assigned readings and prepare for in-class discussions. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Chapter Quizzes(20%)/Reading Worksheets(20%)/Presentations(25%)/Midterm, Proficiency, and Final Tests(25%)/Participation & 

Homework(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

The textbook for the course is the same text as for International Business A/B (Hill & Hult. “Global Business Today: Global 

Edition [9th Edition].” NY: McGraw-Hill) 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Students may be asked to carry out preparation activities for vocabulary study using online tools. 

 

注意事項（Notice） 
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■BT685 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動またはその他／ＥＳＰ－Ｂ 

(English for Specific Purposes-B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Academic skills to study International Business in English 

担当者名 

（Instructor） 

ロビンソン，D.W(Robinson Daniel William) 

2018 年 7 月 24 日付変更（変更理由：担当者変更のため） 

[変更前]ラッセル, M(Russell Michael) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BUS2611 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

経営学科：「その他」登録 国際経営学科：自動登録 

International Business-B 対応 

 

授業の目標（Course Objectives） 

By the completion of this course, students will be able to: 

- Apply appropriate reading strategies for the comprehension of university-level business-content academic texts 

- Integrate note-taking skills for the understanding and retention of information in readings, videos, and lectures 

- Actively participate in academic discussions on specialized business topics 

- Give academic presentations in English on specialized business-related topics 

 

授業の内容（Course Contents） 

This course provides language support for the International Business A and B courses and focuses on developing vocabulary 

and comprehension skills for understanding business texts with a secondary focus on research and writing skills development. 

ESP-A and ESP-B match the International Business A and B class system, so the teaching has been combined with ESP-B 

and both courses must be taken together. 

 

Students will deepen their knowledge of the key concepts of the International Business course text and practice English 

vocabulary skills such as paraphrasing and circumlocution through a range of student-centered learning projects and tasks. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Course Information, Vocabulary skills: Paraphrasing 

2. Reading Discussion 1, Vocabulary Quiz 1, Comprehension Quiz 1 (Chapters 2 & 3: National & Cultural Differences) 

3. Presentation Preparation 

4. Reading Discussion 3, Vocabulary Quiz 3, Comprehension Quiz 3 (Chapters 6 & 7: Trade Policy & Government 

Intervention) 

5. Reading Discussion 5, Vocabulary Quiz 5, Comprehension Quiz 5 (Chapters 9 & 10: Foreign Exchange Market & 

International Monetary System) 

6. Reading Discussion 6, Vocabulary Quiz 6, Comprehension Quiz 6 (Chapters 2&9: Emerging Markets and Regional 

Integration) 

7. Vocabulary and Key Concept Mid Term 

8. Guest Lecture 

9. Presentation 2: Market Entry Strategies 

10. Reading Discussion 11, Vocabulary Quiz 11, Comprehension Quiz 11 (Chapter 15 part 1: Marketing Strategy) 

11. Presentation Workshop 1: The importance of openings, effective support, and the need for good slide design 

12. International Business Presentation Practice Session 

13. International Business Report Research and Writing Workshop 1 

14. International Business Report Research and Writing Workshop 2 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students will be required to complete assigned readings and prepare for in-class discussions. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Chapter Quizzes(20%)/Reading Worksheets(20%)/Presentations(25%)/Midterm, Proficiency, and Final Tests(25%)/Participation & 

Homework(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

The textbook for the course is the same text as for International Business A/B (Hill & Hult. “Global Business Today: Global 

Edition [9th Edition].” NY: McGraw-Hill) 

 



 - 385 - 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Students may be asked to carry out preparation activities for vocabulary study using online tools. 

 

注意事項（Notice） 
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■BT686 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動またはその他／ＥＳＰ－Ｂ 

(English for Specific Purposes-B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Academic skills to study International Business in English 

担当者名 

（Instructor） 
トンプソン，Ｇ(THOMPSON GENE ROBERT) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU2611 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 

経営学科：「その他」登録 国際経営学科：自動登録 

International Business-B 対応 

 

授業の目標（Course Objectives） 

By the completion of this course, students will be able to: 

- Apply appropriate reading strategies for the comprehension of university-level business-content academic texts 

- Integrate note-taking skills for the understanding and retention of information in readings, videos, and lectures 

- Actively participate in academic discussions on specialized business topics 

- Give academic presentations in English on specialized business-related topics 

 

授業の内容（Course Contents） 

This course provides language support for the International Business A and B courses and focuses on developing vocabulary 

and comprehension skills for understanding business texts with a secondary focus on research and writing skills development. 

ESP-A and ESP-B match the International Business A and B class system, so the teaching has been combined with ESP-B 

and both courses must be taken together. 

 

Students will deepen their knowledge of the key concepts of the International Business course text and practice English 

vocabulary skills such as paraphrasing and circumlocution through a range of student-centered learning projects and tasks. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Course Information, Vocabulary skills: Paraphrasing 

2. Reading Discussion 1, Vocabulary Quiz 1, Comprehension Quiz 1 (Chapters 2 & 3: National & Cultural Differences) 

3. Presentation Preparation 

4. Reading Discussion 3, Vocabulary Quiz 3, Comprehension Quiz 3 (Chapters 6 & 7: Trade Policy & Government 

Intervention) 

5. Reading Discussion 5, Vocabulary Quiz 5, Comprehension Quiz 5 (Chapters 9 & 10: Foreign Exchange Market & 

International Monetary System) 

6. Reading Discussion 6, Vocabulary Quiz 6, Comprehension Quiz 6 (Chapters 2&9: Emerging Markets and Regional 

Integration) 

7. Vocabulary and Key Concept Mid Term 

8. Guest Lecture 

9. Presentation 2: Market Entry Strategies 

10. Reading Discussion 11, Vocabulary Quiz 11, Comprehension Quiz 11 (Chapter 15 part 1: Marketing Strategy) 

11. Presentation Workshop 1: The importance of openings, effective support, and the need for good slide design 

12. International Business Presentation Practice Session 

13. International Business Report Research and Writing Workshop 1 

14. International Business Report Research and Writing Workshop 2 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students will be required to complete assigned readings and prepare for in-class discussions. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Chapter Quizzes(20%)/Reading Worksheets(20%)/Presentations(25%)/Midterm, Proficiency, and Final Tests(25%)/Participation & 

Homework(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

The textbook for the course is the same text as for International Business A/B (Hill & Hult. “Global Business Today: Global 

Edition [9th Edition].” NY: McGraw-Hill) 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Students may be asked to carry out preparation activities for vocabulary study using online tools. 

 

注意事項（Notice） 
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■BT687 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動またはその他／ＥＳＰ－Ｂ 

(English for Specific Purposes-B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Academic skills to study International Business in English 

担当者名 

（Instructor） 
セルべ,モナ(SYRBE,MONA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU2611 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 

経営学科：「その他」登録 国際経営学科：自動登録 

International Business-B 対応 

 

授業の目標（Course Objectives） 

By the completion of this course, students will be able to: 

- Apply appropriate reading strategies for the comprehension of university-level business-content academic texts 

- Integrate note-taking skills for the understanding and retention of information in readings, videos, and lectures 

- Actively participate in academic discussions on specialized business topics 

- Give academic presentations in English on specialized business-related topics 

 

授業の内容（Course Contents） 

This course provides language support for the International Business A and B courses and focuses on developing vocabulary 

and comprehension skills for understanding business texts with a secondary focus on research and writing skills development. 

ESP-A and ESP-B match the International Business A and B class system, so the teaching has been combined with ESP-B 

and both courses must be taken together. 

 

Students will deepen their knowledge of the key concepts of the International Business course text and practice English 

vocabulary skills such as paraphrasing and circumlocution through a range of student-centered learning projects and tasks. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Course Information, Vocabulary skills: Paraphrasing 

2. Reading Discussion 1, Vocabulary Quiz 1, Comprehension Quiz 1 (Chapters 2 & 3: National & Cultural Differences) 

3. Presentation Preparation 

4. Reading Discussion 3, Vocabulary Quiz 3, Comprehension Quiz 3 (Chapters 6 & 7: Trade Policy & Government 

Intervention) 

5. Reading Discussion 5, Vocabulary Quiz 5, Comprehension Quiz 5 (Chapters 9 & 10: Foreign Exchange Market & 

International Monetary System) 

6. Reading Discussion 6, Vocabulary Quiz 6, Comprehension Quiz 6 (Chapters 2&9: Emerging Markets and Regional 

Integration) 

7. Vocabulary and Key Concept Mid Term 

8. Guest Lecture 

9. Presentation 2: Market Entry Strategies 

10. Reading Discussion 11, Vocabulary Quiz 11, Comprehension Quiz 11 (Chapter 15 part 1: Marketing Strategy) 

11. Presentation Workshop 1: The importance of openings, effective support, and the need for good slide design 

12. International Business Presentation Practice Session 

13. International Business Report Research and Writing Workshop 1 

14. International Business Report Research and Writing Workshop 2 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students will be required to complete assigned readings and prepare for in-class discussions. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Chapter Quizzes(20%)/Reading Worksheets(20%)/Presentations(25%)/Midterm, Proficiency, and Final Tests(25%)/Participation & 

Homework(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

The textbook for the course is the same text as for International Business A/B (Hill & Hult. “Global Business Today: Global 

Edition [9th Edition].” NY: McGraw-Hill) 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Students may be asked to carry out preparation activities for vocabulary study using online tools. 

 

注意事項（Notice） 
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■BT688 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動またはその他／ＥＳＰ－Ｂ 

(English for Specific Purposes-B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Academic skills to study International Business in English 

担当者名 

（Instructor） 
リース，ネリス(REES,NERYS) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU2611 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 

経営学科：「その他」登録 国際経営学科：自動登録 

International Business-B 対応 

 

授業の目標（Course Objectives） 

By the completion of this course, students will be able to: 

- Apply appropriate reading strategies for the comprehension of university-level business-content academic texts 

- Integrate note-taking skills for the understanding and retention of information in readings, videos, and lectures 

- Actively participate in academic discussions on specialized business topics 

- Give academic presentations in English on specialized business-related topics 

 

授業の内容（Course Contents） 

This course provides language support for the International Business A and B courses and focuses on developing vocabulary 

and comprehension skills for understanding business texts with a secondary focus on research and writing skills development. 

ESP-A and ESP-B match the International Business A and B class system, so the teaching has been combined with ESP-B 

and both courses must be taken together. 

 

Students will deepen their knowledge of the key concepts of the International Business course text and practice English 

vocabulary skills such as paraphrasing and circumlocution through a range of student-centered learning projects and tasks. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Course Information, Vocabulary skills: Paraphrasing 

2. Reading Discussion 1, Vocabulary Quiz 1, Comprehension Quiz 1 (Chapters 2 & 3: National & Cultural Differences) 

3. Presentation Preparation 

4. Reading Discussion 3, Vocabulary Quiz 3, Comprehension Quiz 3 (Chapters 6 & 7: Trade Policy & Government 

Intervention) 

5. Reading Discussion 5, Vocabulary Quiz 5, Comprehension Quiz 5 (Chapters 9 & 10: Foreign Exchange Market & 

International Monetary System) 

6. Reading Discussion 6, Vocabulary Quiz 6, Comprehension Quiz 6 (Chapters 2&9: Emerging Markets and Regional 

Integration) 

7. Vocabulary and Key Concept Mid Term 

8. Guest Lecture 

9. Presentation 2: Market Entry Strategies 

10. Reading Discussion 11, Vocabulary Quiz 11, Comprehension Quiz 11 (Chapter 15 part 1: Marketing Strategy) 

11. Presentation Workshop 1: The importance of openings, effective support, and the need for good slide design 

12. International Business Presentation Practice Session 

13. International Business Report Research and Writing Workshop 1 

14. International Business Report Research and Writing Workshop 2 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students will be required to complete assigned readings and prepare for in-class discussions. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Chapter Quizzes(20%)/Reading Worksheets(20%)/Presentations(25%)/Midterm, Proficiency, and Final Tests(25%)/Participation & 

Homework(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

The textbook for the course is the same text as for International Business A/B (Hill & Hult. “Global Business Today: Global 

Edition [9th Edition].” NY: McGraw-Hill) 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Students may be asked to carry out preparation activities for vocabulary study using online tools. 

 

注意事項（Notice） 
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■BT692 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
その他／Business Project 

担当者名 

（Instructor） 
シュールズ，Ｄ(SCHULES,DOUGLAS) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU3201 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Upon completion of this course, students will be able to perform a variety of tasks related to project management and 

communication strategies; see the BBL course objectives booklet for in-depth description of all outcomes for this course. 

 

授業の内容（Course Contents） 

This is an all-English, student centered and project-based course where students work in small groups to produce quality 

output that solves problems assigned by client enterprises.  Students are required to analyze business problems, develop 

soultions to these problems, and professionally present their solutions to the client for evaluation and feedback. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. The schedule will be determined in conjunction with the client to meet their needs；what is listed below will most likely 

change. 

2. Introduction to project 

3. Introduction to project 

4. Micro and Macro Analyses 

5. Micro and Macro Analyses 

6. Market Segmentation 

7. Market Segmentation 

8. Plan Development 

9. Plan Development 

10. Plan Development 

11. Final Presentations 

12. Reflection on Project 

13. Peer Feedback 

14. Review of class 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students will need to submit weekly assignments, either as a group or individually, prior to class each week. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Peer Feedback(15%)/Project Evaluation(30%)/Proposal(20%)/Homework(20%)/Attendance and Contributions(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

None 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BT701 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／Global Internship 

(Global Internship) 

担当者名 

（Instructor） 

山口 和範(YAMAGUCHI KAZUNORI) 

石川 淳(ISHIKAWA JUN) 

松井 泰則(MATSUI YASUNORI) 

上西 智子(KAMINISHI TOMOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU2823 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

企業・団体に最低 4 週間～6 週間、学部での学びを活かしてフルタイムで参画する実践型インターンシップ。グローバルに活躍す

る経営者、従業員と共に働きながら、職場の課題に取り組むことで、グローバル人材を育成する。仕事についての理解、仕事を

取り組むうえでの自身の課題を明確にし、自主性、問題解決力、コミュニケーション力の向上を目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

A. 海外公認プログラム 

夏季・春季休業期間中の 6 週間に学外の企業・団体での実習を行う。インターン実習先企業・団体での書類選考、採用面談にて

履修者を最終決定する。履修決定者は渡航前にインターン事前研修として集中講義を受けること。 

4 月、7 月、2019 年 1 月（予定）に実施する説明会にて日程、費用、履修決定プロセス等の詳細を説明するため参加すること。 

 

B. 長期実践ベーシックプログラム 

世界に通用する商品・サービス・技術を有するグローバル企業や地域でキラリと光る中小企業の経営者のもとで、原則として休

暇中に 4 週間以上、インターンシップ実習を行なう。事前研修を必ず受講のこと。実習先の選定を通して、業種、業態、業務を学

び、自分にふさわしいキャリアデザインについて考える。 

4 月、9 月、2019 年 2 月（予定）に実施する説明会にて日程、費用、履修決定プロセス等の詳細を説明するため参加すること。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 海外公認プログラム：インターンシップの意義、危機管理 

2. 海外公認プログラム：訪問国の歴史・文化・経済概要、海外拠点でのマネージメント 

3. 海外公認プログラム：ビジネスマナー、ワークルール、PC スキル 

4. 海外公認プログラム：出発前面談（目標設定） 

5. 海外公認プログラム：インターンシップ実習 

6. 海外公認プログラム：週報提出 

7. 海外公認プログラム：帰国後報告会、報告書提出、帰国後振り返り面談 

8. 長期実践ベーシックプログラム：オリエンテーション 

9. 長期実践ベーシックプログラム：企業研究（企業/産業情報収集の方法） 

10. 長期実践ベーシックプログラム：ゲストスピーカーダイヤログ（企業のエグゼクティブと語る） 

11. 長期実践ベーシックプログラム：ビジネスマナー講座 

12. 長期実践ベーシックプログラム：目標設定ワークショップ＆決意プレゼン 

13. 長期実践ベーシックプログラム：インターンシップ実習 

14. 長期実践ベーシックプログラム：インターン報告会 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前説明会で説明する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/企業・団体でのインターンシップ参加(40%)/事前・事後研修参加(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本学の教員は随行しません。本学教員による遠隔での指導があります。 
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注意事項（Notice） 
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■BT702 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／Global Internship 

(Global Internship) 

担当者名 

（Instructor） 

高岡 美佳(TAKAOKA MIKA) 

伊藤 淳司(ITO JUNJI) 

竹本 徳子(TAKEMOTO NORIKO) 

学期 

（Semester） 
春期間外(Summer Session) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU2823 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

企業・団体に最低 4 週間～6 週間、学部での学びを活かしてフルタイムで参画する実践型インターンシップ。グローバルに活躍す

る経営者、従業員と共に働きながら、職場の課題に取り組むことで、グローバル人材を育成する。仕事についての理解、仕事を

取り組むうえでの自身の課題を明確にし、自主性、問題解決力、コミュニケーション力の向上を目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

A. 海外公認プログラム 

夏季・春季休業期間中の 6 週間に学外の企業・団体での実習を行う。インターン実習先企業・団体での書類選考、採用面談にて

履修者を最終決定する。履修決定者は渡航前にインターン事前研修として集中講義を受けること。 

4 月、7 月、2019 年 1 月（予定）に実施する説明会にて日程、費用、履修決定プロセス等の詳細を説明するため参加すること。 

 

B. 長期実践ベーシックプログラム 

世界に通用する商品・サービス・技術を有するグローバル企業や地域でキラリと光る中小企業の経営者のもとで、原則として休

暇中に 4 週間以上、インターンシップ実習を行なう。事前研修を必ず受講のこと。実習先の選定を通して、業種、業態、業務を学

び、自分にふさわしいキャリアデザインについて考える。 

4 月、9 月、2019 年 2 月（予定）に実施する説明会にて日程、費用、履修決定プロセス等の詳細を説明するため参加すること。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 海外公認プログラム：インターンシップの意義、危機管理 

2. 海外公認プログラム：訪問国の歴史・文化・経済概要、海外拠点でのマネージメント 

3. 海外公認プログラム：ビジネスマナー、ワークルール、PC スキル 

4. 海外公認プログラム：出発前面談（目標設定） 

5. 海外公認プログラム：インターンシップ実習 

6. 海外公認プログラム：週報提出 

7. 海外公認プログラム：帰国後報告会、報告書提出、帰国後振り返り面談 

8. 長期実践ベーシックプログラム：オリエンテーション 

9. 長期実践ベーシックプログラム：企業研究（企業/産業情報収集の方法） 

10. 長期実践ベーシックプログラム：ゲストスピーカーダイヤログ（企業のエグゼクティブと語る） 

11. 長期実践ベーシックプログラム：ビジネスマナー講座 

12. 長期実践ベーシックプログラム：目標設定ワークショップ＆決意プレゼン 

13. 長期実践ベーシックプログラム：インターンシップ実習 

14. 長期実践ベーシックプログラム：インターン報告会 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前説明会で説明する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/企業・団体でのインターンシップ参加(40%)/事前・事後研修参加(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本学の教員は随行しません。本学教員による遠隔での指導があります。 

 

注意事項（Notice） 
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■BT706 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／Global Internship 

(Global Internship) 

担当者名 

（Instructor） 

山口 和範(YAMAGUCHI KAZUNORI) 

石川 淳(ISHIKAWA JUN) 

松井 泰則(MATSUI YASUNORI) 

上西 智子(KAMINISHI TOMOKO) 

学期 

（Semester） 
秋期間外(Winter Session) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU2823 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

企業・団体に最低 4 週間～6 週間、学部での学びを活かしてフルタイムで参画する実践型インターンシップ。グローバルに活躍す

る経営者、従業員と共に働きながら、職場の課題に取り組むことで、グローバル人材を育成する。仕事についての理解、仕事を

取り組むうえでの自身の課題を明確にし、自主性、問題解決力、コミュニケーション力の向上を目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

A. 海外公認プログラム 

夏季・春季休業期間中の 6 週間に学外の企業・団体での実習を行う。インターン実習先企業・団体での書類選考、採用面談にて

履修者を最終決定する。履修決定者は渡航前にインターン事前研修として集中講義を受けること。 

4 月、7 月、2019 年 1 月（予定）に実施する説明会にて日程、費用、履修決定プロセス等の詳細を説明するため参加すること。 

 

B. 長期実践ベーシックプログラム 

世界に通用する商品・サービス・技術を有するグローバル企業や地域でキラリと光る中小企業の経営者のもとで、原則として休

暇中に 4 週間以上、インターンシップ実習を行なう。事前研修を必ず受講のこと。実習先の選定を通して、業種、業態、業務を学

び、自分にふさわしいキャリアデザインについて考える。 

4 月、9 月、2019 年 2 月（予定）に実施する説明会にて日程、費用、履修決定プロセス等の詳細を説明するため参加すること。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 海外公認プログラム：インターンシップの意義、危機管理 

2. 海外公認プログラム：訪問国の歴史・文化・経済概要、海外拠点でのマネージメント 

3. 海外公認プログラム：ビジネスマナー、ワークルール、PC スキル 

4. 海外公認プログラム：出発前面談（目標設定） 

5. 海外公認プログラム：インターンシップ実習 

6. 海外公認プログラム：週報提出 

7. 海外公認プログラム：帰国後報告会、報告書提出、帰国後振り返り面談 

8. 長期実践ベーシックプログラム：オリエンテーション 

9. 長期実践ベーシックプログラム：企業研究（企業/産業情報収集の方法） 

10. 長期実践ベーシックプログラム：ゲストスピーカーダイヤログ（企業のエグゼクティブと語る） 

11. 長期実践ベーシックプログラム：ビジネスマナー講座 

12. 長期実践ベーシックプログラム：目標設定ワークショップ＆決意プレゼン 

13. 長期実践ベーシックプログラム：インターンシップ実習 

14. 長期実践ベーシックプログラム：インターン報告会 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前説明会で説明する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/企業・団体でのインターンシップ参加(40%)/事前・事後研修参加(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本学の教員は随行しません。本学教員による遠隔での指導があります。 
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注意事項（Notice） 
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■BT707 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／Global Internship 

(Global Internship) 

担当者名 

（Instructor） 

高岡 美佳(TAKAOKA MIKA) 

伊藤 淳司(ITO JUNJI) 

竹本 徳子(TAKEMOTO NORIKO) 

学期 

（Semester） 
秋期間外(Winter Session) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU2823 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

企業・団体に最低 4 週間～6 週間、学部での学びを活かしてフルタイムで参画する実践型インターンシップ。グローバルに活躍す

る経営者、従業員と共に働きながら、職場の課題に取り組むことで、グローバル人材を育成する。仕事についての理解、仕事を

取り組むうえでの自身の課題を明確にし、自主性、問題解決力、コミュニケーション力の向上を目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

A. 海外公認プログラム 

夏季・春季休業期間中の 6 週間に学外の企業・団体での実習を行う。インターン実習先企業・団体での書類選考、採用面談にて

履修者を最終決定する。履修決定者は渡航前にインターン事前研修として集中講義を受けること。 

4 月、7 月、2019 年 1 月（予定）に実施する説明会にて日程、費用、履修決定プロセス等の詳細を説明するため参加すること。 

 

B. 長期実践ベーシックプログラム 

世界に通用する商品・サービス・技術を有するグローバル企業や地域でキラリと光る中小企業の経営者のもとで、原則として休

暇中に 4 週間以上、インターンシップ実習を行なう。事前研修を必ず受講のこと。実習先の選定を通して、業種、業態、業務を学

び、自分にふさわしいキャリアデザインについて考える。 

4 月、9 月、2019 年 2 月（予定）に実施する説明会にて日程、費用、履修決定プロセス等の詳細を説明するため参加すること。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 海外公認プログラム：インターンシップの意義、危機管理 

2. 海外公認プログラム：訪問国の歴史・文化・経済概要、海外拠点でのマネージメント 

3. 海外公認プログラム：ビジネスマナー、ワークルール、PC スキル 

4. 海外公認プログラム：出発前面談（目標設定） 

5. 海外公認プログラム：インターンシップ実習 

6. 海外公認プログラム：週報提出 

7. 海外公認プログラム：帰国後報告会、報告書提出、帰国後振り返り面談 

8. 長期実践ベーシックプログラム：オリエンテーション 

9. 長期実践ベーシックプログラム：企業研究（企業/産業情報収集の方法） 

10. 長期実践ベーシックプログラム：ゲストスピーカーダイヤログ（企業のエグゼクティブと語る） 

11. 長期実践ベーシックプログラム：ビジネスマナー講座 

12. 長期実践ベーシックプログラム：目標設定ワークショップ＆決意プレゼン 

13. 長期実践ベーシックプログラム：インターンシップ実習 

14. 長期実践ベーシックプログラム：インターン報告会 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前説明会で説明する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/企業・団体でのインターンシップ参加(40%)/事前・事後研修参加(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本学の教員は随行しません。本学教員による遠隔での指導があります。 

 

注意事項（Notice） 
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■BT709 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
自動登録／Ｏｖｅｒｓｅａｓ ＥＡＰ（海外ＥＡＰ） 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Studying business concepts in English at partner schools overseas 

担当者名 

（Instructor） 

ドノヴァン，Ｈ(DONOVAN,HERBERT A.) 

松本 茂(MATSUMOTO SHIGERU) 

シュールズ，Ｄ(SCHULES,DOUGLAS) 

リース，ネリス(REES,NERYS) 

セルべ,モナ(SYRBE,MONA) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU1811 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
国際経営学科 1 年次のみ：自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本プログラムでは、３週間の海外研修を通し、異文化環境下においてグローバル・リーダーに必要とされる英語力とビジネススキ

ルを学ぶことと、ビジネスプロジェクトにグループで取り組むなかでリーダーシップを身につけることの二点を学習目標とします。 

 

授業の内容（Course Contents） 

グローバルリーダーに必須の英語力の向上とビジネススキルの習得（適切な語彙、プレゼンテーションスキル、ビジネスプラン考

案など）、およびグループでプロジェクトに取り組むことによって自分の強み弱みを明確にし、いかにしてチームに貢献できるかと

いうリーダーシップを身につけることを目標とした３週間の研修プログラムを北米、オーストラリア（予定）の提携校において夏季お

よび冬季休暇期間中に実施します。 

 

４月～７月および９月～１月の事前研修では、上記の本プログラムに臨むための心構えとスキル、チームワークを異文化コミュニ

ケーション、リーダーシップ、プレゼンテーションスキルなどに関する講義・ワークショップを通じて学習します。 

 

本プログラムのすべて、および事前研修のうち事務手続きとワークショップの一部を除いて授業は基本的に英語で行います。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Course Introduction, Travel arrangements, scholarships, pledge and other documents 

2. Narrative journals and paragraph writing introduction  

3. Preparation of research presentations on host country, city, and school 

4. Sempai session: discussions with former participants of Overseas EAP, Presentations on host country, city, and school 

5. Presentations on host country, city, and school 

6. Academic session: basics of business analysis for final project 

7. Determine final group membership. Determine company for final research project 

8. Group work: Prepare for final presentation.  

9. Presentation by travel insurance company.  

Academic session on business analysis 

10. Academic session on presentation design, Prepare for final presentation.   

11. Second session of discussions with former participants of Overseas EAP / Groupwork to prepare for final presentations 

12. Final Presentations 

13. Follow-up on final presentations, review of Tumblr blogs, final briefing on Travel Arrangements, final simulation on risk 

management. 

14. Group leaders meet with SA’s and Teachers.  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Short readings in English and vocabulary exercises will be assigned for homework. Groups will also meet outside of class for 

research and project preparation. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

事前研修(40%)/本プログラム(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 



 - 400 - 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BT710 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
その他／Ｏｖｅｒｓｅａｓ ＥＡＰ（海外ＥＡＰ） 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Studying business concepts in English at partner schools overseas 

担当者名 

（Instructor） 

ドノヴァン，Ｈ(DONOVAN,HERBERT A.) 

松本 茂(MATSUMOTO SHIGERU) 

シュールズ，Ｄ(SCHULES,DOUGLAS) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU1811 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 

経営学科：「その他」登録 

国際経営学科：自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本プログラムでは、３週間の海外研修を通し、異文化環境下においてグローバル・リーダーに必要とされる英語力とビジネススキ

ルを学ぶことと、ビジネスプロジェクトにグループで取り組むなかでリーダーシップを身につけることの二点を学習目標とします。 

 

授業の内容（Course Contents） 

グローバルリーダーに必須の英語力の向上とビジネススキルの習得（適切な語彙、プレゼンテーションスキル、ビジネスプラン考

案など）、およびグループでプロジェクトに取り組むことによって自分の強み弱みを明確にし、いかにしてチームに貢献できるかと

いうリーダーシップを身につけることを目標とした３週間の研修プログラムを北米、オーストラリア（予定）の提携校において夏季お

よび冬季休暇期間中に実施します。 

 

４月～７月および９月～１月の事前研修では、上記の本プログラムに臨むための心構えとスキル、チームワークを異文化コミュニ

ケーション、リーダーシップ、プレゼンテーションスキルなどに関する講義・ワークショップを通じて学習します。 

 

本プログラムのすべて、および事前研修のうち事務手続きとワークショップの一部を除いて授業は基本的に英語で行います。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Course Introduction, Travel arrangements, scholarships, pledge and other documents 

2. Narrative journals and paragraph writing introduction  

3. Preparation of research presentations on host country, city, and school 

4. Sempai session: discussions with former participants of Overseas EAP, Presentations on host country, city, and school 

5. Presentations on host country, city, and school 

6. Academic session: basics of business analysis for final project 

7. Determine final group membership. Determine company for final research project 

8. Group work: Prepare for final presentation.  

9. Presentation by travel insurance company.  

Academic session on business analysis 

10. Academic session on presentation design, Prepare for final presentation.   

11. Second session of discussions with former participants of Overseas EAP / Groupwork to prepare for final presentations 

12. Final Presentations 

13. Follow-up on final presentations, review of Tumblr blogs, final briefing on Travel Arrangements, final simulation on risk 

management. 

14. Group leaders meet with SA’s and Teachers.  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Short readings in English and vocabulary exercises will be assigned for homework. Groups will also meet outside of class for 

research and project preparation. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

事前研修(40%)/本プログラム(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BT711 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／Long-term Global Internship 

(Long-term Global Internship) 

担当者名 

（Instructor） 

山口 和範(YAMAGUCHI KAZUNORI) 

石川 淳(ISHIKAWA JUN) 

高岡 美佳(TAKAOKA MIKA) 

松井 泰則(MATSUI YASUNORI) 

伊藤 淳司(ITO JUNJI) 

竹本 徳子(TAKEMOTO NORIKO) 

上西 智子(KAMINISHI TOMOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU3823 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

企業・団体に最低 4 ヵ月～6 ヵ月間、学部の学びを活かしてフルタイムで参画する実践型インターンシップです。グローバルに活

躍する経営者、従業員と共に働きながら、自ら発見した職場の課題に、周囲を巻き込んで主体的に取り組むことで、グローバル

に活躍できる人材を育成する。仕事についての理解、仕事を取り組むうえでの自身の課題を明確にし、自主性、問題解決力、コミ

ュニケーション力の向上を目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

A.海外公認プログラム 

春学期もしくは秋学期の半年間、学外の企業・団体での実習を行う。履修決定者は渡航前にインターン事前研修として集中講義

を受けること。実習先企業別にインターン実習内容、訪問国、履修者決定プロセスが異なることから、プログラム別に実施する説

明会にて、詳細を説明する。インターン受入団体におけるマッチング、もしくは実習先企業・団体での書類選考、採用面談にて履

修者を最終決定する。事前研修を必ず受講のこと。 

＜説明会＞１．フィリピンプログラム: 秋学期募集がある場合 4月（予定）、2019 年度春学期募集は 2018年 7 月（予定） 

２．海外一般プログラム：秋学期募集がある場合 4 月（予定）、2019 年度春学期募集は 2018 年 7 月（予定） 

３．アカデミックインターンシッププログラム：2019 年度募集は 2018 年 12 月（予定） 

 

B.長期実践アドバンストプログラム 

世界に通用する商品・サービス・技術を有するグローバル企業や地域でキラリと光る中小企業の経営者のもとで、4 ヵ月から半年

間、原則としてフルタイムで参画する実践型インターンシップ。職場の課題やトップが抱える経営課題に挑戦し、提案にとどまら

ず、自ら行動･実践し、成果を出すことが求められる。BLの仕上げとして最適なプログラム。事前研修を必ず受講のこと。 

4 月、9 月、2019 年 2 月（予定）に実施する説明会にて日程、費用、履修決定プロセス等の詳細を説明するため参加すること。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 海外公認プログラム：インターンシップの意義、危機管理 

2. 海外公認プログラム：訪問国の歴史・文化・経済概要、海外拠点でのマネージメント 

3. 海外公認プログラム：ビジネスマナー、ワークルール、PC スキル 

4. 海外公認プログラム：出発前面談（目標設定） 

5. 海外公認プログラム：インターンシップ実習 

6. 海外公認プログラム：月報提出、中間フォローアップ（スカイプ面談） 

7. 海外公認プログラム：帰国後報告会、報告書提出、帰国後振り返り面談 

8. 長期実践アドバンストプログラム：オリエンテーション 

9. 長期実践アドバンストプログラム：企業研究（企業/産業情報収集の方法） 

10. 長期実践アドバンストプログラム：ゲストスピーカーダイヤログ（企業のエグゼクティブと語る） 

11. 長期実践アドバンストプログラム：ビジネスマナー講座 

12. 長期実践アドバンストプログラム：目標設定ワークショップ＆決意プレゼン 

13. 長期実践アドバンストプログラム：インターンシップ実習 

14. 長期実践アドバンストプログラム：インターン報告会 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前説明会で説明する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/企業・団体でのインターンシップ参加(40%)/事前・事後研修参加(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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なし 

 

参考文献（Readings） 

随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本学の教員は随行しません。本学教員による遠隔での指導があります。 

 

注意事項（Notice） 
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■BT712 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／Long-term Global Internship 

(Long-term Global Internship) 

担当者名 

（Instructor） 

山口 和範(YAMAGUCHI KAZUNORI) 

石川 淳(ISHIKAWA JUN) 

高岡 美佳(TAKAOKA MIKA) 

松井 泰則(MATSUI YASUNORI) 

伊藤 淳司(ITO JUNJI) 

竹本 徳子(TAKEMOTO NORIKO) 

上西 智子(KAMINISHI TOMOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU3823 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

企業・団体に最低 4 ヵ月～6 ヵ月間、学部の学びを活かしてフルタイムで参画する実践型インターンシップです。グローバルに活

躍する経営者、従業員と共に働きながら、自ら発見した職場の課題に、周囲を巻き込んで主体的に取り組むことで、グローバル

に活躍できる人材を育成する。仕事についての理解、仕事を取り組むうえでの自身の課題を明確にし、自主性、問題解決力、コミ

ュニケーション力の向上を目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

A.海外公認プログラム 

春学期もしくは秋学期の半年間、学外の企業・団体での実習を行う。履修決定者は渡航前にインターン事前研修として集中講義

を受けること。実習先企業別にインターン実習内容、訪問国、履修者決定プロセスが異なることから、プログラム別に実施する説

明会にて、詳細を説明する。インターン受入団体におけるマッチング、もしくは実習先企業・団体での書類選考、採用面談にて履

修者を最終決定する。事前研修を必ず受講のこと。 

＜説明会＞１．フィリピンプログラム: 秋学期募集がある場合 4月（予定）、2019 年度春学期募集は 2018年 7 月（予定） 

２．海外一般プログラム：秋学期募集がある場合 4 月（予定）、2019 年度春学期募集は 2018 年 7 月（予定） 

３．アカデミックインターンシッププログラム：2019 年度募集は 2018 年 12 月（予定） 

 

B.長期実践アドバンストプログラム 

世界に通用する商品・サービス・技術を有するグローバル企業や地域でキラリと光る中小企業の経営者のもとで、4 ヵ月から半年

間、原則としてフルタイムで参画する実践型インターンシップ。職場の課題やトップが抱える経営課題に挑戦し、提案にとどまら

ず、自ら行動･実践し、成果を出すことが求められる。BLの仕上げとして最適なプログラム。事前研修を必ず受講のこと。 

4 月、9 月、2019 年 2 月（予定）に実施する説明会にて日程、費用、履修決定プロセス等の詳細を説明するため参加すること。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 海外公認プログラム：インターンシップの意義、危機管理 

2. 海外公認プログラム：訪問国の歴史・文化・経済概要、海外拠点でのマネージメント 

3. 海外公認プログラム：ビジネスマナー、ワークルール、PC スキル 

4. 海外公認プログラム：出発前面談（目標設定） 

5. 海外公認プログラム：インターンシップ実習 

6. 海外公認プログラム：月報提出、中間フォローアップ（スカイプ面談） 

7. 海外公認プログラム：帰国後報告会、報告書提出、帰国後振り返り面談 

8. 長期実践アドバンストプログラム：オリエンテーション 

9. 長期実践アドバンストプログラム：企業研究（企業/産業情報収集の方法） 

10. 長期実践アドバンストプログラム：ゲストスピーカーダイヤログ（企業のエグゼクティブと語る） 

11. 長期実践アドバンストプログラム：ビジネスマナー講座 

12. 長期実践アドバンストプログラム：目標設定ワークショップ＆決意プレゼン 

13. 長期実践アドバンストプログラム：インターンシップ実習 

14. 長期実践アドバンストプログラム：インターン報告会 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前説明会で説明する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/企業・団体でのインターンシップ参加(40%)/事前・事後研修参加(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 



 - 406 - 

なし 

 

参考文献（Readings） 

随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本学の教員は随行しません。本学教員による遠隔での指導があります。 

 

注意事項（Notice） 
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■BT721 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／Short-term Study Abroad Program 1 

(Short-term Study Abroad Program 1) 

担当者名 

（Instructor） 

山口 和範(YAMAGUCHI KAZUNORI) 

石川 淳(ISHIKAWA JUN) 

松井 泰則(MATSUI YASUNORI) 

上西 智子(KAMINISHI TOMOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU2823 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

異文化体験、異文化交流、企業訪問を通してグローバル人材となるべく気づきと学びを醸成する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

訪問国の大学にて英語で文化・歴史・経済・現地語講座などの特別講義を受講した上で現地学生とのワークショップやゲストスピ

ーカーとの討論を行います。更に日系及び外資企業・団体、国際機関等を訪問し、海外で働くとはどのようなことかを考えます。

渡航前の事前授業では、訪問国の文化・歴史・経済を学び、現地でのワークショップ等の準備をします。帰国後報告会には必ず

参加すること。 

１．フィリピン：8 月下旬～9 月初旬にフィリピン・マニラを 9 日～10 日間訪問します。フィリピン大学での講義、現地学生とのワー

クショップ、企業訪問を通じて経済成長著しい東南アジアの現状を学びます。 

２．アメリカ：8 月 13 日～9月 9日に昭和ボストン大学のサマーセッションに参加いただきます。アメリカンビジネス、ホスピタリテ

ィ、ボランティア、アメリカ文化、食安全とマネージメント等のテーマからひとつ選択し、講義と現場訪問を通じて、アメリカでの専門

分野の現状を学びます。 

2018 年 4 月（予定）に実施する説明会にて日程、費用、履修決定プロセス等の詳細を説明するため参加すること。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 危機管理、健康管理 

3. ビジネスマナー 

4. 訪問国の文化・歴史・経済概要、海外拠点マネージメント 

5. ワークルール 

6. 訪問先企業研究、ワークショップの準備 

7. 目標設定－個人面談 

8. 現地語講座 

9. 文化・歴史・経済（英語） 

10. 異文化コミュニケーション、ワークショップ、企業訪問 

11. 日報・週報提出 

12. 報告書提出 

13. 帰国後報告会 

14. 振り返り面談（今後のキャリア形成について）－個人面談 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

説明会で説明する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

事前事後研修参加(20%)/現地プログラム参加(40%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

随時紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

1）20 人以下のクラスで実施。フィリピンは 10 人未満の場合キャンセルされることがあります。 

2）本学の教員は随行しません。日本から本学教員による遠隔での指導があります。 

 

注意事項（Notice） 
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■BT731 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／Short-term Study Abroad Program 2 

(Short-term Study Abroad Program 2) 

担当者名 

（Instructor） 

山口 和範(YAMAGUCHI KAZUNORI) 

石川 淳(ISHIKAWA JUN) 

松井 泰則(MATSUI YASUNORI) 

上西 智子(KAMINISHI TOMOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU2823 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

異文化体験、異文化交流、企業訪問を通してアジアで活躍できるグローバル人材となるべく気づきと学びを醸成する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

春季休業期間の 2 月後半～3月前半に東南アジア 1 カ国（マレーシア等）を 9 日～10 日間訪問し、経済成長が著しいアジアを体

感する短期留学プログラムです。訪問国の大学にて英語で文化・歴史・経済・現地語講座などの特別講義の受講した上で現地大

学生とのワークショップを行います。訪問国の日系及び外資企業・団体、国際機関等を訪問し、海外で働くとはどのようなことかを

考えます。更に Short-term Study Abroad Program2 では、設定された訪問国の現状に即したテーマについて探求します。渡航

前の事前授業では、訪問国の文化・歴史・経済を学び、現地でのワークショップの準備をします。帰国後報告会には参加するこ

と。 

2017 年 7 月（予定）に実施する説明会にて日程、費用、履修決定プロセス等の詳細を説明するため参加すること。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 危機管理、健康管理 

3. ビジネスマナー 

4. 訪問国の文化・歴史・経済概要、海外拠点マネージメント 

5. ワークルール 

6. 訪問先企業研究、企業訪問・現地学生とのワークショップの準備 

7. 目標設定－個人面談 

8. 現地語講座 

9. 文化・歴史・経済（英語） 

10. 異文化コミュニケーション、ワークショップ 

11. 日報提出 

12. 報告書提出 

13. 帰国後報告会 

14. 振り返り面談（今後のキャリア形成について）－個人面談 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前説明会で説明する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

事前事後研修参加(20%)/現地プログラム参加(40%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

随時紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

1）20 人以下のクラスで実施。10人未満の場合キャンセルされることがあります。 

2）基本的に本学の教員は随行しません。日本から本学教員による遠隔での指導があります。 

 

注意事項（Notice） 
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■BT751 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
その他／Global Study 1 

担当者名 

（Instructor） 
専任教員 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU1801 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
外国人留学生対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This is an independent research program for studies in global and international business for inter-college (COB) exchange 

students. 

 

授業の内容（Course Contents） 

1) The student must find a faculty supervisor who is willing to supervise a semester-long independent research project/course 

for the student. 

 

2) The student must prepare a proposal of study including, but not limited to, the study objectives, the reseach topics, the 

reading list, the research methods, the proposed outputs, and the schedule. 

 

3) The designated faculty supervisor will review the proposal and establish the evaluation criteria. 

 

4) The supervisor will also determine whether the proposed study is equivalent to the 1, 2, 3 or 8 credit hours of classroom 

study. The student will be advised of which course number and section to register for. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Schedule to be determined in consultation with the supervisor. 

2. Schedule to be determined in consultation with the supervisor. 

3. Schedule to be determined in consultation with the supervisor. 

4. Schedule to be determined in consultation with the supervisor. 

5. Schedule to be determined in consultation with the supervisor. 

6. Schedule to be determined in consultation with the supervisor. 

7. Schedule to be determined in consultation with the supervisor. 

8. Schedule to be determined in consultation with the supervisor. 

9. Schedule to be determined in consultation with the supervisor. 

10. Schedule to be determined in consultation with the supervisor. 

11. Schedule to be determined in consultation with the supervisor. 

12. Schedule to be determined in consultation with the supervisor. 

13. Schedule to be determined in consultation with the supervisor. 

14. Schedule to be determined in consultation with the supervisor. 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Assingment. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Final Report(40%)/midterm reports(40%)/presentations(20%) 

Details of the evaluation are to be confirmed by the instructor. 

 

テキスト（Textbooks） 

Details of the reading materials are to be confirmed by the instructor.  

 

参考文献（Readings） 

Details of the reading materials are to be confirmed by the instructor.  

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BT752 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
その他／Global Study 2 

担当者名 

（Instructor） 
専任教員 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU1801 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
外国人留学生対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This is an independent research program for studies in global and international business for inter-college (COB) exchange 

students. 

 

授業の内容（Course Contents） 

1) The student must find a faculty supervisor who is willing to supervise a semester-long independent research project/course 

for the student. 

 

2) The student must prepare a proposal of study including, but not limited to, the study objectives, the reseach topics, the 

reading list, the research methods, the proposed outputs, and the schedule. 

 

3) The designated faculty supervisor will review the proposal and establish the evaluation criteria. 

 

4) The supervisor will also determine whether the proposed study is equivalent to the 1, 2, 3 or 8 credit hours of classroom 

study. The student will be advised of which course number and section to register for. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Schedule to be determined in consultation with the supervisor. 

2. Schedule to be determined in consultation with the supervisor. 

3. Schedule to be determined in consultation with the supervisor. 

4. Schedule to be determined in consultation with the supervisor. 

5. Schedule to be determined in consultation with the supervisor. 

6. Schedule to be determined in consultation with the supervisor. 

7. Schedule to be determined in consultation with the supervisor. 

8. Schedule to be determined in consultation with the supervisor. 

9. Schedule to be determined in consultation with the supervisor. 

10. Schedule to be determined in consultation with the supervisor. 

11. Schedule to be determined in consultation with the supervisor. 

12. Schedule to be determined in consultation with the supervisor. 

13. Schedule to be determined in consultation with the supervisor. 

14. Schedule to be determined in consultation with the supervisor. 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Assingment. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Final Report(40%)/midterm reports(40%)/presentations(20%) 

Details of the evaluation are to be confirmed by the instructor. 

 

テキスト（Textbooks） 

Details of the reading materials are to be confirmed by the instructor.  

 

参考文献（Readings） 

Details of the reading materials are to be confirmed by the instructor.  

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 



 - 412 - 

■BT753 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
その他／Global Study 3 

担当者名 

（Instructor） 
専任教員 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
３単位(3 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU1801 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
外国人留学生対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This is an independent research program for studies in global and international business for inter-college (COB) exchange 

students. 

 

授業の内容（Course Contents） 

1) The student must find a faculty supervisor who is willing to supervise a semester-long independent research project/course 

for the student. 

 

2) The student must prepare a proposal of study including, but not limited to, the study objectives, the reseach topics, the 

reading list, the research methods, the proposed outputs, and the schedule. 

 

3) The designated faculty supervisor will review the proposal and establish the evaluation criteria. 

 

4) The supervisor will also determine whether the proposed study is equivalent to the 1, 2, 3 or 8 credit hours of classroom 

study. The student will be advised of which course number and section to register for. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Schedule to be determined in consultation with the supervisor. 

2. Schedule to be determined in consultation with the supervisor. 

3. Schedule to be determined in consultation with the supervisor. 

4. Schedule to be determined in consultation with the supervisor. 

5. Schedule to be determined in consultation with the supervisor. 

6. Schedule to be determined in consultation with the supervisor. 

7. Schedule to be determined in consultation with the supervisor. 

8. Schedule to be determined in consultation with the supervisor. 

9. Schedule to be determined in consultation with the supervisor. 

10. Schedule to be determined in consultation with the supervisor. 

11. Schedule to be determined in consultation with the supervisor. 

12. Schedule to be determined in consultation with the supervisor. 

13. Schedule to be determined in consultation with the supervisor. 

14. Schedule to be determined in consultation with the supervisor. 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Assingment. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Final Report(40%)/midterm reports(40%)/presentations(20%) 

Details of the evaluation are to be confirmed by the instructor. 

 

テキスト（Textbooks） 

Details of the reading materials are to be confirmed by the instructor.  

 

参考文献（Readings） 

Details of the reading materials are to be confirmed by the instructor.  

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BT754 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
その他／Global Study 4 

担当者名 

（Instructor） 
専任教員 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
３単位(3 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU1801 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
外国人留学生対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This is an independent research program for studies in global and international business for inter-college (COB) exchange 

students. 

 

授業の内容（Course Contents） 

1) The student must find a faculty supervisor who is willing to supervise a semester-long independent research project/course 

for the student. 

 

2) The student must prepare a proposal of study including, but not limited to, the study objectives, the reseach topics, the 

reading list, the research methods, the proposed outputs, and the schedule. 

 

3) The designated faculty supervisor will review the proposal and establish the evaluation criteria. 

 

4) The supervisor will also determine whether the proposed study is equivalent to the 1, 2, 3 or 8 credit hours of classroom 

study. The student will be advised of which course number and section to register for. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Schedule to be determined in consultation with the supervisor. 

2. Schedule to be determined in consultation with the supervisor. 

3. Schedule to be determined in consultation with the supervisor. 

4. Schedule to be determined in consultation with the supervisor. 

5. Schedule to be determined in consultation with the supervisor. 

6. Schedule to be determined in consultation with the supervisor. 

7. Schedule to be determined in consultation with the supervisor. 

8. Schedule to be determined in consultation with the supervisor. 

9. Schedule to be determined in consultation with the supervisor. 

10. Schedule to be determined in consultation with the supervisor. 

11. Schedule to be determined in consultation with the supervisor. 

12. Schedule to be determined in consultation with the supervisor. 

13. Schedule to be determined in consultation with the supervisor. 

14. Schedule to be determined in consultation with the supervisor. 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Assingment. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Final Report(40%)/midterm reports(40%)/presentations(20%) 

Details of the evaluation are to be confirmed by the instructor. 

 

テキスト（Textbooks） 

Details of the reading materials are to be confirmed by the instructor.  

 

参考文献（Readings） 

Details of the reading materials are to be confirmed by the instructor.  

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BT755 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
その他／Global Study 5 

担当者名 

（Instructor） 
専任教員 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU1801 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
外国人留学生対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This is an independent research program for studies in global and international business for inter-college (COB) exchange 

students. 

 

授業の内容（Course Contents） 

1) The student must find a faculty supervisor who is willing to supervise a semester-long independent research project/course 

for the student. 

 

2) The student must prepare a proposal of study including, but not limited to, the study objectives, the reseach topics, the 

reading list, the research methods, the proposed outputs, and the schedule. 

 

3) The designated faculty supervisor will review the proposal and establish the evaluation criteria. 

 

4) The supervisor will also determine whether the proposed study is equivalent to the 1, 2, 3 or 8 credit hours of classroom 

study. The student will be advised of which course number and section to register for. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Schedule to be determined in consultation with the supervisor. 

2. Schedule to be determined in consultation with the supervisor. 

3. Schedule to be determined in consultation with the supervisor. 

4. Schedule to be determined in consultation with the supervisor. 

5. Schedule to be determined in consultation with the supervisor. 

6. Schedule to be determined in consultation with the supervisor. 

7. Schedule to be determined in consultation with the supervisor. 

8. Schedule to be determined in consultation with the supervisor. 

9. Schedule to be determined in consultation with the supervisor. 

10. Schedule to be determined in consultation with the supervisor. 

11. Schedule to be determined in consultation with the supervisor. 

12. Schedule to be determined in consultation with the supervisor. 

13. Schedule to be determined in consultation with the supervisor. 

14. Schedule to be determined in consultation with the supervisor. 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Assingment. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Final Report(40%)/midterm reports(40%)/presentations(20%) 

Details of the evaluation are to be confirmed by the instructor. 

 

テキスト（Textbooks） 

Details of the reading materials are to be confirmed by the instructor.  

 

参考文献（Readings） 

Details of the reading materials are to be confirmed by the instructor.  

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BT756 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
その他／Global Study 6 

担当者名 

（Instructor） 
専任教員 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU1801 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
外国人留学生対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This is an independent research program for studies in global and international business for inter-college (COB) exchange 

students. 

 

授業の内容（Course Contents） 

1) The student must find a faculty supervisor who is willing to supervise a semester-long independent research project/course 

for the student. 

 

2) The student must prepare a proposal of study including, but not limited to, the study objectives, the reseach topics, the 

reading list, the research methods, the proposed outputs, and the schedule. 

 

3) The designated faculty supervisor will review the proposal and establish the evaluation criteria. 

 

4) The supervisor will also determine whether the proposed study is equivalent to the 1, 2, 3 or 8 credit hours of classroom 

study. The student will be advised of which course number and section to register for. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Schedule to be determined in consultation with the supervisor. 

2. Schedule to be determined in consultation with the supervisor. 

3. Schedule to be determined in consultation with the supervisor. 

4. Schedule to be determined in consultation with the supervisor. 

5. Schedule to be determined in consultation with the supervisor. 

6. Schedule to be determined in consultation with the supervisor. 

7. Schedule to be determined in consultation with the supervisor. 

8. Schedule to be determined in consultation with the supervisor. 

9. Schedule to be determined in consultation with the supervisor. 

10. Schedule to be determined in consultation with the supervisor. 

11. Schedule to be determined in consultation with the supervisor. 

12. Schedule to be determined in consultation with the supervisor. 

13. Schedule to be determined in consultation with the supervisor. 

14. Schedule to be determined in consultation with the supervisor. 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Assingment. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Final Report(40%)/midterm reports(40%)/presentations(20%) 

Details of the evaluation are to be confirmed by the instructor. 

 

テキスト（Textbooks） 

Details of the reading materials are to be confirmed by the instructor.  

 

参考文献（Readings） 

Details of the reading materials are to be confirmed by the instructor.  

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BT757 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
その他／Global Study 7 

担当者名 

（Instructor） 
専任教員 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU1801 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
外国人留学生対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This is an independent research program for studies in global and international business for inter-college (COB) exchange 

students. 

 

授業の内容（Course Contents） 

1) The student must find a faculty supervisor who is willing to supervise a semester-long independent research project/course 

for the student. 

 

2) The student must prepare a proposal of study including, but not limited to, the study objectives, the reseach topics, the 

reading list, the research methods, the proposed outputs, and the schedule. 

 

3) The designated faculty supervisor will review the proposal and establish the evaluation criteria. 

 

4) The supervisor will also determine whether the proposed study is equivalent to the 1, 2, 3 or 8 credit hours of classroom 

study. The student will be advised of which course number and section to register for. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Schedule to be determined in consultation with the supervisor. 

2. Schedule to be determined in consultation with the supervisor. 

3. Schedule to be determined in consultation with the supervisor. 

4. Schedule to be determined in consultation with the supervisor. 

5. Schedule to be determined in consultation with the supervisor. 

6. Schedule to be determined in consultation with the supervisor. 

7. Schedule to be determined in consultation with the supervisor. 

8. Schedule to be determined in consultation with the supervisor. 

9. Schedule to be determined in consultation with the supervisor. 

10. Schedule to be determined in consultation with the supervisor. 

11. Schedule to be determined in consultation with the supervisor. 

12. Schedule to be determined in consultation with the supervisor. 

13. Schedule to be determined in consultation with the supervisor. 

14. Schedule to be determined in consultation with the supervisor. 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Assingment. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Final Report(40%)/midterm reports(40%)/presentations(20%) 

Details of the evaluation are to be confirmed by the instructor. 

 

テキスト（Textbooks） 

Details of the reading materials are to be confirmed by the instructor.  

 

参考文献（Readings） 

Details of the reading materials are to be confirmed by the instructor.  

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BT758 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
その他／Global Study 8 

担当者名 

（Instructor） 
専任教員 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU1801 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
外国人留学生対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This is an independent research program for studies in global and international business for inter-college (COB) exchange 

students. 

 

授業の内容（Course Contents） 

1) The student must find a faculty supervisor who is willing to supervise a semester-long independent research project/course 

for the student. 

 

2) The student must prepare a proposal of study including, but not limited to, the study objectives, the reseach topics, the 

reading list, the research methods, the proposed outputs, and the schedule. 

 

3) The designated faculty supervisor will review the proposal and establish the evaluation criteria. 

 

4) The supervisor will also determine whether the proposed study is equivalent to the 1, 2, 3 or 8 credit hours of classroom 

study. The student will be advised of which course number and section to register for. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Schedule to be determined in consultation with the supervisor. 

2. Schedule to be determined in consultation with the supervisor. 

3. Schedule to be determined in consultation with the supervisor. 

4. Schedule to be determined in consultation with the supervisor. 

5. Schedule to be determined in consultation with the supervisor. 

6. Schedule to be determined in consultation with the supervisor. 

7. Schedule to be determined in consultation with the supervisor. 

8. Schedule to be determined in consultation with the supervisor. 

9. Schedule to be determined in consultation with the supervisor. 

10. Schedule to be determined in consultation with the supervisor. 

11. Schedule to be determined in consultation with the supervisor. 

12. Schedule to be determined in consultation with the supervisor. 

13. Schedule to be determined in consultation with the supervisor. 

14. Schedule to be determined in consultation with the supervisor. 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Assingment. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Final Report(40%)/midterm reports(40%)/presentations(20%) 

Details of the evaluation are to be confirmed by the instructor. 

 

テキスト（Textbooks） 

Details of the reading materials are to be confirmed by the instructor.  

 

参考文献（Readings） 

Details of the reading materials are to be confirmed by the instructor.  

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BT759 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
その他／Global Study 9 

担当者名 

（Instructor） 
専任教員 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
８単位(8 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GBU1801 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
外国人留学生対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This is an independent research program for studies in global and international business for inter-college (COB) exchange 

students. 

 

授業の内容（Course Contents） 

1) The student must find a faculty supervisor who is willing to supervise a semester-long independent research project/course 

for the student. 

 

2) The student must prepare a proposal of study including, but not limited to, the study objectives, the reseach topics, the 

reading list, the research methods, the proposed outputs, and the schedule. 

 

3) The designated faculty supervisor will review the proposal and establish the evaluation criteria. 

 

4) The supervisor will also determine whether the proposed study is equivalent to the 1, 2, 3 or 8 credit hours of classroom 

study. The student will be advised of which course number and section to register for. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Schedule to be determined in consultation with the supervisor. 

2. Schedule to be determined in consultation with the supervisor. 

3. Schedule to be determined in consultation with the supervisor. 

4. Schedule to be determined in consultation with the supervisor. 

5. Schedule to be determined in consultation with the supervisor. 

6. Schedule to be determined in consultation with the supervisor. 

7. Schedule to be determined in consultation with the supervisor. 

8. Schedule to be determined in consultation with the supervisor. 

9. Schedule to be determined in consultation with the supervisor. 

10. Schedule to be determined in consultation with the supervisor. 

11. Schedule to be determined in consultation with the supervisor. 

12. Schedule to be determined in consultation with the supervisor. 

13. Schedule to be determined in consultation with the supervisor. 

14. Schedule to be determined in consultation with the supervisor. 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Assingment. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Final Report(40%)/midterm reports(40%)/presentations(20%) 

Details of the evaluation are to be confirmed by the instructor. 

 

テキスト（Textbooks） 

Details of the reading materials are to be confirmed by the instructor.  

 

参考文献（Readings） 

Details of the reading materials are to be confirmed by the instructor.  

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 



 

 

 

 


