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■KM001 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／経営学特論 

(Business Administration) 

担当者名 

（Instructor） 

秋野 晶二(AKINO SHOJI) 

石川 淳(ISHIKAWA JUN) 

佐々木 宏(SASAKI HIROSHI) 

松井 泰則(MATSUI YASUNORI) 

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） 
MBU5000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学院修士レベルに最低限必要となる、経営学の主要分野の基礎知識を身につける。そして、各自が学ぼうとする専門分野、関

連領域に対する研究の基礎的技法を身に付け、修了に必要とされる研究能力を身に付ける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各人が研究をスムースに行うために必要な内容を網羅する。社会科学と経営学、経営組織論、組織行動論、マーケティング、会

計学の各分野について、各教員からそれぞれの専門分野のレクチャーを受ける。経営学専攻の必修科目であるため、大学院で

学ぶすべての科目の前提となる内容が理解できるように担当者は準備をしている。履修者は、担当教員の指示に従って予習・復

習を行い、内容の習得に努めること。理解度は、期末試験で各分野ごとに厳密に評価される。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 文献検索 

3. 研究計画 

4. マーケティング論 １ 

5. マーケティング論 ２ 

6. 経営管理論 １ 

7. 経営管理論 ２ 

8. 経営組織論 １ 

9. 経営組織論 ２ 

10. 会計学 １ 

11. 会計学 ２ 

12. 組織行動論（または経営統計学） １ 

13. 組織行動論（または経営統計学） ２ 

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、該当領域について自己学習しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/出席とリアクションペーパー(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

各教員により指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 榊原清則、2013、『経営学入門[上](第 2 版) 』、日本経済新聞社 (ISBN:4532112826) 

上記以外、その都度指定する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KM002 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／経営学特論 

(Business Administration) 

担当者名 

（Instructor） 

秋野 晶二(AKINO SHOJI) 

有馬 賢治(ARIMA KENJI ) 

松井 泰則(MATSUI YASUNORI) 

中原 淳(NAKAHARA JUN) 

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） 
MBU5000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学院修士レベルに最低限必要となる、経営学の主要分野の基礎知識を身につける。そして、各自が学ぼうとする専門分野、関

連領域に対する研究の基礎的技法を身に付け、修了に必要とされる研究能力を身に付ける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各人が研究をスムースに行うために必要な内容を網羅する。社会科学と経営学、経営組織論、組織行動論、マーケティング、会

計学の各分野について、各教員からそれぞれの専門分野のレクチャーを受ける。経営学専攻の必修科目であるため、大学院で

学ぶすべての科目の前提となる内容が理解できるように担当者は準備をしている。履修者は、担当教員の指示に従って予習・復

習を行い、内容の習得に努めること。理解度は、期末試験で各分野ごとに厳密に評価される。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 文献検索 

3. 研究計画 

4. マーケティング論 １ 

5. マーケティング論 ２ 

6. 経営管理論 １ 

7. 経営管理論 ２ 

8. 経営組織論 １ 

9. 経営組織論 ２ 

10. 会計学 １ 

11. 会計学 ２ 

12. 組織行動論（または経営統計学） １ 

13. 組織行動論（または経営統計学） ２ 

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、該当領域について自己学習しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/出席とリアクションペーパー(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

各教員により指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 榊原清則、2013、『経営学入門[上](第 2 版) 』、日本経済新聞社 (ISBN:4532112826) 

上記以外、その都度指定する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KM011 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KM011／ケーススタディ演習Ａ 

(Case Study A) 

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） 
MBU5510 

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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■KM021 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KM021／ケーススタディ演習Ｂ 

(Case Study B) 

担当者名 

（Instructor） 
村上 善紀(MURAKAMI YOSHIKI) 

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） 
MBU5510 

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。 

 

授業の内容（Course Contents） 

秋学期は，各自のケース・スタディを具体的に進めて，2 年次に作成するケースの概要を固めていく時期に該当する。受講者に下

記をアサインし，これを繰り返すことで，各自のケース・スタディのクオリティを向上させる。 

１．ケース・スタディの事例研究 

２．受講者の手がけるビジネス・ケースのプレゼンテーション 

３．プレゼンテーションに対する受講者同士のディスカション 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. ケース発表と討議 

3. ケース発表と討議 

4. ケース発表と討議 

5. ケース発表と討議 

6. ケース発表と討議 

7. ケース発表と討議 

8. ケース発表と討議 

9. ケース発表と討議 

10. ケース発表と討議 

11. ケース発表と討議 

12. ケース発表と討議 

13. ケース発表と討議 

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)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KM111 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KM111／経営管理特論１ 

(Special Lecture on Business Administration 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「イノベーションの最終解」（翔泳社 2014 年版）を読む 

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） 
MBU6200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 イノベーションに関連する基本文献を読み、イノベーション論の基本的な内容を学ぶとともに、学術研究の読解能力を養うことを

目標とする。今年度は、今日のイノベーションを理解するうえでも示唆に富むクレイトン・M・クリステンセンの『イノベーションの最

終解』を読解する。 

 イノベーション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イノベーション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） 

 イノベーションの理論は、社会の要請に応じて、(1)Foster、Abernathy、Utterback の議論、(2)Henderson、Clark の議論、

(3)Cristensen の議論の 3 つの段階で展開されてきた。 

 この講義では、これらのうち(3)を中心に取り上げ、現実的な背景、経営的な課題との関連で、基礎的な概念規定、基本的な論

理構造を検証する。 

 イノベーションの理論の学習を通じて受講生のみなさんはイノベーション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. ガイダンス 

2. 既存のイノベーション理論①Foster、Abernathy、Utterback の要点 

3. 既存のイノベーション理論②Henderson、Clark の要点 

4. 既存のイノベーション理論③Cristensen の要点 

5. イノベーションの理論①破壊的イノベーションの理論 

6. イノベーションの理論②資源・プロセス・価値の理論（RPV理論） 

7. イノベーションの理論③バリューチェーン進化の理論（VCE理論） 

8. イノベーションとマネジメント①イノベーションと動機付け motivation 

9. イノベーションとマネジメント②イノベーションと創発的戦略 emergent strategy 

10. 事例研究①半導体業界の過去・現在とイノベーション 

11. 事例研究②半導体業界の未来とイノベーション 

12. 事例研究③通信業界の過去・現在とイノベーション 

13. 事例研究④通信業界の未来とイノベーション 

14. まとめ 

 

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

受講者は全員事前にテキストを購入して頂きたい。毎回全員事前にテキストに目を通して頂きたい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/毎回の課題提出(30%)/毎回の討論参加(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. クレイトン・M・クリステンセン＋スコット・D・アンソニー＋エリック・A・ロス、2014 年、『イノベーションの最終解』、翔泳社 

(ISBN:978-4-7981-3231-0) 

 

参考文献（Readings） 

授業の中で適宜、紹介する。。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

（連絡事項） 2005 年刊行のランダムハウス講談社版『明日は誰のものか－イノベーションの最終解－』ではなく、必ず 2014 年刊
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行の翔泳社版『イノベーションの最終解』を購入して頂きたい。 

 

（授業形態） 全員事前にテキストを準備する。授業では（できるだけグループ編成し）黒板を活用して討論をおこなう。 

 

注意事項（Notice） 
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■KM112 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KM112／経営管理特論２ 

(Special Lecture on Business Administration 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代企業成長の理論と実態を学ぶ 

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） 
MBU6200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 20 世紀初頭に形成してきた「近代企業」が今日どのように変容してきたのかを学ぶことを通じて、近代企業とその成長様式の基

礎的な知識および現代企業の歴史的位置付けとを学ぶとともに、研究方法や論文の作成方法についても学ぶことを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 1990 年代以降、企業成長様式において垂直分業化、脱統合化、「オープン化」が進み、「組織による調整」から「市場による調

整」へと逆転し、近代企業の終焉が言われるようになった。今日、確かに脱統合化の進展が見られ、専業化も進んできている。し

かし 90 年代以降の趨勢を見れば、近代企業と同様、現代においても、企業の成長は多角化と多国籍化によって実現しており、イ

ノベーションとグローバリゼーションがいまなお企業の成長様式であり続けている。すなわち、一時的な脱統合化、オープン化の

流れは、しだいに企業間関係が階層化され、リーダー企業による調整すなわち、「市場における組織による調整」が進展してきて

いる。この授業ではそのような現代企業を理論と実態の両面から学ぶ。 

 この授業では、下の「授業時間外（予習・復習等）の学習」の欄にあるように、各自の予習･復習の準備が不可欠である。その上

で参加者全員が節や段落などの内容を要約、発表、報告するなど全員が発言し、適宜討論をしながら授業を進めていく。また随

時、課題を提出してもらい、テキストの理解を深める。 

 この授業では、単に内容を理解するというだけではなく、テキストを読んでいく過程でどのような資料をどのように活用していくの

かということも学んでいく。また受講者の理解が深まるまで時間をかけて議論・読解を行う。こうすることで参加者各自が論文執筆

にあたっての方法をも学ぶ。 

 なお具体的な講義の進め方はガイダンスにおいて説明するが、受講者数に応じて進め方や内容を変更する場合がある。受講

を希望する者は第一回目のガイダンスへの出席が必須である。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 企業経営の基礎的理解 

3. 企業成長と事業構造の変容 

4. 企業成長と多角化 

5. 企業成長と国際化 

6. 企業成長とイノベーション 

7. 企業多角化の歴史的展開 

8. 企業の国際化の歴史的展開 

9. 企業のイノベーション活動の歴史的展開 

10. 1980 年代以降の企業環境の変化 

11. 現代企業成長の実態（１） グローバル化と生産の変化の実態 

12. 現代企業成長の実態（２） グローバル化の展開とイノベーションのオープン化 

13. 現代企業成長の実態（３） 企業の成長とプラットフォームの形成・発展 

14. まとめ 

 

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

 

 受講者は、全員が毎回の講義に先だって、テキストの指示された箇所を熟読し、論点や質問を整理し、ノートやレジュメを作成

し、あらかじめ準備したうえで参加しなければならない。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/毎回の提出物(30%)/出席・発言等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 秋野晶二他編、2018、『グローバル化とイノベーションの経営学』、税務経理協会 

テキストは 2018 年 9 月に発売予定である。 

 



 - 8 - 

参考文献（Readings） 

必要に応じて適宜、講義において指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KM121 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KM121／コーポレート・ファイナンス特論 1 

(Special Lecture on Corprrate Finance 1) 

担当者名 

（Instructor） 
下川 智広(SHIMOKAWA TOMOHIRO) 

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） 
MBU6300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経営財務ではファイナンス的意思決定がどのように行われているのかについて理論的観点から学習するが、本講義では投資決

定論（インベストメント理論）について習得することを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ファイナンスを学ぶにおいて重要な問題意識として，①投資決定論（資金を何に投資をするか），②資金調達論（どこから資金を

調達するか），③利益還元論（利益はどのように還元するか）などがとりあげられるが、経営財務 3 では①投資決定論(インベスト

メント)を中心に取り上げる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 1. イントロダクション 

2. 2. イントロダクションファイナンス理論の体系 

3. 3. リスクとリターン 

4.   3-1. リスクのマネジメント 

5. 4. 投資決定論① 

6.   4-1. リスクと選好 

7.   4-2. 最適ポートフォリオ選択 

8.   4-3. 市場の均衡価格(CAPM)① 

9.   4-4. 市場の均衡価格(CAPM)② 

10.   4-5. 債券投資 

11. 5. 投資決定論②   

12.   5-2. デリバティブ 

13.     5-2-1. オプション 

14.     5-2-2. リアルオプション 

 

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

各回の予習範囲や課題は講義内で説明する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/最終レポート(Final Report)(40%)/講義への参加度合(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

各回の予習範囲や課題は講義内で説明する。 

 

参考文献（Readings） 

全体を通じた教科書は指定しない。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■KM123 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KM123／コーポレート・ファイナンス特論 2 

(Special Lecture on Corprrate Finance 2) 

担当者名 

（Instructor） 
下川 智広(SHIMOKAWA TOMOHIRO) 

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） 
MBU6300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経営財務ではファイナンス的意思決定がどのように行われているのかについて理論的観点から学習する。本講義では、資金調

達論(コーポレートファイナンス理論)について習得することを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ファイナンスを学ぶにおいて重要な問題意識として，①投資決定論（資金を何に投資をするか），②資金調達論（どこから資金を

調達するか），③利益還元論（利益をどのように還元するか）などがとりあげられるが、経営財務 4 では②資金調達論，③利益還

元論を中心に取り上げる。また、資金調達で成熟企業と異なる特性を有するベンチャー企業の資金調達戦略を取り上げ実務的

に講義する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 1. イントロダクション 

2. 2. 資本構成と資本コスト 

3.   2-1. 負債コストと株主資本コスト 

4.   2-1. 最適資本構成 

5. 3. 株主への利益還元 

6.   3-1. 現金保有政策 

7.   3-2. 配当政策 

8. 4. 企業のコントロールとガバナンス 

9. 5. ベンチャー企業の資金調達戦略 

10.   5-1. ベンチャー投資の概要 

11.   5-2. ベンチャーキャピタルメソッド 

12.   5-3. ベンチャーキャピタル・ファンドの投資行動 

13.   5-4. ベンチャー企業の資本構成 

14.   5-5. ベンチャー企業の資金調達戦略と投資契約 

 

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

各回の予習範囲や課題は講義内で説明する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/最終レポート(Final Report)(40%)/講義への参加度合(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

全体を通じた教科書は指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

講義の中で参考となる文献を推奨する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本講義は、会計科目・ファイナンス科目を履修していることが望ましい。 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■KM131 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KM131／経営組織特論１ 

(Organization Theory and Management 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
組織と経営戦略論 

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） 
MBU6200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本企業の組織と戦略の可能性と限界を考察する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講では，現代の組織論を戦略論との関連から学ぶ。キーワードは日本企業、製造業および組織構造（人事管理も含む）であ

る。受講生が自分で考え、発言する力を養う。ディスカッションへの参加を重視する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 組織論の基礎（１）組織構造 

3. 組織論の基礎（２）「組織は戦略に従う」 

4. 戦略論の基礎（１）競争戦略論の考え方と応用 

5. 戦略論の基礎（２）資源ベース戦略論の考え方 

6. 戦略論の基礎（３）「戦略は資源に従う」 

7. ゲストスピーカー（日程は未定） 

8. ケース：日本企業と欧米企業の比較 

9. ケース：規模と範囲の経済（フォードと GM） 

10. ケース：ネットワーク経済（グーグル、マイクロソフト） 

11. ケース：多角化戦略と組織構造（GM，ソニー，パナソニック） 

12. ゲストスピーカー（日程は未定） 

13. 受講生の発表（日程は未定） 

14. まとめ 

 

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

講義中に指示する 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内レポート(50%)/授業参加度（プレゼン・発言）(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義中にレジュメを配布する 

 

参考文献（Readings） 

1. 鈴木秀一他、2017、『経営のルネサンス』、文眞堂 

2. 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)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KM132 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KM132／経営組織特論２ 

(Organization Theory and Management 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
組織と経営戦略の理論 

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） 
MBU6200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

組織と経営戦略の理論とケースを学ぶ 

 

授業の内容（Course Contents） 

秋学期は，ケースを中心に組織と戦略の問題をイノベーションを中心に考察する。日本企業の経営戦略を IOT，オープンイノベー

ション，少子高齢化、日本的な人材マネジメントのゆらぎなどがキーワードになる。ディスカッション参加率を重視する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 日本企業のイノベーション戦略（これまで） 

3. 終身雇用とものづくり（内部開発）の制度的な補完性 

4. グローバル化と新興国マーケットへの不適応 

5. ゲストスピーカー・第一回（日程は未定） 

6. 新しい R&D 戦略と終身雇用システムの不適応 

7. ケース：シャープの緊急プロジェクト（R&D) 

8. ケース：トヨタとホンダの戦略分析 

9. ゲストスピーカー・第二回（日程は未定） 

10. 組織理論とイノベーション理論 

11. ケース：日本企業の組織とイノベーション 

12. 「カイシャ」と安定志向の人生観 

13. ゲストスピーカー・第三回（未定） 

14. まとめ：迷走する日本の製造業 

 

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

講義中に指示する 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内レポート(50%)/授業参加度（プレゼン・発言）(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義中にレジュメを配布する 

 

参考文献（Readings） 

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

2. 鈴木秀一他、2017、『経営学のルネサンス』、文眞堂 

講義中に指示する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 13 - 

■KM141 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KM141／マーケティング特論１ 

(Special Lecture on Marketing 1) 

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） 
MBU6100 

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理論を理解し、研究、実務で直面する課題に適応して考える思考力を養成する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

マーケティングの理論的書籍を履修者で輪読する。 

各章のまとめとテーマに付随するケースの報告を参加者のローテーションで実施する。 

輪読する書籍は、参加者の意向や開講時に話題となっているものから選択する予定である。 

マーケティング初学者にも分かりやすいように丁寧に解説する予定であるが、履修者のレベルに応じて適宜最先端の学説を議論

していきたい。 

大学院での研究活動が充実したものになるよう、論文の書き方、ケーススタディの考え方なども適宜授業内で指導する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション、授業の進め方、マーケティングの最近のトピックの紹介。 

2. 輪読、ケースの報告① 

3. 輪読、ケースの報告② 

4. 輪読、ケースの報告③ 

5. 輪読、ケースの報告④ 

6. 輪読、ケースの報告⑤ 

7. 輪読、ケースの報告⑥ 

8. 輪読、ケースの報告⑦ 

9. 輪読、ケースの報告⑧ 

10. 輪読、ケースの報告⑨ 

11. 輪読、ケースの報告⑩ 

12. 輪読、ケースの報告⑪ 

13. 輪読、ケースの報告⑫ 

14. まとめ 

 

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

マーケティング研究に必要な文献や資料の収集。発表時にはレジュメの準備。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の発言(60%)/報告レジュメなど(40%) 

 

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)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KM142 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KM142／マーケティング特論２ 

(Special Lecture on Marketing 2) 

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） 
MBU6100 

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理論を理解し、研究、実務で直面する課題に適応して考える思考力を養成する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期同様に、マーケティングの理論的書籍を履修者で輪読する。 

各章のまとめとテーマに付随するケースの報告を参加者のローテーションで実施する。 

マーケティングの理論的書籍を履修者で輪読する。 

各章のまとめとテーマに付随するケースの報告を参加者のローテーションで実施する。 

輪読する書籍は、参加者の意向や開講時に話題となっているものから選択する予定である。 

マーケティング初学者にも分かりやすいように丁寧に解説する予定であるが、履修者のレベルに応じて適宜最先端の学説を議論

していきたい。 

大学院での研究活動が充実したものになるよう、論文の書き方、ケーススタディの考え方なども適宜授業内で指導する。  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション、授業の進め方、マーケティングの最近のトピックの紹介。 

2. 輪読、ケースの報告① 

3. 輪読、ケースの報告② 

4. 輪読、ケースの報告③ 

5. 輪読、ケースの報告④ 

6. 輪読、ケースの報告⑤ 

7. 輪読、ケースの報告⑥ 

8. 輪読、ケースの報告⑦ 

9. 輪読、ケースの報告⑧ 

10. 輪読、ケースの報告⑨ 

11. 輪読、ケースの報告⑩ 

12. 輪読、ケースの報告⑪ 

13. 輪読、ケースの報告⑫ 

14. まとめ 

 

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

マーケティング研究に必要な文献や資料の収集。発表時にはレジュメの準備。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の発言(60%)/報告レジュメなど(40%) 

 

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)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KM151 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KM151／人事管理特論１ 

(Special Lecture on Human Resource Management 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本の働き方について考える。 

担当者名 

（Instructor） 
崔 勝淏(CHOI SUNNHO) 

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） 
MBU6200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

企業組織における人事管理（人材マネジメント）をめぐる諸現象の基礎を確認しながら、その現状としての日本の人材マネジメント

の特徴とその課題について理解することを目標とする。  

 

授業の内容（Course Contents） 

人事管理特論 1 では、日本の企業組織における働き方・働かせ方に関する基礎的な諸現象についてその現状を確認をする。特

に、日本の企業社会における雇用システムの諸問題との関連で理解を深めていきたい。その中でも、昨今の日本における非正

規雇用を含む日本の雇用の問題について検討し、日本の企業における今後の雇用のあり方や今の政府が提案する働き方の改

革についても検討する。  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：本年度、本講義の内容と範囲、進め方について解説。 

2. 経営学（マネジメント）における人事管理（人材マネジメント）の意義とその位置づけについて解説。   

3. 現代日本の企業における人的資源管理の諸特徴をめぐるいくつかの論点について整理する。   

4. 従来の日本の雇用システム（日本的経営）の経緯と諸特徴などについて議論する。 

5. 日本の若年雇用の現状と日本の就職活動（就活）システムの論理に議論する。   

6. 企業組織における人材の育成と能力の開発の考え方と進め方について議論する。 

7. 日本の企業社会における女性雇用の諸問題と女性のキャリア形成について議論する。  

8. 日本企業における近年の多様な働き方論争と非正規雇用の拡大問題について議論する。 

9. 日本における人事管理の特徴および諸問題と昨今のグローバル化の進展に伴う人材マネジメントのあり方について議論す

る。 

10. 現代日本企業における多様な正社員化の議論と働き方の多様化論理について議論する。   

11. 日本の高齢化の進展の流れと日本企業の高齢者雇用の諸問題とあり方について議論する。   

12. 日本における正社員と非正社員の現状と諸特徴および今後の課題などについて議論する。 

13. 日本の人材マネジメントの危機的状況の現状と正しい認識、今後の展望と課題などについて議論する。   

14. 総括：日本企業の人事管理のあるべき姿と正しい現状認識および今後の未来的展望を考える。   

 

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

１．国際比較の観点から、日本企業の人事管理の特徴と課題について調べておく。 

２．いくつかの主な日本企業の人的資源管理戦略について調べておく。 

３．昨今の政府の提案である、働き方改革と人づくり革命の中身について調べておく。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート(40%)/出席と発表(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 崔 勝淏、2014、『外から見た日本の雇用』、八千代出版 (ISBN:9784842916361) 

 

参考文献（Readings） 

1. 武田晴人、2008、『仕事と日本人』、ちくま新書 

2. 岩井克人、2009、『会社はこれからどうなるのか』、平凡社 

3. 鶴光太郎、2016、『人材覚醒経済』、日本経済新聞出版社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

法政大学大原社会問題研究所（http://oohara.mt.tama.hosei.ac.jp） 

労働政策研究・研修機構（http://www.jil.go.jp）  
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注意事項（Notice） 
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■KM152 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KM152／人事管理特論２ 

(Special Lecture on Human Resource Management 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本社会における人事（人材）と雇用（労働）の問題について考える。 

担当者名 

（Instructor） 
崔 勝淏(CHOI SUNNHO) 

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） 
MBU6200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

従来の日本企業の競争力の源と言われた日本的経営（雇用）システムに関する議論とその評価への多様な分析を試みながら、

これからの日本の雇用（人材）システムのあり方について幅広く理解することを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

人事管理特論２では、人事管理という「ヒト」のマネジメントの領域における諸現象と諸問題について議論したい。人事管理の範囲

とプロセスを再確認しながら、人事管理の機能(採用、昇進、賃金、育成など)に関する基礎的知識だけではなく、日本の雇用シス

テムの諸問題、特に非正規雇用問題や多様な働き方・働かせ方の論争と昨今の女性人材の活躍と活用に関する議論、そして日

本社会のグローバル人材の条件などについて詳しく見ていきたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロ：日本企業の組織的諸特徴と雇用をめぐる昨今の危機的状況など確認する。  

2. 日本の雇用システムの過去と現在、そして未来についてその重要な論点を解説する。 

3. 日本企業の正規雇用と非正規雇用をめぐるいくつかの論点を整理する。 

4. 従来の日本的経営および雇用(労働)システムの諸特徴と諸問題について議論する。   

5. 昨今の雇用における危機的状況の原因と背景、問題点と課題について考える。 

6. 日本の若者の職業意識の変化と就活・採用に関する諸慣行をめぐる諸問題について議論する。   

7. 日本社会における女性雇用の活躍（登用）問題および企業におけるその活用戦略に関して議論する。  

8. 日本における若年労働と高齢者雇用の現状と今後の課題などについて議論する。 

9. 雇用形態の多様化現象の最近の流れを確認し、非正規化の拡大論点を整理しながら、議論する。   

10. 近年の長時間労働をめぐる諸問題と労働時間の規制をめぐる論争について議論する。  

11. 日本の非正規雇用化の争点の整理の中で、特に派遣労働のあり方、問題点、課題などについて議論する。 

12. 多様な正社員化の論理と働き方の多様化論理について議論する。特に、転換正社員化と限定正社員化について論点の整

理を試みる。   

13. 今までの日本的雇用システムの諸特徴とこれからの新しい日本的雇用システムの構築の可能性について議論する。 

14. 総括：日本の雇用と人材マネジメントの展望と課題について重要な論点を整理をし、議論する。   

 

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

1.新聞や雑誌などを参考にしながら、日本社会における雇用や労働の動き、重要な論点と話題について整理しておく。 

2.近年のブラック企業をめぐる論点を整理しておく。  

3.電通などの過労自殺をめぐる論争について整理してみる。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート(40%)/出席と発表(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 崔 勝淏、2014、『外から見た日本の雇用』、八千代出版 (ISBN:9784842916361) 

 

参考文献（Readings） 

1. 三戸公、1985、『現代の学としての経営学』、講談社 

2. 玄田有史、2005、『仕事の中の曖昧な不安』、中公文庫 

3. 濱口桂一郎、2103、『若者と労働』、中公新書ラクレ 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

労働政策研究・研修機構（http://www.jil.go.jp） 

法政大学大原社会問題研究所（http://oohara.mt.tama.hosei.ac.jp） 
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注意事項（Notice） 
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■KM161 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KM161／流通システム特論１ 

(Special Lecture on Macro Marketing 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） 
MBU6100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

流通システムは，これまで数々のイノベーション（革新）を経て現在にいたっている。本授業では，事例の紹介などを交えながら，

その革新の実態を考察するとともに新たな芽を探求する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

今日，生産から消費にいたる流通プロセスは多様化している。そこに至るまでにどんな革新があったのか。その革新のキーとなっ

た要素は何であったのか。そこに関わった企業家のモチベーションは何か。各国における流通イノベーションの歴史と進化の実

態について，企業事例などを紹介しつつ，今後を探る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 流通の社会的役割 

2. 流通の機能 

3. 流通革命の背景 

4. メーカー主導の流通システム 

5. 「流通革命」とチェーンストアの役割 

6. フランチャイズシステム理論 

7. プライベート・ブランド（ＰＢ）の実際 

8. サプライチェーン・マネジメント（SCM）の発展 1 

9. サプライチェーン・マネジメント（SCM）の発展 2 

10. サプライチェーン・マネジメント（SCM）の発展 3 

11. 「情報」と流通 

12. 取引コストと企業の境界 

13. ショッピングセンター時代の本質 

14. 流通業と環境・CSR 

 

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） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義ごとにレジュメ，資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 伊藤元重編、2005、『日本の産業システム６ 新流通産業』、NTT出版 (ISBN:4757121059) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目では、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形式の授業によって運営されます。 
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■KM162 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KM162／流通システム特論２ 

(Special Lecture on Macro Marketing 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） 
MBU6100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

時代の変遷の中でイノベーター達は，様々な小売業態（ビジネスモデル）を生み出した。本授業では，これらイノベーションの実態

と今後の新たな可能性について探求する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

これまで先進諸国では，その時代に特徴的な小売業態が流通業をリードし，流通システムを変えてきた。どんな業態がいつ，な

ぜ登場したのか。誰が革新を担ったのか。そして，その革新性の本質は何であったのか。これらの点を，日本と諸外国の代表企

業をケースに取り上げ，明らかにしていきたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 小売業種・業態の登場とその背景 

2. 小売業態 1: 百貨店 

3. 小売業態 2: スーパーマーケット（SM） 

4. 小売業態 3: 総合スーパー（GMS） 

5. 小売業態 4: コンビニエンスストア（CVS） 

6. 小売業態 5: ショッピングセンター 

7. 小売業態 6: 専門店 

8. チェーン小売業の諸形態 

9. 近年の小売ビジネスモデル 

10. ＳＰＡとサプライチェーンマネジメント 

11. インターネットの発達と e コマース 

12. 小売業とカスタマイゼーション 

13. 小売フォーマットの本質と新たな可能性 

14. 小売業のグローバル化戦略 

 

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） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義ごとにレジュメ，資料を配布します 

 

参考文献（Readings） 

1. 田村正紀、2008、『業態の盛衰 現代流通の激流』、千倉書房 (ISBN:4805109181) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目では、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形式の授業によって運営されます。 

 

  



 - 21 - 

■KM171 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KM171／組織行動特論１ 

(Special Lecture on Organizational Behaviour 1) 

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） 
MBU6200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「人」は、企業にとって最も重要な経営資源の１つである。従って、 いかに「人」から持続的競争優位の発揮への貢献を引き出す

かが、企業にとって重要な課題となる。その一方で、 「人」 にとっては、豊かな生活を送るために必要となる糧をいかに得るか、

ということと同時に、人間関係や自尊心、働きがい、達成感、成長感などをいかに得ることができるかが 

重要な課題となる。両者の課題を効率的かつ効果的に達成していく方法を探ることが、本授業の最大の目的となる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

組織における人間の心理・行動に焦点を当て、そのマネジメントを考える。授業では、受精者による報告とデイスカッションを中心

に進めていく。実際の授業方法は、受講者の要望と人数に応じて、フレキシブルに対応するつもりである。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 組織行動論の基礎 

2. 職務態度 

3. モチベーション１ 

4. モチベーション２ 

5. パーソナリティと感情 

6. リーダーシップ理論１ 

7. リーダーシップ理論２ 

8. シェアド・リーダーシップ１ 

9. シェアド・リーダーシップ２ 

10. グループ・ダイナミクス 

11. チームと成果 

12. コミュニケーション 

13. コンフリクトと交渉 

14. まとめ 

 

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

毎回、アサインされた文献を読み、レジュメとしてまとめてくることが要求される、 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/課題の提出状況(30%)/クラスでのディスカッションへの貢献度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. スティーブン P・ロビンス、2009、『組織行動のマネジメント』、ダイヤモンド社 (ISBN:978-4-478-00459-3) 

2. 石川淳、2016、『シェアド・リーダーシップ』、中央経済社 (ISBN:978-4-502-20351-0) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KM172 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KM172／組織行動特論２ 

(Special Lecture on Organizational Behaviour 2) 

担当者名 

（Instructor） 
村上 善紀(MURAKAMI YOSHIKI) 

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） 
MBU6200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

組織行動論に関する英語論文などの基本文献を読み、この分野の基本的な内容を学ぶことを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

組織行動論に関する、主として英語の文献（テキストまたは論文）を輪読形式で読み進める。全員に毎回詳細なレジュメを作成し

てもらい、全員が少しずつ発表しながら授業を進めて行く。秋学期では、輪読した文献をどのように自分の研究と関連付けるかに

ついても、時間を割いて討議していく。 

 

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） 

毎回の授業前に、その回の内容に関する日本語のレジュメ（内容要約、疑問点及びディスカッション テーマについて述べたも

の、A4 で 5 ページ程度）を作成し教員宛てに提出すること 

 

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） 

テキストについては、いくつか候補を選定したうえで、受講生と相談しながら決定する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KM191 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KM191／社会組織特論１ 

(Special Study on Social Organization 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

日本企業の特徴としての準共同体的組織の競争力の戦略と研究開発、その経営行動

の動機的解明 

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） 
MBU6200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 「社会組織」とは、「経営組織」に含まれる社会的側面（ビジネスによる社会的問題の解決と社会貢献）および準共同体的側面

（組織形態と機能の共同体的性質）を意味します。そのような社会組織の理論とケース・スタディから、日本の企業組織の特徴・

競争力の源泉・長期的視野と研究開発を動機解明的に理解します。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 日本の企業組織の事実認識のための理論とケース・スタディ、その基礎的文献の読解を行います。日本企業の準共同体的な

特徴、営利活動による社会的問題の解決の有効性を解説します。組織行動の動機解明では「人間の自然な感情の作用」に着目

します。私たちは、自己の利得の追及だけでなく、感謝されること、必要とされること、役に立つこと、無償であることに動機づけら

れています。本授業では、これらの動機の組織論的解明を行います。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 社会組織とは： 「市場的」組織としての「経済組織」と「共同体的」組織としての「経済組織」 

2. 企業組織形態の国際比較： 日本企業の個別性と一般性の認識（企業組織の歴史研究と経営学的研究） 

3. 日本企業論の研究系譜： 歴史的・社会文化的アプローチ： リバタリアンとコミュニタリアンの系譜 

4. 日本企業の「内部労働市場」と組織の事業運営と意思決定プロセスの特徴 

5. 長期安定雇用関係の統計的事実と合理性： 人員整理と新たなビジネスチャンスの創出による配置転換と雇用の維持 

6. チーム理論的意思決定とチーム効果の事業運営： カイゼン・カンバン・ＴＱＣなどの特徴の一般化 

7. 年功賃金カーブと労働の対価としての賃金： 生活給と職務給および同一労働・同一賃金の原則 

8. 成果主義の金銭的インセンティブと生活給としての年功制の誘因 

9. 日本企業のイノベーションとチーム効果および長期性： 雇用の流動化と雇用の継続 

10. 「準共同体的組織」： 経済組織への共同体化の戦略的導入と職務動機づけ 

11. 準共同体としての組織： 中国企業のケース・スタディ 

12. 準共同体としての組織： 米国企業のケース・スタディ 

13. 組織の競争力の源泉： 組織内の信頼と協力の形成プロセス 

14. 格差と組織への貢献意欲からの組織の競争力導出の一般理論 

 

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

 授業に出席する前に本授業のテキストおよび指示した資料・論文・文献を確実に読解し、その理解を的確に言語表現できるよう

に準備してください。 自由論題のレポートの継続的執筆 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(35%)/授業内で指示した提出物(20%)/授業内で指示した報告(30%)/授業運営への積極的な参加と協

力(15%) 

 

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) 

 

参考文献（Readings） 

各回の授業内容と主題に関する重要論文・重要文献・資料を指示・配布し、内容理解について質疑・討論を行います。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 履修者の希望や要請から扱う文献・論文などを選定することがあります。E メールを活用し、履修者からの質問・各種問い合わ

せには、24 時間以内に回答し、履修者の研究をサポートします。 

 

注意事項（Notice） 
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■KM192 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KM192／社会組織特論２ 

(Special Study on Social Organization 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
企業組織の「営利活動」の非営利性と「非営利活動」の営利性による事業運営の継続性 

担当者名 

（Instructor） 
村上 綱実(MURAKAMI TSUNAMI) 

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） 
MBU6200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 社会組織の理論研究とケース・スタディから、企業組織の社会的問題解決による競争優位への過程を明にします。そのための

組織の古典的な基礎理論の研究から現代的状況の認識を行います。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 「非営利」と「営利」のビジネスを関係づける多様なケース・スタディと基礎的文献と関連論文の読解と討論を行います。また本

授業では、各履修者の研究テーマと社会組織論との関係を検討し、新たな視点と理解、さらに問題提起を創出します。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ビジネスにおける一般概念としての「営利性」と「非営利性」の意味 

2. ビジネスによる社会的問題解決のケース・スタディ：SDGｓ・ESG投資 

3. ビジネスによる社会的問題解決のケース・スタディ：  障害者雇用 

4. ビジネスによる社会的問題解決のケース・スタディ： 介護ビジネスの商品開発 

5. ビジネスによる社会的問題解決のケース・スタディ： 地域社会密着型の関係復活と営利ビジネス 

6. 組織の基礎理論(1)：C.Ｉ.バーナードの公式組織論と交換関係からの組織の理論化 

7. 組織の基礎理論(2)：M.ヴェーバーの官僚制理論とイノベーションの組織理論 

8. 非営利組織のための組織の基礎理論：M.ヴェーバーの「近代資本主義」と「非営利活動」 

9. 企業組織と社会的問題解決の基礎理論１：P.コトラー「マーケティング 3.0」 

10. 企業組織と社会的問題解決の基礎理論２：M.E.ポーター「競争優位の CSR 戦略」と「共通価値創出（CSV）の戦略」 

11. 交換関係からの動機解明的な組織理論へ：経済的交換・社会的交換・贈与交換へ 

12. アダム・スミスの『国富論』と『道徳感情論』：「利己心」と「共感」の関係 

13. ビジネスによる社会的問題解決の基礎理論（1）：道徳感情とコミュニタリアン的義務 

14. ビジネスによる社会的問題解決の基礎理論（2）：自己実現と穏健な利己主義の合理性 

 

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

 テキストおよび指示した資料・論文・文献を確実に読解し、その理解を言語表現できるように準備してください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(35%)/授業内で指示した提出物(15%)/授業内で指示した報告(35%)/授業運営への積極的な参加と貢

献(15%) 

 

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) 

重要な関連論文などを指示したり、関連資料を配布しますので熟読してください。 

 

参考文献（Readings） 

1. P. コトラー、2010、『マーケティング 3.0』、朝日新聞出版 (ISBN:978-4532310868) 

2. C.I.バーナード、1991、『経営者の役割』、ダイヤモンド社 

3. M.E.ポーター、2011、『共通価値の戦略』、ダイヤモンド社 

4. M.E.ポーター、2008、『競争優位の CSR 戦略』、ダイヤモンド社 

5. M.ヴェーバー、1989、『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』、岩波書店 

各授業内容と主題に関する重要論文・重要文献・資料を指示・配布し、内容理解について質疑・討論を行います。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

E メールを活用し、履修者の研究のサポートを行います。履修者からの質問・各種問い合わせには 24 時間以内に回答します。 

 

注意事項（Notice） 
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■KM211 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KM211／経営情報特論１ 

(Special Lecture on Business Information Systems 1) 

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について、実態把握と研究面

の両方から学びます。また、自ら考察し、討議し、プレゼンテーションする能力を身につ

ける。 

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） 
MBU6100 

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を、具体的な事例を通して理解する。最新の動きのそ

の背景要因について、政策、ビジネス、研究の 3 つの面から学び、自ら考察し、プレゼンテーションする力を身につける。 

 

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要な要因やマーケティングの革新等について学

ぶ。論文、レポート、ケーススタディを通じて最新動向と先進事例について学び、自らもリサーチを行い、発表・討議を重ねる。これ

により、実践的なリサーチ能力、討議能力、プレゼンテーション能力を身につける。 

なお、必要に応じて各自でフィールドワークを行うことが求められる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション、授業の進め方、最近のトレンドの紹介 

2. 輪読とディスカッション 

3. 輪読とディスカッション 

4. 輪読とディスカッション 

5. 輪読とディスカッション 

6. リサーチ報告とディスカッション 

7. リサーチ報告とディスカッション 

8. リサーチ報告とディスカッション 

9. リサーチ報告とディスカッション 

10. リサーチ報告とディスカッション 

11. リサーチ報告とディスカッション 

12. リサーチ報告とディスカッション 

13. リサーチ報告とディスカッション 

14. まとめ 

 

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

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を、ビジネスと研究の両面から、アンテナをはっておいてください。関連分

野の論文や事例などを自分で調べて発表します。発表時にはレジュメの準備が必要です。 

なお、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）を、その都度参照します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

リサーチの発表、討議の参加状況、出席・リアペ(60%)/最終レポート(Final Report)(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＜第二版＞』、学文社 (ISBN:978-4762026102) 

テキストは輪読等で利用するため、第 1 回講義前に購入して毎回持参すること。 

 

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) 

講義内で、参考となる論文、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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本講義に関連するビジネス誌や経営情報関係の学会論文などについては適宜紹介します。 

 

注意事項（Notice） 
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■KM212 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KM212／経営情報特論２ 

(Special Lecture on Business Information Systems 2) 

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について、実態把握と研究面

の両方から学びます。また、自ら考察し、討議し、プレゼンテーションする能力を身につ

ける。 

担当者名 

（Instructor） 
大嶋 淳俊(OSHIMA ATSUTOSHI) 

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） 
MBU6100 

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を、具体的な事例を通して理解する。最新の動きのそ

の背景要因について、政策、ビジネス、研究の 3 つの面から学び、自ら考察し、プレゼンテーションする力を身につける。 

 

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要な要因やマーケティングの革新等について学

ぶ。論文、レポート、ケーススタディを通じて最新動向と先進事例について学び、自らもリサーチを行い、発表・討議を重ねる。これ

により、実践的なリサーチ能力、討議能力、プレゼンテーション能力を身につける。 

なお、必要に応じて各自でフィールドワークを行うことが求められる。 

注）本科目は『経営情報特論１』の継続科目であるため、同科目を受講することが望ましい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション、授業の進め方、最近のトレンドの紹介 

2. 輪読とディスカッション 

3. 輪読とディスカッション 

4. 輪読とディスカッション 

5. 輪読とディスカッション 

6. リサーチ報告とディスカッション 

7. リサーチ報告とディスカッション 

8. リサーチ報告とディスカッション 

9. リサーチ報告とディスカッション 

10. リサーチ報告とディスカッション 

11. リサーチ報告とディスカッション 

12. リサーチ報告とディスカッション 

13. リサーチ報告とディスカッション 

14. まとめ 

 

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

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を、ビジネスと研究の両面から、アンテナをはっておいてください。関連分

野の論文や事例などを自分で調べて発表します。発表時にはレジュメの準備が必要です。 

なお、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）を、その都度参照します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

リサーチの発表、討議の参加状況、出席・リアペ(60%)/最終レポート(Final Report)(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＜第二版＞』、学文社 (ISBN:978-4762026102) 

テキストは輪読等で利用するため、第 1 回講義前に購入して毎回持参すること。 

 

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) 

講義内で、参考となる論文、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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本講義に関連するビジネス誌や経営情報関係の学会論文などについては適宜紹介します。 

 

注意事項（Notice） 
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■KM221 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KM221／統計分析特論１ 

(Special Lecture on Advanced Statistics 1) 

担当者名 

（Instructor） 
渡辺 美智子(WATANABE 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） 
MBU6100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経営学の分野で使われる種々の多変量解析の手法について学び、量的データの分析に必要な基本的な技術と能力を養う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

経営学においては、企業行動や組織行動について幅広く実証研究が行われている。本講義では多様な統計モデルや分析手法

について学習し、履修者が実際に活用できるようになることを目指す。これらのことを踏まえて、各自の研究テーマにどのような統

計が利用できるかを考える。実習では統計ソフトウエアの使い方の解説も行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 多変量解析とは 

2. 線形回帰分析 

3. 判別分析 

4. 主成分分析 

5. 因子分析 

6. 多次元尺度構成法・クラスター分析 

7. 共分散構造分析１ 

8. 共分散構造分析２ 

9. 共分散構造分析３ 

10. 共分散構造分析４ 

11. データ分析実習 

12. データ分析実習 

13. データ分析実習 

14. データ分析実習 

 

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

基本的統計計算については復習をしておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

課題提出(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

レジュメを配布する。 

 

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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■KM222 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KM222／統計分析特論２ 

(Special Lecture on Advanced Statistics 2) 

担当者名 

（Instructor） 
渡辺 美智子(WATANABE MICHIKO) 

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） 
MBU6100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

より応用的なデータ解析の手順を身につけ，さらに各自の修士論文における統計手法の精度を上げる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

AMOSの利用を通じた構造方程式モデルの基本的内容および分析の方法を初め，各自の修士論文で必要とされる分析手法に

ついて検討し，理解する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. データマイニングと共分散構造分析 

3. AMOSによる共分散構造分析の概要１ 

4. 実践的アプローチの事例１ 

5. 実践的アプローチの事例２ 

6. 共分散構造分析のしくみ１ 

7. 共分散構造分析のしくみ２ 

8. これまでの学習のまとめ 

9. 共分散構造分析と他のモデルの比較 

10. 実践的アプローチの事例２ 

11. 因子分析と共分散構造分析 

12. 平均構造モデル１ 

13. 平均構造モデル２ 

14. まとめ 

 

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

統計分析特論１を受講していることが好ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/課題(60%) 

レジュメを配布する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 大石展緒、2009、『Amos で学ぶ調査系データ解析』、東京図書 (ISBN:9784489020612) 

必要となる配布物はそのつど配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 豊田秀樹、1998、『共分散構造分析入門編』、朝倉書店 (ISBN:978-4-254-12658-7) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KM231 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KM231／人材開発特論１ 

(Special Lecture on Human Resource Development 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
人材開発の基礎理論を学ぶ 

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） 
MBU6200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

人材開発の基礎理論について文献を購読しながら学ぶ。自分の言葉で人材開発の基礎理論を語ることができることをめざす 

 

授業の内容（Course Contents） 

人材開発とは、組織の目標・戦略を達成するためのスキルや知識を学ばせるために、従業員に「学習」を組織化することである。

本講義では、人材開発の代表的論文を購読することで、基礎理論を学ぶことをめざす 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーションを行う 

2. 人材開発の基礎理論 組織社会化理論① 

3. 人材開発の基礎理論 組織社会化理論② 

4. 人材開発の基礎理論 組織社会化理論③ 

5. 人材開発の基礎理論 経験学習理論① 

6. 人材開発の基礎理論 経験学習理論② 

7. 人材開発の基礎理論 経験学習理論③ 

8. リフレクション 

9. 人材開発の基礎理論 職場学習理論① 

10. 人材開発の基礎理論 職場学習理論② 

11. 人材開発の基礎理論 職場学習理論③ 

12. 人材開発の基礎理論 越境学習理論① 

13. 人材開発の基礎理論 越境学習理論② 

14. ラップアップ 

 

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

文献を購読し、プレゼンテーションを作成する必要がある 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業でのディスカッションへの参加(50%)/プレゼンテーション(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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■KM232 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KM232／人材開発特論２ 

(Special Lecture on Human Resource Development 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
人材開発の最先端の論文を購読し、研究方法論に関する理解を深める 

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） 
MBU6200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

人材開発研究は、定量・定性調査など、様々な研究方法論を駆使して実施される。本授業では、人材開発の最先端の論文を購

読し、研究方法論に関する理解を深める 

 

授業の内容（Course Contents） 

いくつかの論文誌を指定し、それらの論文誌に近年掲載されている人材開発の最先端の論文を購読する。とりわけ、研究方法論

の妥当性、信頼性に関する理解を深める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 文献を購読する① 

2. ディスカッションを行う 

3. 文献を購読する② 

4. ディスカッションを行う 

5. 文献を購読する③ 

6. 振り返りを行う 

7. 文献を購読する④ 

8. ディスカッションを行う 

9. 文献を購読する⑤ 

10. ディスカッションを行う 

11. 文献を購読する⑥ 

12. ディスカッションを行う 

13. 文献を購読する⑦ 

14. 振り返りを行う 

 

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

人材開発の実証研究に関する論文を読み、レジュメを作成し、プレゼンテーションを行う必要がある 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席点(50%)/プレゼンテーション(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に指定する 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指定する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KM281 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KM281／企業倫理特論１ 

(Theory of Business Ethics 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
組織倫理とリーダーシップ・制度化の実効性？ 

担当者名 

（Instructor） 
水村 典弘(MIZUMURA NORIHIRO) 

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） 
MBU6200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ビジネス倫理の通説について深く理解する 

 

授業の内容（Course Contents） 

テキスト講読と具体的な事例分析を通じて、行動科学（Behavioral Business Ethics）の視点からビジネス倫理について詳しく学び

ます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 大学院での学び方：議論の立て方について 

2. なぜ、わかっていても実行できないのか（第１・２章） 

The Knowing-Doing Gap: How Smart Companies Turn Knowledge into Action 

CHAPTER 1/2 

3. なぜ、わかっていても実行できないのか（第３・４章） 

The Knowing-Doing Gap: How Smart Companies Turn Knowledge into Action 

CHAPTER 3/4 

4. なぜ、わかっていても実行できないのか（第５・６章） 

The Knowing-Doing Gap: How Smart Companies Turn Knowledge into Action  

CHAPTER 5/6 

5. なぜ、わかっていても実行できないのか（第７・８章） 

The Knowing-Doing Gap: How Smart Companies Turn Knowledge into Action  

CHAPTER 7/8 

6. なぜ、わかっていても実行できないのか（ケースディスカッション①） 

The Knowing-Doing Gap: How Smart Companies Turn Knowledge into Action 

Case/Class Discussion 

7. なぜ、わかっていても実行できないのか（ケースディスカッション②） 

The Knowing-Doing Gap: How Smart Companies Turn Knowledge into Action 

Case/Class Discussion 

8. 議論の立て方と経営学研究のトレンド 

9. 悪いヤツほど出世する（第１・２章） 

Leadership BS: Fixing Workplaces and Careers One Truth at a Time 

CHAPTER 1/2 

10. 悪いヤツほど出世する（第３・４章） 

Leadership BS: Fixing Workplaces and Careers One Truth at a Time 

CHAPTER 3/4 

11. 悪いヤツほど出世する（第５・６章） 

Leadership BS: Fixing Workplaces and Careers One Truth at a Time 

CHAPTER 5/6 

12. 悪いヤツほど出世する（第７・８章） 

Leadership BS: Fixing Workplaces and Careers One Truth at a Time 

CHAPTER 7/8 

13. 悪いヤツほど出世する（ケースディスカッション①） 

Leadership BS: Fixing Workplaces and Careers One Truth at a Time 

Case/Class Discussion 

14. 悪いヤツほど出世する（ケースディスカッション②） 

Leadership BS: Fixing Workplaces and Careers One Truth at a Time 

Case/Class Discussion 

 

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



 - 34 - 

テキストの精読とレジュメの作成 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レジュメの内容と水準(50%)/講義時間中の発言(20%)/最終テスト(Final Test)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. ジェフリー・フェファー＋ロバート・I・サットン、2014、『なぜ、わかっていても実行できないのか―知識を行動に変えるマネジメン

ト』、日本経済新聞出版社 (ISBN:978-4532319236) 

2. ジェフリー・フェファー、2016、『悪いヤツほど出世する』、日本経済新聞出版社 (ISBN:978-0062383167) 

 

参考文献（Readings） 

1. Jeffrey Pfeffer & Robert I. Sutton. 2000. The Knowing-Doing Gap: How Smart Companies Turn Knowledge into Action. 

Harvard Business School Press (ISBN:978-1578511242) 

2. Jeffrey Pfeffer. 2015. Leadership BS: Fixing Workplaces and Careers One Truth at a Time. Harper Business (ISBN:978-

0062383167) 

母国語が日本語の院生については、原書を併読することを推奨します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KM282 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KM282／企業倫理特論２ 

(Theory of Business Ethics 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
CSV（Creating Shared Value：共通価値創造の戦略） 

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） 
MBU6200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

CSV（共通価値創造の戦略）について倫理のレンズを通して複眼的に検討すること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

テキスト（ＣＳＶ経営戦略――本業での高収益と社会の課題を同時に解決する――）の講読と具体的な事例（case）の分析を通じ

て、企業倫理について詳しく学びます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入部：経営の見える化（KGI/KSF/KPI） 

2. 企業活動のグローバル化と社会課題のビジネス化（１） 

3. 企業活動のグローバル化と社会課題のビジネス化（２） 

4. テキスト（はじめに）ＣＳＶ 

5. テキスト（第１章）ポーターの戦略論とＣＳＶ（１） 

6. テキスト（第２章）ＣＳＶの事例研究（１） 

7. テキスト（第２章）ＣＳＶの事例研究（２） 

8. テキスト（第３章）新興国とＣＳＶ 

9. テキスト（第４章）ＣＳＶと日本企業 

10. テキスト（第４章）ＣＳＶと日本企業 

11. テキスト（第５章）事例研究：ファーストリテイリング 

12. テキスト（第６章）ＣＳＶ経営の実践 

13. テキスト（第７章）ＣＳＶ２．０ 

14. テキスト（第８章）Ｊ-ＣＳＶのコンセプト 

 

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

（１）テキストの精読とレジュメの作成 

（２）ケース（事例）の作成 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レジュメの内容と水準(50%)/講義時間中の発言(20%)/最終テスト(Final Test)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 名和高司、2015、『ＣＳＶ経営戦略――本業での高収益と社会の課題を同時に解決する――）』、東洋経済新報社 

(ISBN:9784492533697) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KM291 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KM291／財務会計特論１ 

(Special Lecture on Financial Accounting 1) 

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） 
MBU6300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

今日の発達した国際資本市場における開示制度の中で、財務会計にかかわる高度な知識と技術を理解したうえで、国際連結財

務諸表を正しく読み取ることができるようにすること。特に連結財務諸表の仕組みと、IFRSを正しく理解していくことに重点を置く。 

 

授業の内容（Course Contents） 

IFRSならびに ASBJ 基準に関して、そのなかでも重要な財務会計基準を取り上げ議論を深めていく。具体的には、まずは講義の

前半では、財務会計における基本財務諸表（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結キャッシュ・フロー計算書）についての理

解を中心に学習することにする。続く後半では、IFRSに規定される重要な基準について講義形式で理解を深めていく。最後には

今日の国際資本市場と企業財務会計の将来について皆で議論・展望していきたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. An Introduction to Financial Statements 

2. The Balance Sheet 

3. The Income Statement 

4. The Statement of Cash Flows 

5. How the Financial Statements Relate to Each Other 

6. Generally Accepted Accounting Principles 

7. 日本における 4 つの適用会計基準について 

IFRS JIFRS SEC 基準 日本基準 

8. 会計の歴史と国際会計 

9. 利益構造論と会計概念 

10. IFRS各論解説１ 

11. IFRS各論解説２ 

12. IFRS各論解説３ 

13. ビジネスモデルの変化と会計パラダイムシフト 

14. 総括 

 

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

毎回、配布される各種資料について十分復習をしておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 広瀬義州、2013、『財務会計』、中央経済社 (ISBN:978-4-502-43420-4) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KM292 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KM292／財務会計特論２ 

(Special Lecture on Financial Accounting 2) 

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） 
MBU6300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

春学期の講義を理解したうえで、秋学期ではさらに発展的な観点から、財務会計に関する高度な知識と技術を検討すること。した

がって秋学期では、受講生各自が設定した会計テーマに関して発表・議論するという講義形式も行っていく。 

 

授業の内容（Course Contents） 

まず前半では、国際資本市場での財務会計上の基本概念である概念フレームワークを中心に今日の利益計算の考え方を学習

する。そのうえで、IFRSならびに ASBJ 基準を中心に、そこで重要と考えられる財務会計基準を取り上げる。続く後半では、これ

まで学習してきた IFRSに関して各自がテーマを設定し、それについて発表・議論していくという形式で理解をさらに深めていきた

いと考えている。特にそこでの議論においては、単純な会計処理問題としてではなく、資産概念あるいは利益概念など、その根底

にある会計概念を正しく理解する必要があることも学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. Users of Financial Information 

3. The Usefulness Approach to Financial Reporting 

4. The Qualitative Characteristics of Accounting Information 

5. Capital Market Research and Standard Setting Issues 

6. 国際資本市場と IAS/IFRS 

財務報告と CSR 

7. 資産負債アプローチと収益費用アプローチ 

8. 時価会計と利益計算構造 

9. 資産概念と測定構造 

10. IFRS研究１ 

11. IFRS研究２ 

12. IFRS研究３ 

13. IFRS研究４ 

14. 総括 

 

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

配布された英文資料の該当部分に目を通しておくこと 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

 

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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■KM301 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KM301／経営戦略特論１ 

(Special Lecture on Strategic Management 1) 

担当者名 

（Instructor） 
並木 伸晃(NAMIKI NOBUAKI) 

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） 
MBU6200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

企業の競争力をいかに構築するか。特定の競争環境内では，どのような戦略が適しているか。環境の変化にいかに戦略的に，

組織的に適応してゆくべきか。 

このコーポレート・ストラテジー１，２では，主に競争戦略論のトピック（i.e., M.E.ポーターの５フォース，Generic strategies 等）に焦

点を当てる。  

 

授業の内容（Course Contents） 

競争環境の Profit potential（過去，現在，将来）を５フォース分析によって見極め，その外部環境と内部環境（企業内事情）に適し

た Competitive Strategy を構築するのが，競争戦略論である。 

まずは競争戦略論の基礎を学ぶ。 

次にケースを分析する。次のコーポレート・ストラテジー２では，多くのケース・スタディを使って日本企業・市場への適応方法を考

察する。２，３人のグループをつくり，ケース･スタディをする。また，殆ど毎週，宿題，小レポートを出す。  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション  

2. イントロダクション  

3. レクチャー 外部環境分析  

4. レクチャー 外部環境分析  

5. レクチャー 産業構造分析  

6. レクチャー 産業構造分析  

7. デモ ケーススタディ 

8. デモ ケーススタディ 

9. グループによるケース発表  

10. グループによるケース発表  

11. グループによるケース発表  

12. グループによるケース発表  

13. 産業分析発表； 課題レポート＃1 Due.  

14. 産業分析発表； 課題レポート＃1 Due.  

 

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

ケースの分析と発表の準備。産業、企業分析発表の準備。課題レポートの準備。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(20%)/最終レポート(Final Report)(30%)/Homework(10%)/Participation(20%)/Case Presentation(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 並木伸晃、2006、『参入のカベ』、創成社 

他は授業時に指示。ケースを使う。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業時に指示。 

 

注意事項（Notice） 

本科目では、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形式の授業によって運営されます。 
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■KM302 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KM302／経営戦略特論２ 

(Special Lecture on Strategic Management 2) 

担当者名 

（Instructor） 
並木 伸晃(NAMIKI NOBUAKI) 

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） 
MBU6200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

企業の競争力をいかに構築するか。特定の競争環境内では，どのような戦略が適しているか。環境の変化にいかに戦略的に，

組織的に適応してゆくべきか。 

このコーポレート・ストラテジー１，２では，主に競争戦略論のトピック（i.e., M.E.ポーターの５フォース，Generic strategies 等）に焦

点を当てる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

競争環境の Profit potential（過去，現在，将来）を５フォース分析によって見極め，その外部環境と内部環境（企業内事情）に適し

た Competitive Strategy を構築するのが，競争戦略論である。 

まずは競争戦略論の基礎を学ぶ。 

次にケースを分析する。次のコーポレート・ストラテジー２では，多くのケース・スタディを使って日本企業・市場への適応方法を考

察する。２，３人のグループをつくり，ケース･スタディをする。また，殆ど毎週，宿題，小レポートを出す。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. レクチャー 企業戦略 

2. レクチャー 企業戦略 

3. レクチャー 組織戦略 

4. レクチャー 組織戦略 

5. グループによるケース発表 

6. グループによるケース発表 

7. グループによるケース発表 

8. グループによるケース発表 

9. グループによるケース発表 

10. グループによるケース発表 

11. 企業分析発表 

12. 企業分析発表 

13. 課題レポート＃2 Due; 

14. 課題レポート＃2 Due; 

 

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

ケースの分析と発表の準備。産業、企業分析発表の準備。課題レポートの準備。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(20%)/最終レポート(Final Report)(30%)/Homework(10%)/Participation(20%)/Case Presentation(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

並木伸晃『参入の壁』（創成社 2006）。他は授業時に指示。ケースを使う。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に指示。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目では、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形式の授業によって運営されます。 
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■KM311 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KM311／マーケティング戦略特論１ 

(Marketing Strategy 1) 

担当者名 

（Instructor） 
兼村 栄哲(KANEMURA EITETSU) 

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） 
MBU6100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 マーケティング戦略にかかわる基礎的な用語・概念・理論などを正確に理解し，さまざまなマーケティング戦略について自分なり

に論理的に説明することができる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 「マーケティング戦略特論１」および秋学期に開講する「マーケティング戦略特論２」では，マーケティング戦略にかかわる基礎的

な用語・概念・理論などをわかりやすく説明していく。 

 この「マーケティング戦略特論１」では，①マーケティングの本質，②企業とマーケティング戦略，③競争優位の創造，④マーケ

ティングの基本枠組み，⑤マーケティング情報とカスタマー・インサイト，⑥消費者の購買行動，⑦製品，サービス，ブランド，の領

域を取り扱う。 

 具体的な進め方は，以下のとおりである。まず担当者が指定された箇所についてレジュメを作成し，発表する。その後，質疑応

答や全員によるディスカッションを通じて，マーケティング戦略にかかわる基礎的な用語・概念・理論などが正確に理解されている

か否か，一つひとつ確認していく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. マーケティングの本質（その１） 

2. マーケティングの本質（その２） 

3. 企業とマーケティング戦略（その１） 

4. 企業とマーケティング戦略（その２） 

5. 競争優位の創造（その１） 

6. 競争優位の創造（その２） 

7. マーケティングの基本枠組み（その１） 

8. マーケティングの基本枠組み（その２） 

9. マーケティング情報とカスタマー・インサイト（その１） 

10. マーケティング情報とカスタマー・インサイト（その２） 

11. 消費者の購買行動（その１） 

12. 消費者の購買行動（その２） 

13. 製品，サービス，ブランド（その１） 

14. 製品，サービス，ブランド（その２） 

 

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

①事前に配布されたレジュメなどに基づいて，該当箇所を予習すること。 

②日頃から，日本経済新聞，日経 MJ（流通新聞），日経産業新聞などの新聞や「日経ビジネス」「週刊東洋経済」「週刊ダイヤモ

ンド」などの雑誌を読んだり，「ワールドビジネスサテライト（WBS）」「ガイアの夜明け」「クローズアップ現代+」を視たりするなどし

て，マーケティングに関心をもつこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レジュメおよび発表の内容(40%)/質疑応答やディスカッションの内容(30%)/学期中におこなう口頭試問(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. フィリップ・コトラー，ゲイリー・アームストロング，恩藏直人（著）、2014 年、『マーケティング原理』、丸善出版 (ISBN:978-4-

621-06622-5) 

 

参考文献（Readings） 

適宜，紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■KM312 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KM312／マーケティング戦略特論２ 

(Marketing Strategy 2) 

担当者名 

（Instructor） 
兼村 栄哲(KANEMURA EITETSU) 

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） 
MBU6100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 マーケティング戦略にかかわる基礎的な用語・概念・理論などを正確に理解し，さまざまなマーケティング戦略について自分なり

に論理的に説明することができる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 「マーケティング戦略特論２」は，春学期に開講した「マーケティング戦略特論１」に引き続く内容であり，マーケティング戦略にか

かわる基礎的な用語・概念・理論などをわかりやすく説明していく。 

 この「マーケティング戦略特論２」では，①新製品開発と製品ライフサイクル戦略，②マーケティング・チャネルによる顧客価値の

提供，③価格設定，④コミュニケーションによる顧客価値の説得，⑤広告とパブリック・リレーションズ，⑥人的販売と販売促進，

⑦ダイレクト・マーケティングとオンライン・マーケティング，の領域を取り扱う。 

 具体的な進め方は，以下のとおりである。まず担当者が指定された箇所についてレジュメを作成し，発表する。その後，質疑応

答や全員によるディスカッションを通じて，マーケティング戦略にかかわる基礎的な用語・概念・理論などが正確に理解されている

か否か，一つひとつ確認していく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 新製品開発と製品ライフサイクル戦略（その１） 

2. 新製品開発と製品ライフサイクル戦略（その２） 

3. マーケティング・チャネルによる顧客価値の提供（その１） 

4. マーケティング・チャネルによる顧客価値の提供（その２） 

5. 価格設定（その１） 

6. 価格設定（その２） 

7. コミュニケーションによる顧客価値の説得（その１） 

8. コミュニケーションによる顧客価値の説得（その２） 

9. 広告とパブリック・リレーションズ（その１） 

10. 広告とパブリック・リレーションズ（その２） 

11. 人的販売と販売促進（その１） 

12. 人的販売と販売促進（その２） 

13. ダイレクト・マーケティングとオンライン・マーケティング（その１） 

14. ダイレクト・マーケティングとオンライン・マーケティング（その２） 

 

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

①事前に配布されたレジュメなどに基づいて，該当箇所を予習すること。 

②日頃から，日本経済新聞，日経 MJ（流通新聞），日経産業新聞などの新聞や「日経ビジネス」「週刊東洋経済」「週刊ダイヤモ

ンド」などの雑誌を読んだり，「ワールドビジネスサテライト（WBS）」「ガイアの夜明け」「クローズアップ現代+」を視たりするなどし

て，マーケティングに関心をもつこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レジュメおよび発表の内容(40%)/質疑応答やディスカッションの内容(30%)/学期中におこなう口頭試問(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. フィリップ・コトラー，ゲイリー・アームストロング，恩藏直人（著）、2014 年、『マーケティング原理』、丸善出版 (ISBN:978-4-

621-06622-5) 

 

参考文献（Readings） 

適宜，紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■KM361 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
KM361／Strategic Management 1 

担当者名 

（Instructor） 
並木 伸晃(NAMIKI NOBUAKI) 

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） 
MBU6201 

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. 

 

授業の内容（Course Contents） 

The course aims to provide participants with the basic theoretical knowledge, skills, and 

sensitivities that will help them deal effectively with key management issues and  

challenges facing companies as seen by the managers themselves.Instruction will be done mostly in 

Japanese. 学生の語学力にあわせて日本語でも授業を行う。. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction to the class 

2. Introduction to the class 

3. External Environment 

4. External Environment 

5. Industry Structure 

6. Industry Structure 

7. Demo case 

8. Demo case 

9. Case Presentation 

10. Case Presentation 

11. Presentation on Industry 

12. Presentation on Industry 

13. Presentation on Industry 

14. Report #1 Due 

 

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） 

最終テスト(Final Test)(20%)/最終レポート(Final Report)(30%)/Homework(10%)/Case Studies(20%)/Participation(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

Announced in class. 

 

参考文献（Readings） 

Announced in class. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■KM362 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
KM362／Strategic Management 2 

担当者名 

（Instructor） 
並木 伸晃(NAMIKI NOBUAKI) 

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） 
MBU6201 

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. 

 

授業の内容（Course Contents） 

The course aims to provide participants with the basic theoretical knowledge, skills, and 

sensitivities that will help them deal effectively with key management issues and  

challenges facing companies as seen by the managers themselves.Instruction will be done mostly in 

Japanese. 学生の語学力にあわせて日本語でも授業を行う。. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Corporate Strategy 

2. Corporate Strategy 

3. Organization and Strategy 

4. Organization and Strategy 

5. Reading strategy literature 

6. Reading strategy literature 

7. Case Presentation 

8. Case Presentation 

9. Presentation of Firm Strategy 

10. Presentation of Firm Strategy 

11. Term Project Presentation 

12. Term Project Presentation 

13. Term Project Presentation 

14. Term Project Presentation 

 

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） 

最終テスト(Final Test)(20%)/最終レポート(Final Report)(30%)/Homework(10%)/Case Studies(20%)/Participation(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

Announced in class. 

 

参考文献（Readings） 

Announced in class. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、5 年以上の実務経験を有する実務家教員による授業であり、全授業回数の 50％以上がディスカッションなど双方向形

式の授業によって運営されます。 
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■KM381 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KM381／技術戦略特論１ 

(Strategic Management of Technology 1) 

担当者名 

（Instructor） 
山﨑 秀雄(YAMASAKI HIDEO) 

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） 
MBU6200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

企業におけるイノベーションの戦略と組織について、参加者全員で議論したい。目標とする到達点は次の 3 つ。 

(1) イノベーション・マネジメントに関する基礎概念や理論への理解を深める。 

(2) (1)を踏まえたうえで、イノベーションの実現を巡り現実の企業が抱える戦略的課題とその克服に向けたマネジメントのあり方

について、自らの見解を示すことができる。 

(3) 修得した新たな知識や視点を自身の研究に応用できる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

企業のイノベーション・マネジメントに関連する国内外の文献（Harvard Business Review、Strategic Management Journal 等）をも

とに議論する。授業は主としてレポーター形式で進める予定である。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 研究内容に関する検討(1) 

3. 討論(1)：技術イノベーションを利益へ［ティース］ 

4. 討論(2)：産業イノベーションのパターン［アバナシー&アターバック］ 

5. 討論(3)：アーキテクチャ・イノベーション［ヘンダーソン&クラーク］ 

6. 討論(4)：戦略的不協和［バーゲルマン&グローブ］ 

7. 討論(5)：戦略形成と組織適応の組織内エコロジー［バーゲルマン］ 

8. 討論(6)：ベクトルとしての戦略と共進化的ロックインの慣性［バーゲルマン］ 

9. 討論(7)：研究から開発への技術移転［コーエン、ケラー&ストリーター］ 

10. 討論(8)：吸収能力 学習とイノベーションに関する新しい視角［コーエン&レビンサール］ 

11. 討論(9)：2 つの顔を持つ組織［タッシュマン&オーライリー3 世］ 

12. 討論(10)：新製品の学習サイクル［メイディク&ザーガー］ 

13. 討論(11)：製品開発に焦点を合わせたプロジェクト計画の立て方［ウィールライト&クラーク］ 

14. 研究内容に関する検討(2) 

 

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

各回に予定している内容について、受講者は必ず論点を整理して授業に臨み、議論に参加すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

討論への参加度(50%)/報告内容のクオリティ(30%)/最終レポート(Final Report)(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

各受講生の関心や研究テーマ等を勘案しつつ、授業内に適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. Burgelman, Christensen & Wheelwright. 2008. Strategic Management of Technology and Innovation. McGraw-Hill (ISBN:978-

0071263290) 

2. ロバート・A・バーゲルマン他、2007、『技術とイノベーションの戦略的マネジメント (上) 』、翔泳社 (ISBN:978-4798106557) 

3. ロバート・A・バーゲルマン他、2007、『技術とイノベーションの戦略的マネジメント (下) 』、翔泳社 (ISBN:978-4798106564) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KM382 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KM382／技術戦略特論２ 

(Strategic Management of Technology 2) 

担当者名 

（Instructor） 
山﨑 秀雄(YAMASAKI HIDEO) 

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） 
MBU6200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

企業におけるイノベーションの戦略と組織について、参加者全員で議論したい。目標とする到達点は次の 3 つ。 

(1) イノベーション・マネジメントに関する基礎概念や理論への理解を深める。 

(2) (1)を踏まえたうえで、イノベーションの実現を巡り現実の企業が抱える戦略的課題とその克服に向けたマネジメントのあり方

について、自らの見解を示すことができる。 

(3) 修得した新たな知識や視点を自身の研究に応用できる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

企業のイノベーション・マネジメントに関連する国内外の文献（Harvard Business Review、Strategic Management Journal 等）をも

とに議論する。授業は主としてレポーター形式で進める予定である。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 研究内容に関する検討(1) 

3. 討論(1)：企業のコア・コンピタンス［プラハラッド&ハメル］ 

4. 討論(2)：戦略とは何か?［ポーター］ 

5. 討論(3)：顧客の力、戦略的投資、そして大手企業の失敗［クリステンセン&バウアー］ 

6. 討論(4)：キャズムを越えて、その先に［ムーア］ 

7. 討論(5)：競合する技術:概観［アーサー］ 

8. 討論(6)：破壊的変化の困難を乗り切る［クリステンセン&オーバードルフ］ 

9. 研究内容に関する検討(2) 

10. 討論(7)： 戦略的意図［プラハラッド］ 

11. 討論(8)：「学習する組織」の構築［ガービン］ 

12. 討論(9)：「重量級」開発チームの編成と誘導［クラーク］ 

13. 研究内容に関する検討(3) 

14. 全体振り返り 

 

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

各回に予定している内容について、受講者は必ず論点を整理して授業に臨み、議論に参加すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

討論への参加度(50%)/報告内容のクオリティ(30%)/最終レポート(Final Report)(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

各受講生の関心や研究テーマ等を勘案しつつ、授業内に適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. Burgelman, Christensen & Wheelwright. 2008. Strategic Management of Technology and Innovation. McGraw-Hill (ISBN:978-

0071263290) 

2. ロバート・A・バーゲルマン他、2007、『技術とイノベーションの戦略的マネジメント (上) 』、翔泳社 (ISBN:978-4798106557) 

3. ロバート・A・バーゲルマン他、2007、『技術とイノベーションの戦略的マネジメント (下)』、翔泳社 (ISBN:978-4798106564) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KM391 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KM391／管理会計特論１ 

(Special Lecture on Managirial Accounting 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
コスト・マネジメントの体系を理解する 

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） 
MBU6300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

企業が取り組むべき CSR 活動の定量化問題をテーマとしてとり上げ，コスト・マネジメント体系の理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

管理会計の基礎となるコスト・マネジメントの理解を深めるにあたり，今日関心が高まる CSR 問題に焦点をあてながら個別項目

に関する検討を行い，その全体像を明らかにする。講義では，テーマ毎に報告とディスカッションを行う予定である。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. コスト・マネジメントの意義 

3. コスト・マネジメントとコスト・コントロール 

4. コスト・コントロールの体系① 

5. コスト・コントロールの体系② 

6. 事業活動と CSR 活動との関係① 

7. 事業活動と CSR 活動との関係② 

8. CSR 問題の特性とコスト・マネジメント① 

9. CSR 問題の特性とコスト・マネジメント② 

10. CSR と内部統制問題① 

11. CSR と内部統制問題② 

12. CSR リスク・マネジメントと会計① 

13. CSR リスク・マネジメントと会計② 

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） 

出席および報告レポート，ディスカッションへの取り組み(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 倍 和博、2008 年、『CSR 会計への展望』、森山書店 (ISBN:978-4839420628) 

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) 

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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■KM392 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KM392／管理会計特論２ 

(Special Lecture on Managirial Accounting 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
コスト・マネジメント手法を活用した CSR 定量化問題の検討 

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） 
MBU6300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

コスト・マネジメントの手法を活用して，CSR 活動の定量化問題に接近する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

今日関心が高まる CSR 問題に焦点をあて，コスト・マネジメントの観点から CSR 会計フレームワークの設計問題に取り組む。講

義では，テーマ毎に報告とディスカッションを行う予定である。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. CSR 会計フレークワークのデザイン 

3. CSR 関連コスト内部化のプロセス 

4. 内部 CSR 会計システムにおける識別と測定 

5. CSR 会計計算書の体系と構成① 

6. CSR 会計計算書の体系と構成② 

7. CSR 会計を巡る情報フローの再編成 

8. マネジメントシステムと CSR 会計の統合 

9. CSR 会計システムの導入と運用 

10. CSR 管理会計データの連係と集計 

11. CSR 管理会計データの分析と評価 

12. CSR リスクによる資産構造の変質への対応 

13. ESG要因を巡る統合情報の生成問題 

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） 

出席および報告レポート，ディスカッションへの取り組み(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 倍 和博、2008 年、『CSR 会計への展望』、森山書店 (ISBN:978-4839420628) 

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) 

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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■KM401 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動またはその他／研究指導演習１Ａ 

(Seminar 1A) 

担当者名 

（Instructor） 
秋野 晶二(AKINO SHOJI) 

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） 
MBU6610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

個々の学生が修士論文もしくはビジネスケースを完成できるように指導を行う。2 年間の研究の開始時期で、それぞれが、スムー

スに研究が進められるように留意する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生による進捗報告、他の学生とのディスカションなどを通じて、個々の研究を段階的に進めていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No1 

3. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No2 

4. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No3 

5. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No4 

6. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No5 

7. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No6 

8. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No7 

9. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No8 

10. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No9 

11. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No10 

12. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No11 

13. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No12 

14. まとめ 

 

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

各指導教員の指示に従う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告および出席(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KM402 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動またはその他／研究指導演習１Ａ 

(Seminar 1A) 

担当者名 

（Instructor） 
有馬 賢治(ARIMA KENJI) 

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） 
MBU6610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

個々の学生が修士論文もしくはビジネスケースを完成できるように指導を行う。2 年間の研究の開始時期で、それぞれが、スムー

スに研究が進められるように留意する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生による進捗報告、他の学生とのディスカションなどを通じて、個々の研究を段階的に進めていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No1 

3. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No2 

4. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No3 

5. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No4 

6. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No5 

7. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No6 

8. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No7 

9. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No8 

10. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No9 

11. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No10 

12. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No11 

13. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No12 

14. まとめ 

 

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

各指導教員の指示に従う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告および出席(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KM403 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動またはその他／研究指導演習１Ａ 

(Seminar 1A) 

担当者名 

（Instructor） 
石川 淳(ISHIKAWA JUN) 

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） 
MBU6610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

個々の学生が修士論文もしくはビジネスケースを完成できるように指導を行う。2 年間の研究の開始時期で、それぞれが、スムー

スに研究が進められるように留意する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生による進捗報告、他の学生とのディスカションなどを通じて、個々の研究を段階的に進めていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No1 

3. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No2 

4. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No3 

5. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No4 

6. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No5 

7. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No6 

8. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No7 

9. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No8 

10. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No9 

11. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No10 

12. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No11 

13. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No12 

14. まとめ 

 

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

各指導教員の指示に従う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告および出席(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KM404 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動またはその他／研究指導演習１Ａ 

(Seminar 1A) 

担当者名 

（Instructor） 
松井 泰則(MATSUI YASUNORI) 

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） 
MBU6610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

個々の学生が修士論文もしくはビジネスケースを完成できるように指導を行う。2 年間の研究の開始時期で、それぞれが、スムー

スに研究が進められるように留意する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生による進捗報告、他の学生とのディスカションなどを通じて、個々の研究を段階的に進めていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No1 

3. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No2 

4. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No3 

5. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No4 

6. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No5 

7. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No6 

8. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No7 

9. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No8 

10. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No9 

11. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No10 

12. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No11 

13. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No12 

14. まとめ 

 

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

各指導教員の指示に従う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告および出席(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KM405 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動またはその他／研究指導演習１Ａ 

(Seminar 1A) 

担当者名 

（Instructor） 
中原 淳(NAKAHARA JUN) 

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） 
MBU6610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

個々の学生が修士論文もしくはビジネスケースを完成できるように指導を行う。2 年間の研究の開始時期で、それぞれが、スムー

スに研究が進められるように留意する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生による進捗報告、他の学生とのディスカションなどを通じて、個々の研究を段階的に進めていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No1 

3. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No2 

4. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No3 

5. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No4 

6. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No5 

7. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No6 

8. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No7 

9. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No8 

10. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No9 

11. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No10 

12. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No11 

13. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No12 

14. まとめ 

 

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

各指導教員の指示に従う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告および出席(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KM406 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動またはその他／研究指導演習１Ａ 

(Seminar 1A) 

担当者名 

（Instructor） 
佐々木 宏(SASAKI HIROSHI) 

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） 
MBU6610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

個々の学生が修士論文もしくはビジネスケースを完成できるように指導を行う。2 年間の研究の開始時期で、それぞれが、スムー

スに研究が進められるように留意する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生による進捗報告、他の学生とのディスカションなどを通じて、個々の研究を段階的に進めていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No1 

3. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No2 

4. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No3 

5. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No4 

6. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No5 

7. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No6 

8. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No7 

9. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No8 

10. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No9 

11. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No10 

12. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No11 

13. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No12 

14. まとめ 

 

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

各指導教員の指示に従う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告および出席(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KM407 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動またはその他／研究指導演習１Ａ 

(Seminar 1A) 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 秀一(SUZUKI SHUUICHI) 

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） 
MBU6610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

個々の学生が修士論文もしくはビジネスケースを完成できるように指導を行う。2 年間の研究の開始時期で、それぞれが、スムー

スに研究が進められるように留意する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生による進捗報告、他の学生とのディスカションなどを通じて、個々の研究を段階的に進めていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No1 

3. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No2 

4. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No3 

5. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No4 

6. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No5 

7. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No6 

8. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No7 

9. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No8 

10. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No9 

11. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No10 

12. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No11 

13. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No12 

14. まとめ 

 

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

各指導教員の指示に従う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告および出席(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KM408 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動またはその他／研究指導演習１Ａ 

(Seminar 1A) 

担当者名 

（Instructor） 
山口 和範(YAMAGUCHI KAZUNORI) 

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） 
MBU6610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

個々の学生が修士論文もしくはビジネスケースを完成できるように指導を行う。2 年間の研究の開始時期で、それぞれが、スムー

スに研究が進められるように留意する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生による進捗報告、他の学生とのディスカションなどを通じて、個々の研究を段階的に進めていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No1 

3. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No2 

4. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No3 

5. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No4 

6. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No5 

7. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No6 

8. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No7 

9. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No8 

10. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No9 

11. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No10 

12. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No11 

13. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No12 

14. まとめ 

 

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

各指導教員の指示に従う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告および出席(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KM409 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動またはその他／研究指導演習１Ａ 

(Seminar 1A) 

担当者名 

（Instructor） 
亀川 雅人(KAMEKAWA MASATO) 

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） 
MBU6610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

個々の学生が修士論文もしくはビジネスケースを完成できるように指導を行う。2 年間の研究の開始時期で、それぞれが、スムー

スに研究が進められるように留意する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生による進捗報告、他の学生とのディスカションなどを通じて、個々の研究を段階的に進めていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No1 

3. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No2 

4. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No3 

5. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No4 

6. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No5 

7. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No6 

8. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No7 

9. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No8 

10. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No9 

11. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No10 

12. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No11 

13. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No12 

14. まとめ 

 

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

各指導教員の指示に従う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告および出席(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KM410 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動またはその他／研究指導演習１Ａ 

(Seminar 1A) 

担当者名 

（Instructor） 
高岡 美佳(TAKAOKA MIKA) 

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） 
MBU6610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

個々の学生が修士論文もしくはビジネスケースを完成できるように指導を行う。2 年間の研究の開始時期で、それぞれが、スムー

スに研究が進められるように留意する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生による進捗報告、他の学生とのディスカションなどを通じて、個々の研究を段階的に進めていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No1 

3. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No2 

4. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No3 

5. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No4 

6. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No5 

7. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No6 

8. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No7 

9. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No8 

10. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No9 

11. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No10 

12. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No11 

13. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No12 

14. まとめ 

 

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

各指導教員の指示に従う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告および出席(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KM451 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動またはその他／研究指導演習１Ｂ 

(Seminar 1B) 

担当者名 

（Instructor） 
秋野 晶二(AKINO SHOJI) 

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） 
MBU6610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

個々の学生が修士論文もしくはビジネスケースを完成できるように指導を行う。前学期に引き続き、それぞれが、スムースに研究

が進められるように留意する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生による進捗報告、他の学生とのディスカションなどを通じて、個々の研究を段階的に進めていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No1 

3. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No2 

4. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No3 

5. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No4 

6. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No5 

7. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No6 

8. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No7 

9. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No8 

10. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No9 

11. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No10 

12. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No11 

13. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No12 

14. まとめ 

 

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

各指導教員の指示に従う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告および出席(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KM452 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動またはその他／研究指導演習１Ｂ 

(Seminar 1B) 

担当者名 

（Instructor） 
有馬 賢治(ARIMA KENJI) 

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） 
MBU6610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

個々の学生が修士論文もしくはビジネスケースを完成できるように指導を行う。前学期に引き続き、それぞれが、スムースに研究

が進められるように留意する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生による進捗報告、他の学生とのディスカションなどを通じて、個々の研究を段階的に進めていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No1 

3. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No2 

4. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No3 

5. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No4 

6. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No5 

7. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No6 

8. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No7 

9. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No8 

10. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No9 

11. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No10 

12. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No11 

13. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No12 

14. まとめ 

 

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

各指導教員の指示に従う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告および出席(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KM453 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動またはその他／研究指導演習１Ｂ 

(Seminar 1B) 

担当者名 

（Instructor） 
石川 淳(ISHIKAWA JUN) 

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） 
MBU6610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

個々の学生が修士論文もしくはビジネスケースを完成できるように指導を行う。前学期に引き続き、それぞれが、スムースに研究

が進められるように留意する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生による進捗報告、他の学生とのディスカションなどを通じて、個々の研究を段階的に進めていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No1 

3. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No2 

4. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No3 

5. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No4 

6. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No5 

7. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No6 

8. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No7 

9. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No8 

10. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No9 

11. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No10 

12. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No11 

13. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No12 

14. まとめ 

 

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

各指導教員の指示に従う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告および出席(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KM454 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動またはその他／研究指導演習１Ｂ 

(Seminar 1B) 

担当者名 

（Instructor） 
松井 泰則(MATSUI YASUNORI) 

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） 
MBU6610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

個々の学生が修士論文もしくはビジネスケースを完成できるように指導を行う。前学期に引き続き、それぞれが、スムースに研究

が進められるように留意する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生による進捗報告、他の学生とのディスカションなどを通じて、個々の研究を段階的に進めていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No1 

3. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No2 

4. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No3 

5. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No4 

6. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No5 

7. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No6 

8. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No7 

9. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No8 

10. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No9 

11. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No10 

12. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No11 

13. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No12 

14. まとめ 

 

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

各指導教員の指示に従う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告および出席(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KM455 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動またはその他／研究指導演習１Ｂ 

(Seminar 1B) 

担当者名 

（Instructor） 
中原 淳(NAKAHARA JUN) 

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） 
MBU6610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

個々の学生が修士論文もしくはビジネスケースを完成できるように指導を行う。前学期に引き続き、それぞれが、スムースに研究

が進められるように留意する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生による進捗報告、他の学生とのディスカションなどを通じて、個々の研究を段階的に進めていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No1 

3. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No2 

4. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No3 

5. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No4 

6. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No5 

7. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No6 

8. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No7 

9. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No8 

10. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No9 

11. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No10 

12. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No11 

13. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No12 

14. まとめ 

 

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

各指導教員の指示に従う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告および出席(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KM456 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動またはその他／研究指導演習１Ｂ 

(Seminar 1B) 

担当者名 

（Instructor） 
佐々木 宏(SASAKI HIROSHI) 

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） 
MBU6610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

個々の学生が修士論文もしくはビジネスケースを完成できるように指導を行う。前学期に引き続き、それぞれが、スムースに研究

が進められるように留意する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生による進捗報告、他の学生とのディスカションなどを通じて、個々の研究を段階的に進めていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No1 

3. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No2 

4. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No3 

5. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No4 

6. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No5 

7. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No6 

8. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No7 

9. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No8 

10. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No9 

11. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No10 

12. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No11 

13. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No12 

14. まとめ 

 

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

各指導教員の指示に従う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告および出席(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KM457 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動またはその他／研究指導演習１Ｂ 

(Seminar 1B) 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 秀一(SUZUKI SHUUICHI) 

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） 
MBU6610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

個々の学生が修士論文もしくはビジネスケースを完成できるように指導を行う。前学期に引き続き、それぞれが、スムースに研究

が進められるように留意する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生による進捗報告、他の学生とのディスカションなどを通じて、個々の研究を段階的に進めていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No1 

3. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No2 

4. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No3 

5. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No4 

6. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No5 

7. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No6 

8. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No7 

9. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No8 

10. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No9 

11. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No10 

12. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No11 

13. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No12 

14. まとめ 

 

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

各指導教員の指示に従う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告および出席(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KM458 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動またはその他／研究指導演習１Ｂ 

(Seminar 1B) 

担当者名 

（Instructor） 
山口 和範(YAMAGUCHI KAZUNORI) 

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） 
MBU6610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

個々の学生が修士論文もしくはビジネスケースを完成できるように指導を行う。前学期に引き続き、それぞれが、スムースに研究

が進められるように留意する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生による進捗報告、他の学生とのディスカションなどを通じて、個々の研究を段階的に進めていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No1 

3. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No2 

4. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No3 

5. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No4 

6. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No5 

7. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No6 

8. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No7 

9. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No8 

10. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No9 

11. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No10 

12. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No11 

13. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No12 

14. まとめ 

 

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

各指導教員の指示に従う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告および出席(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KM459 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動またはその他／研究指導演習１Ｂ 

(Seminar 1B) 

担当者名 

（Instructor） 
亀川 雅人(KAMEKAWA MASATO) 

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） 
MBU6610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

個々の学生が修士論文もしくはビジネスケースを完成できるように指導を行う。前学期に引き続き、それぞれが、スムースに研究

が進められるように留意する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生による進捗報告、他の学生とのディスカションなどを通じて、個々の研究を段階的に進めていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No1 

3. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No2 

4. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No3 

5. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No4 

6. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No5 

7. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No6 

8. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No7 

9. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No8 

10. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No9 

11. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No10 

12. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No11 

13. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No12 

14. まとめ 

 

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

各指導教員の指示に従う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告および出席(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KM460 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動またはその他／研究指導演習１Ｂ 

(Seminar 1B) 

担当者名 

（Instructor） 
高岡 美佳(TAKAOKA MIKA) 

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） 
MBU6610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

個々の学生が修士論文もしくはビジネスケースを完成できるように指導を行う。前学期に引き続き、それぞれが、スムースに研究

が進められるように留意する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生による進捗報告、他の学生とのディスカションなどを通じて、個々の研究を段階的に進めていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No1 

3. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No2 

4. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No3 

5. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No4 

6. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No5 

7. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No6 

8. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No7 

9. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No8 

10. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No9 

11. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No10 

12. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No11 

13. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No12 

14. まとめ 

 

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

各指導教員の指示に従う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告および出席(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KM501 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動またはその他／研究指導演習２Ａ 

(Seminar 2A) 

担当者名 

（Instructor） 
秋野 晶二(AKINO SHOJI) 

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） 
MBU6610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

個々の学生が修士論文もしくはビジネスケースを完成できるように指導を行う。2 年目に入って研究が熟成する時期であり、それ

ぞれが、スムースに研究が進められるように留意する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生による進捗報告、他の学生とのディスカションなどを通じて、個々の研究を段階的に進めていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No1 

3. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No2 

4. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No3 

5. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No4 

6. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No5 

7. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No6 

8. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No7 

9. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No8 

10. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No9 

11. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No10 

12. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No11 

13. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No12 

14. まとめ 

 

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

各指導教員の指示に従う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告および出席(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜授業内で指示する。 

 

参考文献（Readings） 

適宜授業内で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KM502 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動またはその他／研究指導演習２Ａ 

(Seminar 2A) 

担当者名 

（Instructor） 
有馬 賢治(ARIMA KENJI) 

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） 
MBU6610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

個々の学生が修士論文もしくはビジネスケースを完成できるように指導を行う。2 年目に入って研究が熟成する時期であり、それ

ぞれが、スムースに研究が進められるように留意する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生による進捗報告、他の学生とのディスカションなどを通じて、個々の研究を段階的に進めていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No1 

3. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No2 

4. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No3 

5. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No4 

6. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No5 

7. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No6 

8. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No7 

9. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No8 

10. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No9 

11. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No10 

12. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No11 

13. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No12 

14. まとめ 

 

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

各指導教員の指示に従う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告および出席(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜授業内で指示する。 

 

参考文献（Readings） 

適宜授業内で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KM503 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動またはその他／研究指導演習２Ａ 

(Seminar 2A) 

担当者名 

（Instructor） 
石川 淳(ISHIKAWA JUN) 

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） 
MBU6610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

個々の学生が修士論文もしくはビジネスケースを完成できるように指導を行う。2 年目に入って研究が熟成する時期であり、それ

ぞれが、スムースに研究が進められるように留意する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生による進捗報告、他の学生とのディスカションなどを通じて、個々の研究を段階的に進めていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No1 

3. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No2 

4. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No3 

5. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No4 

6. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No5 

7. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No6 

8. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No7 

9. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No8 

10. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No9 

11. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No10 

12. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No11 

13. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No12 

14. まとめ 

 

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

各指導教員の指示に従う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告および出席(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜授業内で指示する。 

 

参考文献（Readings） 

適宜授業内で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 73 - 

■KM504 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動またはその他／研究指導演習２Ａ 

(Seminar 2A) 

担当者名 

（Instructor） 
松井 泰則(MATSUI YASUNORI) 

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） 
MBU6610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

個々の学生が修士論文もしくはビジネスケースを完成できるように指導を行う。2 年目に入って研究が熟成する時期であり、それ

ぞれが、スムースに研究が進められるように留意する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生による進捗報告、他の学生とのディスカションなどを通じて、個々の研究を段階的に進めていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No1 

3. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No2 

4. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No3 

5. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No4 

6. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No5 

7. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No6 

8. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No7 

9. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No8 

10. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No9 

11. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No10 

12. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No11 

13. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No12 

14. まとめ 

 

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

各指導教員の指示に従う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告および出席(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜授業内で指示する。 

 

参考文献（Readings） 

適宜授業内で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KM505 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動またはその他／研究指導演習２Ａ 

(Seminar 2A) 

担当者名 

（Instructor） 
中原 淳(NAKAHARA JUN) 

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） 
MBU6610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

個々の学生が修士論文もしくはビジネスケースを完成できるように指導を行う。2 年目に入って研究が熟成する時期であり、それ

ぞれが、スムースに研究が進められるように留意する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生による進捗報告、他の学生とのディスカションなどを通じて、個々の研究を段階的に進めていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No1 

3. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No2 

4. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No3 

5. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No4 

6. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No5 

7. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No6 

8. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No7 

9. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No8 

10. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No9 

11. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No10 

12. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No11 

13. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No12 

14. まとめ 

 

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

各指導教員の指示に従う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告および出席(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜授業内で指示する。 

 

参考文献（Readings） 

適宜授業内で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 75 - 

■KM506 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動またはその他／研究指導演習２Ａ 

(Seminar 2A) 

担当者名 

（Instructor） 
佐々木 宏(SASAKI HIROSHI) 

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） 
MBU6610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

個々の学生が修士論文もしくはビジネスケースを完成できるように指導を行う。2 年目に入って研究が熟成する時期であり、それ

ぞれが、スムースに研究が進められるように留意する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生による進捗報告、他の学生とのディスカションなどを通じて、個々の研究を段階的に進めていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No1 

3. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No2 

4. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No3 

5. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No4 

6. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No5 

7. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No6 

8. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No7 

9. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No8 

10. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No9 

11. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No10 

12. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No11 

13. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No12 

14. まとめ 

 

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

各指導教員の指示に従う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告および出席(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜授業内で指示する。 

 

参考文献（Readings） 

適宜授業内で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KM507 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動またはその他／研究指導演習２Ａ 

(Seminar 2A) 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 秀一(SUZUKI SHUUICHI) 

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） 
MBU6610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

個々の学生が修士論文もしくはビジネスケースを完成できるように指導を行う。2 年目に入って研究が熟成する時期であり、それ

ぞれが、スムースに研究が進められるように留意する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生による進捗報告、他の学生とのディスカションなどを通じて、個々の研究を段階的に進めていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No1 

3. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No2 

4. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No3 

5. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No4 

6. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No5 

7. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No6 

8. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No7 

9. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No8 

10. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No9 

11. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No10 

12. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No11 

13. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No12 

14. まとめ 

 

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

各指導教員の指示に従う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告および出席(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜授業内で指示する。 

 

参考文献（Readings） 

適宜授業内で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KM508 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動またはその他／研究指導演習２Ａ 

(Seminar 2A) 

担当者名 

（Instructor） 
山口 和範(YAMAGUCHI KAZUNORI) 

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） 
MBU6610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

個々の学生が修士論文もしくはビジネスケースを完成できるように指導を行う。2 年目に入って研究が熟成する時期であり、それ

ぞれが、スムースに研究が進められるように留意する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生による進捗報告、他の学生とのディスカションなどを通じて、個々の研究を段階的に進めていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No1 

3. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No2 

4. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No3 

5. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No4 

6. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No5 

7. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No6 

8. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No7 

9. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No8 

10. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No9 

11. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No10 

12. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No11 

13. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No12 

14. まとめ 

 

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

各指導教員の指示に従う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告および出席(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜授業内で指示する。 

 

参考文献（Readings） 

適宜授業内で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KM509 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動またはその他／研究指導演習２Ａ 

(Seminar 2A) 

担当者名 

（Instructor） 
亀川 雅人(KAMEKAWA MASATO) 

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） 
MBU6610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

個々の学生が修士論文もしくはビジネスケースを完成できるように指導を行う。2 年目に入って研究が熟成する時期であり、それ

ぞれが、スムースに研究が進められるように留意する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生による進捗報告、他の学生とのディスカションなどを通じて、個々の研究を段階的に進めていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No1 

3. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No2 

4. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No3 

5. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No4 

6. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No5 

7. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No6 

8. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No7 

9. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No8 

10. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No9 

11. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No10 

12. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No11 

13. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No12 

14. まとめ 

 

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

各指導教員の指示に従う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告および出席(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜授業内で指示する。 

 

参考文献（Readings） 

適宜授業内で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KM510 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動またはその他／研究指導演習２Ａ 

(Seminar 2A) 

担当者名 

（Instructor） 
高岡 美佳(TAKAOKA MIKA) 

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） 
MBU6610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

個々の学生が修士論文もしくはビジネスケースを完成できるように指導を行う。2 年目に入って研究が熟成する時期であり、それ

ぞれが、スムースに研究が進められるように留意する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生による進捗報告、他の学生とのディスカションなどを通じて、個々の研究を段階的に進めていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No1 

3. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No2 

4. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No3 

5. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No4 

6. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No5 

7. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No6 

8. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No7 

9. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No8 

10. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No9 

11. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No10 

12. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No11 

13. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No12 

14. まとめ 

 

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

各指導教員の指示に従う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告および出席(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜授業内で指示する。 

 

参考文献（Readings） 

適宜授業内で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 80 - 

■KM551 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動またはその他／研究指導演習２Ｂ 

(Seminar 2B) 

担当者名 

（Instructor） 
秋野 晶二(AKINO SHOJI) 

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） 
MBU6610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

個々の学生が修士論文もしくはビジネスケースを完成できるように指導を行う。2 年間の研究の総仕上げの時期で、それぞれ

が、スムースに研究が進められるように留意する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生による進捗報告、他の学生とのディスカションなどを通じて、個々の研究を段階的に進めていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No1 

3. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No2 

4. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No3 

5. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No4 

6. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No5 

7. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No6 

8. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No7 

9. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No8 

10. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No9 

11. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No10 

12. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No11 

13. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No12 

14. まとめ 

 

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

各指導教員の指示に従う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告および出席(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜授業内で指示する。 

 

参考文献（Readings） 

適宜授業内で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KM552 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動またはその他／研究指導演習２Ｂ 

(Seminar 2B) 

担当者名 

（Instructor） 
有馬 賢治(ARIMA KENJI) 

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） 
MBU6610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

個々の学生が修士論文もしくはビジネスケースを完成できるように指導を行う。2 年間の研究の総仕上げの時期で、それぞれ

が、スムースに研究が進められるように留意する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生による進捗報告、他の学生とのディスカションなどを通じて、個々の研究を段階的に進めていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No1 

3. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No2 

4. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No3 

5. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No4 

6. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No5 

7. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No6 

8. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No7 

9. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No8 

10. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No9 

11. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No10 

12. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No11 

13. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No12 

14. まとめ 

 

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

各指導教員の指示に従う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告および出席(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜授業内で指示する。 

 

参考文献（Readings） 

適宜授業内で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 82 - 

■KM553 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動またはその他／研究指導演習２Ｂ 

(Seminar 2B) 

担当者名 

（Instructor） 
石川 淳(ISHIKAWA JUN) 

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） 
MBU6610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

個々の学生が修士論文もしくはビジネスケースを完成できるように指導を行う。2 年間の研究の総仕上げの時期で、それぞれ

が、スムースに研究が進められるように留意する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生による進捗報告、他の学生とのディスカションなどを通じて、個々の研究を段階的に進めていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No1 

3. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No2 

4. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No3 

5. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No4 

6. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No5 

7. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No6 

8. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No7 

9. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No8 

10. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No9 

11. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No10 

12. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No11 

13. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No12 

14. まとめ 

 

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

各指導教員の指示に従う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告および出席(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜授業内で指示する。 

 

参考文献（Readings） 

適宜授業内で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KM554 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動またはその他／研究指導演習２Ｂ 

(Seminar 2B) 

担当者名 

（Instructor） 
松井 泰則(MATSUI YASUNORI) 

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） 
MBU6610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

個々の学生が修士論文もしくはビジネスケースを完成できるように指導を行う。2 年間の研究の総仕上げの時期で、それぞれ

が、スムースに研究が進められるように留意する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生による進捗報告、他の学生とのディスカションなどを通じて、個々の研究を段階的に進めていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No1 

3. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No2 

4. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No3 

5. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No4 

6. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No5 

7. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No6 

8. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No7 

9. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No8 

10. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No9 

11. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No10 

12. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No11 

13. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No12 

14. まとめ 

 

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

各指導教員の指示に従う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告および出席(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜授業内で指示する。 

 

参考文献（Readings） 

適宜授業内で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KM555 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動またはその他／研究指導演習２Ｂ 

(Seminar 2B) 

担当者名 

（Instructor） 
中原 淳(NAKAHARA JUN) 

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） 
MBU6610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

個々の学生が修士論文もしくはビジネスケースを完成できるように指導を行う。2 年間の研究の総仕上げの時期で、それぞれ

が、スムースに研究が進められるように留意する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生による進捗報告、他の学生とのディスカションなどを通じて、個々の研究を段階的に進めていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No1 

3. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No2 

4. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No3 

5. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No4 

6. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No5 

7. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No6 

8. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No7 

9. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No8 

10. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No9 

11. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No10 

12. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No11 

13. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No12 

14. まとめ 

 

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

各指導教員の指示に従う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告および出席(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜授業内で指示する。 

 

参考文献（Readings） 

適宜授業内で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KM556 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動またはその他／研究指導演習２Ｂ 

(Seminar 2B) 

担当者名 

（Instructor） 
佐々木 宏(SASAKI HIROSHI) 

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） 
MBU6610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

個々の学生が修士論文もしくはビジネスケースを完成できるように指導を行う。2 年間の研究の総仕上げの時期で、それぞれ

が、スムースに研究が進められるように留意する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生による進捗報告、他の学生とのディスカションなどを通じて、個々の研究を段階的に進めていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No1 

3. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No2 

4. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No3 

5. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No4 

6. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No5 

7. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No6 

8. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No7 

9. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No8 

10. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No9 

11. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No10 

12. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No11 

13. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No12 

14. まとめ 

 

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

各指導教員の指示に従う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告および出席(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜授業内で指示する。 

 

参考文献（Readings） 

適宜授業内で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KM557 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動またはその他／研究指導演習２Ｂ 

(Seminar 2B) 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 秀一(SUZUKI SHUUICHI) 

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） 
MBU6610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

個々の学生が修士論文もしくはビジネスケースを完成できるように指導を行う。2 年間の研究の総仕上げの時期で、それぞれ

が、スムースに研究が進められるように留意する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生による進捗報告、他の学生とのディスカションなどを通じて、個々の研究を段階的に進めていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No1 

3. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No2 

4. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No3 

5. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No4 

6. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No5 

7. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No6 

8. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No7 

9. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No8 

10. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No9 

11. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No10 

12. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No11 

13. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No12 

14. まとめ 

 

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

各指導教員の指示に従う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告および出席(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜授業内で指示する。 

 

参考文献（Readings） 

適宜授業内で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KM558 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動またはその他／研究指導演習２Ｂ 

(Seminar 2B) 

担当者名 

（Instructor） 
山口 和範(YAMAGUCHI KAZUNORI) 

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） 
MBU6610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

個々の学生が修士論文もしくはビジネスケースを完成できるように指導を行う。2 年間の研究の総仕上げの時期で、それぞれ

が、スムースに研究が進められるように留意する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生による進捗報告、他の学生とのディスカションなどを通じて、個々の研究を段階的に進めていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No1 

3. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No2 

4. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No3 

5. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No4 

6. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No5 

7. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No6 

8. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No7 

9. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No8 

10. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No9 

11. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No10 

12. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No11 

13. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No12 

14. まとめ 

 

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

各指導教員の指示に従う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告および出席(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜授業内で指示する。 

 

参考文献（Readings） 

適宜授業内で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KM559 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動またはその他／研究指導演習２Ｂ 

(Seminar 2B) 

担当者名 

（Instructor） 
亀川 雅人(KAMEKAWA MASATO) 

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） 
MBU6610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

個々の学生が修士論文もしくはビジネスケースを完成できるように指導を行う。2 年間の研究の総仕上げの時期で、それぞれ

が、スムースに研究が進められるように留意する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生による進捗報告、他の学生とのディスカションなどを通じて、個々の研究を段階的に進めていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No1 

3. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No2 

4. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No3 

5. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No4 

6. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No5 

7. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No6 

8. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No7 

9. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No8 

10. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No9 

11. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No10 

12. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No11 

13. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No12 

14. まとめ 

 

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

各指導教員の指示に従う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告および出席(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜授業内で指示する。 

 

参考文献（Readings） 

適宜授業内で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KM560 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動またはその他／研究指導演習２Ｂ 

(Seminar 2B) 

担当者名 

（Instructor） 
高岡 美佳(TAKAOKA MIKA) 

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） 
MBU6610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

個々の学生が修士論文もしくはビジネスケースを完成できるように指導を行う。2 年間の研究の総仕上げの時期で、それぞれ

が、スムースに研究が進められるように留意する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生による進捗報告、他の学生とのディスカションなどを通じて、個々の研究を段階的に進めていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No1 

3. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No2 

4. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No3 

5. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No4 

6. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No5 

7. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No6 

8. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No7 

9. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No8 

10. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No9 

11. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No10 

12. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No11 

13. 個々の学生への研究指導（学生による報告とディスカション） No12 

14. まとめ 

 

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

各指導教員の指示に従う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告および出席(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜授業内で指示する。 

 

参考文献（Readings） 

適宜授業内で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KM601 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KM601／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） 
MBU6200 

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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■KM602 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
KM602／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） 
MBU6201 

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) 
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■KM611 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KM611／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） 
MBU6100 

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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■KM612 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KM612／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） 
MBU6100 

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） 

 

  



 - 95 - 

■KM621 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
KM621／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） 
MBU6301 

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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■KN001 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
自動登録／Module1 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Conceptualization and Planning 

担当者名 

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

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） 
MIB5011 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Introduce students to creation and innovation processes within business, and the roles and competencies of the entrepreneur. 

 

授業の内容（Course Contents） 

This module is comprised of seven sessions (one class per session for a total of seven classes) and introduces a range of 

approaches used in the conceptualization of business ideas. These approaches include ideation, value creation, mission design, 

competitive context mapping, business model design and scenario planning. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. Ideation: Creativity / Invention & Transformation / Improvement. 

3. Value: Value creation and business - envisaging innovation and change. 

4. Mission: Framing and identifying an opportunity. 

5. Context: Mapping and analyzing a competitive terrain. Environmental analysis of economic, industry, market forces and key 

trends. 

6. Model: Mapping core competencies and resource sets. 

7. Plan: Scenarios, milestones, obstacles and risks.  

Please note: This course last for only seven sessions. There are no classes after the seventh session. 

(This is the final class in module one) 

 

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） 

Case presentations(25%)/Discussion participation(25%)/Final Presentation(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

References to be announced in class. 

 

参考文献（Readings） 

References to be announced in class. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KN002 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
自動登録／Module2 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Strategic Business Planning 

担当者名 

（Instructor） 
加瀬 公夫(KASE KIMIO) 

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） 
MIB5011 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

To acquire familiarity with the principal concepts, frameworks and techniques of strategy. To gain expertise in applying these 

concepts, frameworks and techniques in order to understand the reasons for good or bad performance by an MNC. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Strategy is concerned with the study of an organisation. Strategy is “the determination of the long-term goals and objectives of 

an enterprise, and the adoption of courses of action and the allocation of resources necessary for carrying out these goals”. (A. 

Chandler, Strategy and Structure, 1962). The assumption underlying this course is that the primary goal of the enterprise is to 

be profitable over the long term. Hence, our primary focus will be upon the formulation and implementation of strategies which 

can achieve superior profitability in the long run. 

 

Strategic management involves answering two questions: “What business or businesses should we be in?”, and “Within a 

particular business, how should we compete?” 

 

The answers to these questions define the two major areas of a company’s strategy: corporate strategy and business (or 

competitive) strategy. It stresses the figure of leader. Because competition is the dominant feature of the modern business 

environment, this course will be in the first part (Sessions 1 to 5) concerned with business strategy, i.e., with determining how a 

company within a particular industry can establish a sustainable competitive advantage over its rivals; in the second part 

(Sessions 6 to 9) it will address more corporate-level strategy. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction to the course 

2. Introduction to industry analysis 

3. Industry analysis 

4. Resources and capabilities 

5. Business strategy/corporate-level strategy 

6. Organisational routine 

7. Agency theory, corporate governance, cross-cultural management 

8. Leadership, value based management 

9. Business model, deduction, leadership 

10. Business model, deduction, leadership in not for profit organisations 

11. Managing Diversification: Corporate-level strategy vs. Business-level strategy 

12. Vertical Integration: Transaction Costs 

13. Parenting Opportunity Analysis 

14. Parenting Advantage Statements 

15. Business leaders 

 

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） 

Class participation(70%)/Quizzes(30%) 

The course exclusively uses the case method, which signifies that the participation in the class discussion is essential for the 

assessment. No written examination is foreseen except for frequent quizzes to be made. 70% Class participation 30% Group 

presentation 
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テキスト（Textbooks） 

1. Kase K & Zhang YY. 2008. Strategic Management: an Introduction. Educatis University 

2. Kase K.. 2003. Corporate-level Strategy. Educatis University 

3. Grant, M. G.. 2010. Contemporary Strategy Analysis: Text & Cases. John Wiley & Sons 

 

参考文献（Readings） 

Cases to be announced in class. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KN003 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
自動登録／Module3 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Market Analysis and Planning 

担当者名 

（Instructor） 
辻 洋右(TSUJI YOSUKE) 

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） 
MIB5011 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Upon completion of this course, students are expected to... 

1. Successfully demonstrate an understanding of marketing principles and theories and their applications to the business 

settings.  

2. Be able to identify and critically analyze marketing problems, 

3. Develop a creative strategy for solving marketing problems,  

4. Provide written reports and oral presentations for these solutions 

 

授業の内容（Course Contents） 

Classes will be a combination of lectures & discussions. For each class, students should prepare with background readings. 

Students are expected to actively participate in classroom discussions. 

 

Below course schedule is tentative and is subject to change. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Course introduction and background 

2. Marketing Strategy 

3. Case Study 1 

4. Marketing Environment 

5. Consumer Behavior 

6. Case Study 2 

7. Market Research 

8. Case Study 3 

9. Segmentation, Targeting, & Positioning 

10. Case Study 4 

11. Marketing Mix 1 

12. Case Study 5 

13. Branding/Case Study 6 

14. Group Presentations 

15. Group Presentations 

 

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

Students should prepare well for the class (read assigned materials and cases). 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Participation(20%)/Group presentations(40%)/Individual reports(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

Reading materials will be posted via the e-learning system (Blackboard). Other materials should be purchased through Harvard 

Business School Press website. 

 

参考文献（Readings） 

TBA 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■KN004 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
自動登録／Module4 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Survey Methods and Quantitative Analysis 

担当者名 

（Instructor） 
フォウラー，Ｒ(FOWLER RANDY) 

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） 
MIB5011 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Students will master the fundamentals of survey techniques and statistical analysis in the business context, as well as 

understand the uses and limitations of survey research. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Lectures will cover important topics on survey techniques and statistical analysis, including matching research design with 

ontology, designing questions and survey format, sampling and data collection, hypothesis testing, ANOVA, and regression 

analysis. Challenges such as survey error and nonresponse bias will also be discussed. Students will also have the opportunity 

to become acquainted with statistical analysis tools by trying them in class under instructor supervision. All students will apply 

what they have learned by undertaking a survey research project, writing up the results to submit as a final report, and 

presenting their progress in slide presentations at the midterm (discussing research design) and at the conclusion of the course 

(discussing the entire project including analysis and results).   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Overview and Introduction  

2. Ontology, Purposes of Survey Research, Sampling 

3. Sampling Error; Nonresponse Bias 

4. Survey Questions  

5. Validity; Survey Design 

6. Survey Interviewing; Preparing Data for Analysis; Ethical Issues; Reporting Survey Research 

7. Midterm presentations of Research and Survey Design 

8. Midterm presentations of Research and Survey Design (II) 

9. Statistical Analysis 

10. Statistical Analysis (II) 

11. Regression Analysis 

12. Regression Analysis (II)  

13. Conclusion & Review  

14. Final Research Presentations 

15. Final Research Presentations (II) 

 

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

Students should review material before class, and come prepared to work on computer-based quantitative data analysis. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/Midterm Research Presentation(30%)/Final Research Presentation(30%) 

 

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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■KN005 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
自動登録／Module5 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Financial Analysis 

担当者名 

（Instructor） 

竹澤 伸哉(TAKEZAWA NOBUYA) 

岡本 紀明(OKAMOTO NORIAKI) 

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） 
MIB5011 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Provide participants with skills and knowledge to undertake financial analysis and valuation of a business project or company.  

 

授業の内容（Course Contents） 

Introduction to financial accounting and financial decision making tools.  After completing this module students should be: 

1) familiar with corporate balance sheet, income statement, and statement of cash flows. 

2) able to understand financial ratios as required by managers of a business operation. 

3) familiar with the capital asset pricing model and weighted average cost of capital. 

4) able to recognize the importance of DCF analysis in a business context such as mergers and acquisitions. 

 

This is an intensive course. Students must be prepared to discuss reading (and other material) for each session. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Basic Concepts and Principles in Financial Accounting 

2. Balance Sheet 

3. Income Statement 

4. Statement of Cash Flows 

5. Short Term Financial Statement Analysis 

6. Long Term Financial Statement Analysis 

7. Presentations: Financial Statement Analysis 

8. Review of Decision Making Rules: Net Present Value (NPV) and Internal Rate of Return (IRR) 

9. NPV: Case 

10. Weighted Average Cost of Capital (WACC) 

11. Weighted Average Cost of Capital and IRR: Case 

12. Enterprise Valuation, WACC, and Free Cash Flows. 

13. Enterprise Valuation: Case 

14. Enterprise Valuation: Case 

15. Wrap up 

 

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). Review notes, 

read text, and read cases before coming to class.  You should also review your notes after each class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Presentations and Reports(30%)/Case Discussion and Reports(25%)/Test One(20%)/Test Two(25%) 

Any modification in evaluation will be announced in class. Students must earn a passing grade on the tests to pass the module. 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Prerequisite: BT188 Financial Accounting and BT183 Finance (or equivalent). Familiarity with concepts covered in 

undergraduate level introductory finance and financial accounting courses. 
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注意事項（Notice） 
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■KN006 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
自動登録／Module6 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Business Communication Theory and Practice 

担当者名 

（Instructor） 

トンプソン，Ｇ(THOMPSON GENE ROBERT) 

シュールズ，Ｄ(SCHULES,DOUGLAS) 

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） 
MIB5011 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The course provides students with techniques for effective documentation and strategies for effective presentation. Major goals 

for each include: 

 

Documentation: 

1) design 

2) sourcing 

 

Presentation: 

1) organization 

2) audience engagement 

 

 

Other issues may be covered as the class needs or requests. 

 

授業の内容（Course Contents） 

As the focus of this module lies in practice rather than theory, students will demonstrate their understanding of course content 

through the design and development of discrete documents and presentationsl.  These will be shown to the class, who—in 

classic workshop fashion—will provide feedback and suggestions for improvement.  Much of the work will be geared towards 

the creation of the materials for the final presentation, so at the module’s conclusion students should have an effective, albeit 

rudimentary, framework from which to build. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. TBA 

2. TBA 

3. TBA 

4. TBA 

5. TBA 

6. TBA 

7. TBA 

8. TBA 

9. TBA 

10. TBA 

11. TBA 

12. TBA 

13. TBA 

14. TBA 

 

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

As this class is a workshop format, students will be expected to come prepared to showcase their presentation materials. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Participation(50%)/Homework(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

None 
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参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KN051 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
自動登録／Final Research Project 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Masters Essay and Documentation 

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） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MIB6111 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course is the framework wherein students in their second year will complete the research and analysis constituting their 

Final Research Project and write their Masters Essay and Documentation. 

 

授業の内容（Course Contents） 

As a framework, this course will provide information regarding the project specifications and a schedule for the completion of 

project work. During the course students will be assigned an individual advisor who will consult with them throughout their 

project. In addition, students will have access to faculty in key disciplinary fields to consult with them on specific issues in their 

research and proposal. Details of the project specifications and the schedule for the final presentation will be announced at the 

first class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction and orientation 

2. Individual consultation 

3. Individual consultation 

4. Individual consultation 

5. Individual consultation 

6. Individual consultation 

7. Individual consultation 

8. Individual consultation 

9. Individual consultation 

10. Mid-term presentation 

11. Mid-term presentation 

12. Individual consultation 

13. Individual consultation 

14. Individual consultation 

 

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） 

Final Presentation(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

Will be assigned to each student if necesary by their advisors according to their project content and research methodology. 

 

参考文献（Readings） 

Will be assigned to each student if necesary by their advisors according to their project content and research methodology. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KN052 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
自動登録／Final Research Project 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Masters Essay and Documentation 

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） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MIB6111 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course is the framework wherein students in their second year will complete the research and analysis constituting their 

Final Research Project and write their Masters Essay and Documentation. 

 

授業の内容（Course Contents） 

As a framework, this course will provide information regarding the project specifications and a schedule for the completion of 

project work. During the course students will be assigned an individual advisor who will consult with them throughout their 

project. In addition, students will have access to faculty in key disciplinary fields to consult with them on specific issues in their 

research and proposal. Details of the project specifications and the schedule for the final presentation will be announced at the 

first class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction and orientation 

2. Individual consultation 

3. Individual consultation 

4. Individual consultation 

5. Individual consultation 

6. Individual consultation 

7. Individual consultation 

8. Individual consultation 

9. Individual consultation 

10. Mid-term presentation 

11. Mid-term presentation 

12. Individual consultation 

13. Individual consultation 

14. Individual consultation 

 

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） 

Final Presentation(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

Will be assigned to each student if necesary by their advisors according to their project content and research methodology. 

 

参考文献（Readings） 

Will be assigned to each student if necesary by their advisors according to their project content and research methodology. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KN111 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
KN111／Human Resource Management in Japan 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

The Japanese Human Resource Management (HRM) – not view as a unique HRM, but 

as a rational style under the general HRM theory 

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） 
MIB6201 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The Japanese style management and its HRM is very famous as a special style because it is generally understood based on the 

Japanese cultural characteristics. However, in this course, we analyze it from the view point of theoretical framework. We also 

learn the knowledge of HRM necessary for managers in international business fields. In learning process, this course analyzes 

the traditional Japanese HRM model in comparison with the HRM in international business fields.  

 

授業の内容（Course Contents） 

This course provides practical knowledge and essential skills to manage people in organizations effectively beyond just the basic 

theories. The students will understand that management problems caused by cultural differences can be solved through HRM 

theories and practical wisdom in rational ways. You don't need any knowledge about HRM for taking this course. Teaching 

methods used in this course will include lectures, case analysis, class discussions, and small group discussions.  In addition, we 

may have the guest speakers of the Japanese big company to have further practical understanding to the HRM in Japan. 

Learning in this course requires individual participation and active involvement in all class and group activities. Sharing 

perceptions and ideas with other members, who might be from different countries, are very important for the HRM in Japan 

study. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction of the Course Purpose and Contents 

*Basic Framework of HRM 

*Structuring HRM 

*HRM as Management Tool in Global Business Field 

2. Japanese Management System and HRM  

*What is Japanese Style Management? 

*Characteristics of Japanese Style Management and its Rationality 

*Views to Japanese Style Management Beyond Culture 

3. HR Planning, Career path and HR Development 

*Business Strategy and HR Planning 

*Organization and Individuals   

*Job Rotation and HR Development 

4. External and Internal Labor Market 

*Case Study: United Parcel Service (A) (tentative) 

5. Guest Speaker Session1(tentative) 

6. Evaluation and Grade Structure 

*Organizational Structure and Job Grades 

*Evaluation System 

7. Performance Management 

*Management and Leadership 

*Process and Results 

*Competency and Skills 

*Trait and Training 

8. Rewarding System and Motivation 

*Incentives and Motivation 

*Individual and Team 

*Long term and Short term 

*Pay for what? 

9. Structuring Rewarding System  

*Structure of Rewards 
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*Forms of Rewards 

*Evaluation, Rewards and Motivation 

10. Competitive Rewarding System   

*Case Study: Nordstrom : Dissession in the Ranks?(A) (tentative) 

11. Guest Speaker Session 2(tentative) 

12. Organizational Culture and HRM 

*What is Organizational Culture? 

*Meaning of Organization Culture 

*Organization Culture and HRM 

13. Culture and System in HRM 

*Case Study: Human Resources at Hewlett-Packard(tentative) 

14. HRM for Globalization and Recent HRM Topics in Japan 

*HRM in Cross Culture 

*HRM in Cross Generation 

*Diversity Trend in Global Leading Companies  

Course Review and Wrap Up  

 

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

Instructor will provide you materials to read by the next class, including case studies. In addition, You have one page short 

report assignment as homework several times during the course period (5 times last year). 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/Individual class discussion contribution(25%)/Group activity contribution(10%)/Individual 

assignments(short report as homework)(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. James N. Baron and David M. Kreps. 1992. Strategic Human Resources – Frameworks for General Managers. Hohn Wiley & 

Sons, Inc. (ISBN:0-471-07253-2) 

This book is recommended reading but it is not necessary. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KN131 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
KN131／Strategic Technological Innovation in Asia 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Southeast Asia as the Frontier of Strategic Technological Innovation 

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） 
MIB6201 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Technological innovation has been the key driver of new business developments. Especially in Southeast Asia, Japan and other 

countries are rapidly developing new technologies to lead the global competition. In such context, this course aims at; a) 

providing understanding on how Japan led its technological innovation in the past, and b) conducting research on the latest 

challenges in selected Southeast Asian countries in their strategic technological innovation. 

 

授業の内容（Course Contents） 

This course will consists of two parts; a) overview of how Japan developed its technological innovation, and b) conducting 

research on the latest challenges in selected Southeast Asian countries. Guest speaker and possibly a site visit will be arranged 

to help students feel the actual situation in Japan. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction: Strategy x Technology x Innovation x Asia 

2. How Japan developed its technological innovation: Knowledge-based View Part 1 

3. How Japan developed its technological innovation: Knowledge-based View Part 2 

4. Japanese Technological Development: Case Study 

5. Guest Speaker 

6. Impact of SDGs to Public and Private Sectors 

7. Site Visit 

8. Group Presentation: Technological Innovation in Country 

9. Group Presentation: Technological Innovation in Country 

10. Group Presentation: Technological Innovation in Country 

11. Group Presentation: Technological Innovation in Country 

12. Group Presentation: Technological Innovation in Country 

13. Guest Speaker 

14. Wrap-Up 

 

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） 

最終レポート(Final Report)(40%)/Class participation(20%)/Class contribution(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） 
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■KN141 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
KN141／Business Environment: Political Economy of Asia 

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） 
MIB6201 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Students will understand political economy theories; stages of industrial development; why “late developers” have different 

institutions and policies than “early developers”; and how China’s rise and Japan’s relations with its key Asian neighbors impact 

businesses in Asia, especially Japanese businesses 

 

授業の内容（Course Contents） 

This course on the “Business Environment-Political Economy of Asia” will emphasize Japan and China, but also discuss other 

Asian nations, especially South Korea, Taiwan, and India. We will discuss theories of political economy, and how nations move 

from imitation to innovation and invention. We will focus on understanding why Japan and other Asian nations focused on the 

skillset important to manufacturing, and how many countries are struggling to make a transition from innovation to invention. We 

will look at how many Asian nations are trying to build up vibrant start-up ecosystems to stimulate the creation of new firms. 

The course will also examine the impact of the rise of China on the rest of Asia and the global economy, and it will look at 

Japan’s relations with the major Asian countries. Finally, it will discuss various challenges that businesses in Asia face, including 

low birth rates, severe pollution, rapid technological change, and the current unstable world political and economic order. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction and overview; political economy theories and the global economic order 

2. Key Ingredients in and Stages of Industrial Development: Imitation, Innovation, and Invention  

3. Late Development—developmental and regulatory states; industrial policy 

4. Other institutions of the Developmental State: Banking and Industrial Groups 

5. Various theoretical approaches to different economic stages  

6. Corporate capacities and the focus in Asia on Manufacturing 

7. Japan’s Communitarian Capitalism and Changes since the 2000s 

8. Case Studies: Semiconductor industry in Japan, Taiwan, Korea 

9. China’s Emergence as a major global economic and technological power and its impacts 

10. Japan’s relations with China, Korea, Taiwan, India 

11. Entrepreneurship and creating a vibrant Start-up Ecosystem 

12. Key Challenges 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)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KN151 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
KN151／Corporate Social Responsibility:A Japanese Perspective 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Social Considerations in Business Strategy 

担当者名 

（Instructor） 
加瀬 公夫(KASE KIMIO) 

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） 
MIB6201 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course focuses on implementation, and the way that general managers (GM) get things done in consideration of the firm’s 

corporate social responsibility. Typically, they work through processes – sequences of tasks and activities that unfold over time, 

such as strategic planning, business development, and budgeting – to move their organizations forward and achieve results. 

Skills at influencing the design, direction, and functioning of processes is therefore essential to effective GM, and the aim of 

processes of GM is to develop in students a deeper understanding of these activities and their links to performance. It does so 

by describing a number of critical organizational and managerial processes, outlining their basic elements and operating 

characteristics, and exploring how they are best influenced and led. Throughout, the focus is on high-level processes that are of 

interest to GM’s. 

 

授業の内容（Course Contents） 

See below for session contents. The case method is mainly used for the teaching of this course. The cases to be used are 

contained in the text book. You are expected to read and analyze them at home prior to the discussion in the class. Apart from 

these cases, it is assumed that each of you review the readings at the beginning of each Module.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Review of strategy concepts, Introduction to the case method 

2. Goals, values and performance 

3. Profit, shareholder’s value vs CSR (1) 

4. Profit, shareholder’s value vs CSR (2) 

5. Profit, shareholder’s value vs CSR (3) 

6. Profit, shareholder’s value vs CSR (4) 

7. Ethics, values, culture-sensibility 

8. Manipulation or leadership 

9. Managing projects, motivating employees 

10. Senior management teams, leading task forces 

11. Social ethics, leadership 

12. Charisma, financial accountability (1) 

13. Charisma, financial accountability (2) 

14. Fukushima Daiichi 

 

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

Group presentations will be interspersed among the above sessions. Therefore the order of the cases to be discussed may 

suffer change depending on the schedule of these group presentations. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Participation in class discussion(70%)/Group analysis and presentation(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

There is no required textbook. However, the following text is recommended: Garvin, David A., 2002, General Management: 

Processes and Action, Text and Cases, McGraw-Hill, Boston, MA.  

 

参考文献（Readings） 

1. Grant, M. G.. 2016. Contemporary Strategy Analysis: Text & Cases. John Wiley & Sons 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Course prerequisites: Knowledge of strategic management, accounting, finances, marketing, operations, logistics, etc., is 

desirable but are not unconditional prerequisites. 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 115 - 

■KN162 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
KN162／Marketing in Japan 

担当者名 

（Instructor） 
辻 洋右(TSUJI YOSUKE) 

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） 
MIB6201 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Obtain an understanding of the Japanese market as well as marketing strategies used in Japan. The class will take a cross-

cultural perspective to understand the Japanese consumers. Upon completion of this course students will be able to…  

1. Define and understand culture, 

2. Be able to identify similarities and differences across cultures and their effects on marketing 

3. Demonstrate an ability to critically analyze marketing problems, 

4. Develop a creative strategy for solving marketing problems,  

5. Provide written reports and oral presentations for these solutions. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Obtain an understanding of how marketing theories are applied in the Japanese market. The course aims to decipher Japanese 

consumption patterns from a cross-cultural perspective. The class will be a mix of case studies, guest lectures, and student 

presentations.  

 

This is a fall 1 quarter intensive course. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction and Overview 

2. Textbook & Discussion 

3. Textbook & Discussion 

4. Textbook & Discussion 

5. Textbook & Discussion 

6. Case Discussion 

7. Group Presentation 1 

8. Case Discussion 

9. Case Discussion 

10. Case Discussion 

11. Case Discussion 

12. Guest Speaker (TBA) 

13. Group Presentation 2 

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, cases, etc. 

Prepare well for class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Group Presentations(40%)/Individual Reports(30%)/In-Class Participation(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Usunier & Lee. 2014. Marketing Across Cultures(6th Edition) . Pearson (ISBN:9780273757733) 

2. Haghirian, P.. 2011. Japanese consumer dynamics. Palsgrave Macmillan (ISBN:9780230242869) 

 

参考文献（Readings） 

1. Schuette, H., Ciarlante, D.. 1998. Consumer behavior in Asia. NYU Press (ISBN:978-0814781142) 

2. Niehaus, Tagsold. 2012. Sport, Memory and Nationhood in Japan Remembering the Glory Days. Routledge 

(ISBN:9780415525367) 

3. Usui. 2016. Marketing and consumption in modern Japan. Routledge (ISBN:9780415323130) 

4. Sato. 2011. Industry and Business in Japan. Routledge (ISBN:9780415591850) 
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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 class. 

 

注意事項（Notice） 
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■KN171 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
KN171／Strategic Financial Management 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Financial Valuation 

担当者名 

（Instructor） 

竹澤 伸哉(TAKEZAWA NOBUYA) 

本合 暁詩(HONGO AKASHI) 

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） 
MIB6201 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The course provides an overview of financial valuation (enterprise valuation).  By the end of the term you should: 

1) be better equipped to understand & appreciate the role of financial valuation in strategic management decisions. 

2) better understand the link between financial models and business (models). 

3) be able to critically examine a valuation report produced by an investment bank (or other financial institution) for M&A, IPOs, 

etc. 

4) be able to undertake a “preliminary valuation” of a business on your own using EXCEL. 

 

授業の内容（Course Contents） 

The course is an introduction to enterprise valuation in the context of discounted cash flow analysis using WACC as well as 

variations on this theme including multiples and economic value added (EVA).  The course will require students to undertake 

valuation exercises using spreadsheets and a project using EVA.  This is an intensive Quarter 2 course; students must be 

prepared to discuss reading for each class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Review of Basic Concepts: Weighted Average Cost of Capital and Free Cash Flow 

2. Multiples Based Valuation 

3. Multiples Valuation: Case 

4. WACC and Enterprise Valuation 

5. WACC and Valuation: Spreadsheet Exercise 

6. WACC and Valuation; Spreadsheet Exercise 

7. Economic Value Added (EVA): Theory and Framework 

8. Economic Value Added (EVA): Theory and Framework 

9. EVA: Applications and Case 

10. EVA: Applications and Case 

11. EVA: Project Workshop 

12. EVA: Project Workshop 

13. Project Presentation 

14. Project Presentation 

 

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

Detailed course outline distributed during first week of class via Blackboard.  Notes posted on Blackboard.  Case readings 

distributed in-class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Participation (including in-class exercises and case discussion)(30%)/Spreadsheet Assignment(30%)/Final Presentation and 

Report(40%) 

Any changes to grading scheme will be announced in class and posted on Blackboard. 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Akashi Hongo. A Bilingual Introduction to Corporate Finance. Chuo Keizai 

 

参考文献（Readings） 

1. Aswath Damodaran. 2018. The Dark Side of Valuation 3rd ed. Pearson FT Press (ISBN:978-0134854106) 

2. Aswath Damodaran. 2009. The Dark Side of Valuation 2nd ed. Pearson FT Press (ISBN:978-0137126897) 

3. Stephan Penman. 2011. Accounting for Value. Columbia U. Press (ISBN:978-0231151184) 

4. Simon Benninga & Oded Sarig. 1996. Corporate Finance: A Valuation Approach. McGraw Hill (ISBN:978-0070050990) 
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5. Simon Benninga. 2014. Financial Modeling. MIT Press (ISBN:978-0262027281) 

6. James Grant. 2002. Foundations of Economic Value Added. Wiley (ISBN:978-0471234838) 

7. G. Bennett Stewart III. 2013. Best Practice EVA. Wiley (ISBN:978-1118639382) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Prerequisite: MIB Module 5 or equivalent. Familiarity with EXCEL required. 

 

注意事項（Notice） 
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■KN186 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
KN186／Sustainability 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
From Sustainability to Rejuvenation 

担当者名 

（Instructor） 
ベーダー－Ｊ．(BADER-J.,PATRICIA) 

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） 
MIB6201 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Course Objectives: 

1.Explore the linkage between Economics and Ecologics by considering the Earth as a production center that creates products 

and services requiring sustainable resources and a stable cycle of restorative – not disruptive – activities. 

2.Personalize Sustainability through exploring personal carbon footprints and what they mean – understand the role that carbon 

plays in the world. 

3.Understand the Drivers of the “Behavior” of the economy by looking at the historical waves of change – from Industrial 

Revolution to a new emerging age of Disruptive technologies.  

4.Understand the roots of socially responsible thinking:  From the Lunar Society to the Global Compact and how it has changed 

the economy. 

5.Relate the impact of globalization to the actions required to establish a sustainable co-existence between mankind and the 

planet, and the kind of “Fourth Wave” leadership will be required in the future to achieve it. (“Fourth Wave” Leadership) 

6.Understand the impact of climate change on food supplies, global health issues, and peace and security. Utilizing case studies 

of companies that have made strides in implementing Fourth Wave thinking into their business strategies and introducing 

disruptive technologies that are shaping a new approach to production cycles and climate change adaptation. Special attention 

is given to the influence of Japanese thinking on global sustainability.  

 

授業の内容（Course Contents） 

Explore the linkage between Economics and Ecologics by considering the Earth as a continuous production center that creates 

products and services in a perfect closed loop system that we are currently disrupting and depleting at an unsustainable rate.  

We will investigate the impact of human activity and how a stable cycle of restorative – not disruptive – activities could regain 

the balance. We will address how, by managing such a “production center” using very different “management rules” and 

different approaches to Leadership, we could help, as business leaders, to preserve and even replenish the planet’s resources. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Module 1:  The Relationship between Economics and Ecologics:  Making connections and setting objectives 

2. Module 2: Sustainable Leadership - Fourth Wave 

3. Module 3: Personalized Carbon footprint 

4. Module 4: Society Carbon footprint  

5. Module 5 : Understanding Natural Capital 

6. Module 6 : The Shift from Disruptive to Rejuvenation 

7. Module 7: State of Planet 

8. Module 8: The Impact of Innovation and Technology 

9. Presentations 

10. Module 9: what does “Game-changing” really mean? 

11. Module 10: The case for why “Sustainability” alone is not enough 

12. Module 11: Biomimicry and Closed Loop Systems 

13. Module 12: The case for why “Sustainability” alone is not enough 

14. Final Test 

 

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

Students will submit two reports.  

 

1)This will be a short answer reporting format around 500 words in length requiring that students draw on their learning from the 

modules and reflecting the recommended readings. There will be a focus on Leadership concepts and the impact that 
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Leadership behavior has on the planet. 

 

2)This will be to determine your own footprint and do an analysis on the behavior that drives the footprint. This is an individual 

assignment, but our small actions can drive a huge difference from place to place and culture to culture. 

Assignment objectives:  

- To demonstrate the impact of your lifestyle on the planet  

- To practice writing using a common business document style  

- To share your insights regarding your research findings 

 

Written Assignment Directions:  

Your assignments will be written in memo format of no more than 2 pages, to be submitted digitally on the date it is due. 

Using bullet points is fine, as long as you use them judiciously to communicate your points effectively. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(25%)/最終レポート(Final Report)(25%)/Mid term Report(25%)/Class Participation(15%)/Class Assignments 

(Presentations)(10%) 

There will be a final test to confirm your understanding of key objectives of the course. Participation will also count toward your 

final grade, and team scores as well as individual scores will be taken into account for in-class team work. 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

Required Reading: The Fourth Wave, Business in the 21st Century 

by Herman Maynard, Susan Mehrtens 

Publication date: 07/01/1996 

 https://www.amazon.co.jp/Fourth-Wave-Business-21st-Century/dp/1576750027 

TOWARDS THE CIRCULAR ECONOMY 

Economic and business rationale for an accelerated transition 

 -the Ellen MacArthur Foundation 

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/Ellen-MacArthur-Foundation-Towards-the-

Circular-Economy-vol.1.pdf 

TED Talks by Al Gore and Festo 

Readings： 

*Interview: Unilever's Paul Polman on diversity, purpose and profits  

http://www.theguardian.com/sustainable-business/unilver-ceo-paul-polman-purpose-profits 

 

*Guardian Sustainable Business in association with the UN Global Compact. Paid for by the UN Global Compact.  

All editorial controlled and overseen by the Guardian. 

https://www.theguardian.com/sustainable-business/ungc-leaders-summit-forum-for-change 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Students will be required to view all webcasts, review the recommended readings and participate actively in the discussions.  

The assignments should be written from the perspective of the student as a Manager and a Leader of Sustainability for the 

future. 

 

注意事項（Notice） 
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■KN191 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
KN191／Strategic Communication in Global Business 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
New Media and Crisis Communication 

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） 
MIB6201 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

After completion of the course, students will be able to: 

1) Evaluate various approaches to strategic communication 

2) Explain the role new media play in crisis management 

3) Craft basic responses to crisis situations 

 

授業の内容（Course Contents） 

This course introduces students to concepts in strategic communication. It focuses specifically on crisis communication and 

the role new media play in shaping messages. Students will read a variety of perspectives on strategic and crisis 

communication, including academic work and case studies, and be asked to apply course concepts to a final paper. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction to Course 

2. Strategic Communication I 

3. Strategic Communication II 

4. Case Study I 

5. Crisis Communication I 

6. Crisis Communication II 

7. Case Study II 

8. New Media Strategies I 

9. New Media Strategies II 

10. New Media Strategies III 

11. Case Study III 

12. Workshop 

13. Final Presentations  

14. Final Presentations  

 

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

Readings, research, projects 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(20%)/Participation(15%)/Final Presentation(20%)/Case Studies (3)(45%) 

 

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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■KN193 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
KN193／Advanced Topics in Accounting 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Graduate Level Financial Accounting Course 

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） 
MIB6201 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The basic purpose of this course is to understand financial accounting theories and main financial statements. After taking this 

course, students will gain accounting knowledge to record and classify various business transactions. 

 

授業の内容（Course Contents） 

This course focuses on several accounting theories and standards. Some accounting standards are explained in terms of 

conceptual framework of financial reporting. The unique characteristic of this course is to occasionally deal with multiple 

questions in order to prepare for USCPA exam. In addition to US accounting standards (US GAAP), Japanese (J-GAAP) and 

international accountiung standards (IFRS) are discussed in the classes. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Overview and introduction 

2. Basic financial statements and accounting standard setters 

3. Various financial statements and conceptual framework of financial reporting① 

4. Various financial statements and conceptual framework of financial reporting② 

5. Qualitative charactersitics of accounting information 

6. Recognition and measurement① 

7. Recognition and measurement② 

8. Valuation and fair value accounting 

9. Globalization of accounting and IFRS① 

10. Globalization of accounting and IFRS② 

11. General-purpose financial statements (balance sheet, income statement, statement of cash flows)① 

12. General-purpose financial statements (balance sheet, income statement, statement of cash flows)② 

13. Review session 

14. Final test 

 

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

Students are required to read assigned handouts (as instructed during the course) before each class session. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Assignments(20%)/Participation/Discussion(40%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. O. Ray Whittington. 2015. Wiley CPAexcel Exam Review 2016 Study Guide January: Financial Accounting and Reporting (Wiley 
Cpa Exam Review) . Wiley (ISBN:1119122686) 

 

参考文献（Readings） 

1. Richard G. Schroeder, Myrtle W. Clark and Jack M. Cathy. 2013. Financial Accounting Theory and Analysis 11th ed.. John 

Wiley & Sons, Inc. (ISBN:1118582799) 

Additional handouts will be given during the course. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KN194 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
KN194／International Sports Business 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
View from Professionals 

担当者名 

（Instructor） 
ハケット，Ｄ．(HACKETT,DAVID W.) 

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） 
MIB6201 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The course focuses on the business side of sport.  Students will learn about the various revenue streams associated with 

sports competitions and leagues, how intellectual property and various rights are managed.  Students will also learn about 

issues facing sports teams and leagues both in Japan and around the world. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Lecture material will include Ticketing, Sponsorship, Licensing, Naming Rights, Broadcast Rights, IT and Data collection and 

monetization, League Organization and Athletes.  Time will also be given to improving presentation skills. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Orientation 

2. Overview of Sports Business 

3. Ticketing 

4. Sponsorship 

5. Licensing and Naming Rights 

6. Broadcast Rights 

7. Olympics Business Overview 

8. Digital Media & OTT 

9. IT & Data 

10. Presentations Skills 

11. Athletes 

12. View from Experts (interview with professionals) 

13. Group Presentations 

14. Wrap Up & Review 

 

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

To complete the individual assignment, students will be asked to attend one professional level sports event before Dec/16.  

Students who are unable to attend an event will be given a separate assignment.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Attendance and participation(20%)/Individual Written Assignment(20%)/Group Written Assignment(20%)/Group Presentation(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

Students will be provided class slides.  Optional reading material will be provided to students. 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KN195 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
KN195／International Sports Marketing 

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１(Spring Semester 1) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MIB6201 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The main objective of this class is to introduce students to corporate sport sponsorship activities in the global sport industry. 

Upon completion of this course students are expected to: 

1. Successfully demonstrate an understanding of sport marketing principles as well as sport fan behaviors. 

2. Understand the objectives, strategies, and measurement of corporate sponsorship activities. 

3. Critically analyze & provide solutions for sport sponsorship problems. 

 

授業の内容（Course Contents） 

This course introduces students to the principles of sport sponsorship. The content mainly draws from North American and 

European sport business contexts. The course will be taught through lectures and through the use of case studies. Students 

are expected to actively participate in classroom discussions. Guest speakers will be invited to supplement the course 

contents. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction of the course 

2. Class based on articles and cases 

3. Class based on articles and cases 

4. Class based on articles and cases 

5. Class based on articles and cases 

6. Class based on articles and cases 

7. Class based on articles and cases 

8. Class based on articles and cases 

9. Class based on articles and cases 

10. Class based on articles and cases 

11. Class based on articles and cases 

12. Guest Speaker 

13. Project 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 articles & cases. Prepare well for class activities and discussions 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Individual Assignments(40%)/Discussion(30%)/Project(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

Students should purchase articles and cases through Harvard Business School Press. Others will be posted on blackboard. 

 

参考文献（Readings） 

1. Leeds, von Allmen, Matheson. 2018. The Economics of Sports. Routledge (ISBN:9781138052161) 

2. Naha. 2018. Global and transnational sport. Routledge (ISBN:9780815396680) 

3. Ferrand, Torrigiani, Camps i Povill. 2007. Routledge Handbook of Sports Sponsorship Successful Strategies. Routledge 

(ISBN:9780415401104) 

4. Dodds, Heisei, Ahonen. 2018. Routledge Handbook of International Sport Business. Routledge (ISBN:9781138891548) 

5. Kolah. 2015. Improving the Performance of Sponsorship. Routledge (ISBN:9780415637886) 

6. Shipway, Fall. 2012. International Sports Events Impacts, Experiences and Identities. Routledge (ISBN:9780415672399) 

7. McDonnell, Moir. 2014. Event Sponsorship. Routledge (ISBN:9780415533874) 

TBA 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

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） 
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■KN196 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
KN196／International Sports Finance 

担当者名 

（Instructor） 
竹澤 伸哉(TAKEZAWA NOBUYA) 

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） 
MIB6201 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

After taking this course students should: 

1) be able to appreciate and understand the unique features of sports business.  

2) be able to understand the role of capital markets and securitization in sports business. 

3) be able to apply standard financial tools of analysis in a sports business context. 

4) gain a better grasp of the link between financial models and business operations (model). 

 

授業の内容（Course Contents） 

This course is an introduction to the new and exciting field of sports finance.  Much of the content will draw on the North 

American and European experience with professional team sports leagues.  In particular, we examine peculiarities of the sports 

industry which introduce unique challenges to applying standard financial tools of analysis. 

 

This is an intensive Quarter 1 course; students should be prepared to discuss reading for each class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Overview 

2. Introduction to the Sports Business Model 

3. Profit Maximization and Sports: A Review of Economics and Regressions 

4. Understanding Moneyball: An Introduction to Sports Analytics 

5. Profit Maximization, Discounted Cash Flows, and the Sports Business Model: Application to Valuing Athletes 

6. Valuing Athletes: Case 

7. Valuing Athletes: Case 

8. Equity: Sports Teams 

9. Valuation of Teams: Multiples Based Analysis 

10. Stadiums: Debt, Securitization, Project Finance 

11. Securitization: Case 

12. Application of Options in Sports Business: Sponsorship & Athlete Valuation 

13. Catch-up and 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 and selected reading posted on the web. Cases 

distributed in-class. Read research papers & articles and cases before coming to class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Assignments(40%)/Participation(20%)/Final Test(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. Rodney Forte. 2011. Sports Economics. Pearson (ISBN:978-0132758994) 

2. Michael Leeds, Peter von Allmen. 2013. The Economics of Sports. Pearson (ISBN:978-0133382891) 

3. Paul Downward, Alistair Dawson. 2000. The Economics of Professional Team Sports. Routledge (ISBN:978-0415208741) 

4. Simon Kuper & Stefan Szymanski. 2009. Soccernomics (ISBN:978-1568584256) 

5. Stefan Szymanski. 2009. Playbooks and Checkbooks: An Introduction to the Economics of Modern Sports. Princeton U. Press 

(ISBN:978-0691127507) 

6. Gil Fired, Timothy D. Deschriver,  Mondello Michael. 2013. Sports Finance. Human Kinetics (ISBN:978-1450421041) 

7. Harold Vogel. 2015. Entertainment Industry Economics 9th ed. Cambridge U. Press (ISBN:978-1-107-07529-0) 

 



 - 127 - 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Prerequisite: MIB Module 5 or equivalent.   

 

注意事項（Notice） 
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■KN231 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
KN231／Advanced Seminar in Global Business 3 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Issues of International Law which Japanese Corporations face 

担当者名 

（Instructor） 
竹内 雅俊(TAKEUCHI MASATOSHI) 

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） 
MIB6201 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course aims (1) to provide a basic understanding of international public law and its use in the international business arena 

and (2) develop a practical problematique for students through discussion of various topics which require both knowledge of 

international law and international business.  

 

授業の内容（Course Contents） 

This course provides an introduction to the international legal aspect of international disputes which Japan (particularly 

corporations) face in the globalized economy. Drawing upon classic and contemporary cases and texts from various 

international courts, discussions of issues such as diplomatic protection, sovereign immunity, international dispute settlement, 

and etc. shall be invited.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction: What is International Law and its Implications to Corporations? 

2. International Law and Domestic Law 

3. What is Sovereignty?: Sovereign Immunity 

4. What is a State?: Unrecognized States in Domestic Courts 

5. Dispute Settlement and International Courts 

6. Using foreign Law in Courts 

7. Foreign Investment and ICSID 

8. WTO and Dispute Settlement pt. 1 

9. WTO and Dispute Settlement pt. 2 

10. FTAs, EPAs and the TPP 

11. ITLOS and Fishery Disputes 

12. Diplomatic Protection of Corporations 

13. Human Rights and State Responsibility  

14. UN Global Compact and CSR 

 

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

Explorative learning will be announced as needed. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Final Report(40%)/Participation in Discussion(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

None 

 

参考文献（Readings） 

1. Ian Brownlie. 2009. Basic Documents in International Law. Oxford Univ. Press (ISBN:0199217718) 

2. Markos Karavias. 2014. Corporate Obligations under International Law. Oxford Univ. Press (ISBN:0199674388) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

United Nations (International Law) URL: http://www.un.org/en/law/ 

 

注意事項（Notice） 
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■KN251 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
KN251／Advanced Seminar in Global Business 5 

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） 
MIB6201 

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 marketing concepts associated with team sport, 

(b) to provide in-depth understanding of sport fan behavior, sport team environment (e.g., U.S. Major League Sports), sport team 

services and how they are interrelated to influence sport fan attraction and position sport team for sustained success in a 

highly competitive market.  

 

授業の内容（Course Contents） 

Students will learn various concepts, theories, and research findings concerning team sport, fan behavior, and fan 

attaction/retention strategies. The class will be taught through lectures, sport marketing cases, trade publication, and sport 

marketing research articles.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction of the course/lectures 

2. Class based on lecture, cases, industry publication, and research articles. 

3. Class based on lecture, cases, industry publication, and research articles. 

4. Class based on lecture, cases, industry publication, and research articles. 

5. Class based on lecture, cases, industry publication, and research articles. 

6. Class based on lecture, cases, industry publication, and research articles. 

7. Class based on lecture, cases, industry publication, and research articles. 

8. Class based on lecture, cases, industry publication, and research articles. 

9. Class based on lecture, cases, industry publication, and research articles. 

10. Class based on lecture, cases, industry publication, and research articles. 

11. Class based on lecture, cases, industry publication, and research articles. 

12. Class based on lecture, cases, industry publication, and research articles. 

13. Class based on lecture, cases, industry publication, and research articles. 

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 all the required readings to prepare class discussion and presentation. Students are required to 

purchase sports business journal subscription for 8 weeks and selected cases through harvard business school press. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Weekly Sports Business Discussion Questions(20%)/Oral Presentation(20%)/Written Case Analysis(20%)/Class 

Discussion(10%)/Test(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Street & Smith. Sports business journal. Street & Smith 

Sports Business Journal Subscription http://www.sportsbusinessjournal.com 

Harvard Business School Cases 

 

参考文献（Readings） 

1. Shank & Lyberger. 2015. Sports Marketing: A Strategic Perspective (6th edition).. Routledge (ISBN:978-1138015968) 

2. Bruton. 2014. Sports marketing: The View of Industry Experts.. Jones & Bartlett Learning (ISBN:978-1284034097) 

The Chicago Blackhawks: Greatest Sports Business Turnaround Ever? 

Service Error Recovery Strategy 

Daktronics: The Large Sports Venue Sales Channel 

The NFL’s Digital Media Strategy 
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Developing a Pricing Strategy for the LA Dodgers (Case) 

Tradition vs. Trend: A Case Study of Team Responses to the Secondary Ticket Market (Case)  

The Richmond What?!? The Naming of a Minor League Baseball Franchise (Case) 

Under Armour 

 

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） 
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■KN261 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
KN261／Advanced Seminar in Global Business 6 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Innovation and Knowledge Management in Multinational Corporations 

担当者名 

（Instructor） 
ヘンケンソン(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） 
MIB6201 

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 to identify, analyze, and critically assess the 

strategic and managerial challenges associated with the exploitation of internal and external international innovation networks. 

 

授業の内容（Course Contents） 

The course focuses on the characteristics and determinants of corporate strategies for innovation management and the 

consequence of geographical location for international business. It examines issues related to the creation and management of 

international innovation networks, both those created internally through organic growth, and those built on mergers and 

acquisitions and/or cooperative arrangements with external parties. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction: The Economics and Management of Innovation 

2. Case discussion: Elcor Innovation 

3. Innovation Strategy 

4. Case discussion: Organizing for Innovation at Glenmark (A) & (B) 

5. MNEs, Innovation Systems and Policy 

6. Case discussion: Singapore’s Economic Development Strategy and the Biomedical Sciences Cluster 

7. Managing R&D in Multinational Companies 

8. Case discussion: TSR7729 

9. Managing Decentralized R&D 

10. Case discussion: How to Build and Manage a Global R&D Centre: The Case of GE in India 

11. Learning through Acquisition: 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） 

To be announced. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KN281 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
KN281／Advanced Seminar in Global Business 8 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Negotiations 

担当者名 

（Instructor） 
モルトビー(MALTBY,SCOTT) 

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） 
MIB6201 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The purpose of this course is to provide participants the opportunity to learn how to become more effective negotiators. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Activities used to accomplish the above goal include personality inventories, negotiation role plays and exercises, case studies, 

discussions and lectures. The focus of the course will be on the processes of negotiating and the emphasis is on hands on 

learning, although theories of negotiation and research examining negotiation will also be covered. The course is highly 

interactive and full participation is required. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. An Overview of Negotiation 

2. Distributive Bargaining 

3. Integrative Negotiating 

4. Claiming Value vs. Creating Value 

5. Planning for Negotiations 

6. Persuasion in Negotiations 

7. Email Negotiations 

8. Communication Skills for Negotiating 

9. Cross-cultural Negotiations 

10. Multi-party Negotiations 

11. Negotiating in Teams 

12. Test (Case study analysis) 

13. Personality and Individual Differences in Negotiations 

14. Review - Best Practices in Negotiation 

 

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

Preparation for Class 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Class Participation(30%)/Group Negotiation Paper(25%)/Case Study Analysis(20%)/Negotiation Journal and Paper(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

None 

 

参考文献（Readings） 

Selected readings from a variety of sources will be distributed as the course progresses. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 133 - 

■KN291 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
KN291／Advanced Seminar in Global Business 9 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Cultural Dimensions in International Business 

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） 
MIB6201 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course introduces students to current thought on cultural dimensions in international business. By the end of the course, 

students should be familiar with the key concepts and theories of culture in business, and be fully equipped to critically evaluate 

the strengths and weaknesses of such theories. The course will provide students with the knowledge and tools to successfully 

navigate complex cross-cultural issues in their international business careers, going beyond facile explanations to a more 

critical understanding of culture and its importance to the international business field. 

 

授業の内容（Course Contents） 

This course consists of lectures and readings to introduce students to current thought on cultural dimensions in international 

business. Students will be exposed to a broad range of perspectives on cultural dimensions, and will develop the critical ability 

to evaluate them for strengths and weaknesses.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. What is Culture and why is it Relevant to International Business? 

2. Individualism/Collectivism (I) 

3. Individualism/Collectivism (II) 

4. Power Distance 

5. Masculinity/Femininity; Uncertainty Avoidance 

6. Long-Term Orientation 

7. Presentations (I) 

8. Presentations (2) 

9. Direct vs. Indirect Communication 

10. Cultural Distance 

11. Culture, Markets, and Economics  

12. Culture, Markets, and Economics (II) 

13. Culture, Markets, and Economics (III); Review 

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 do any assigned readings before class, and to be prepared to discuss them. 

 

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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■KN295 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
KN295／Advanced Seminar in Global Business 10 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Intermediate Financial 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） 
MIB6201 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Upon completion of this course, you are expected to have developed the following competencies: 

1. Assess and understand the Accounting Conceptual Framework and underlying principles of accounting applications and 

procedures.  

2. Analyze the effects of transactions and events on an entity’s financial condition and demonstrate an understanding of the 

U.S Generally Accepted Accounting Principles (GAAP).  

3. Employ professional judgment applying GAAP technical concepts to prepare and present  financial statements and related 

disclosures.  

 

授業の内容（Course Contents） 

Advanced Seminar in Global Business 10 (Intermediate Accounting) is the study of accounting principles and procedures 

essential to the preparation of financial statements with particular emphasis on the corporate form. Topics of coverage include 

financial statements, current assets, inventory, property, plant, and equipment, and intangible assets. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Financial Accounting Standards, Ch1: CA1-1, 2, 3, 9 

2. Conceptual Framework, Ch2: E2-5, 6, 9, CA2-6 

3. The Accounting Information System, E3-3, 10, 11, 16, P3-4, P3-9 

4. Income Statement,  E4-5, 11, 12, P4-3, P4-5 

5. Exam 1 (Ch1-4), Balance Sheet and SCF, BE5-14, E5-4, 8, 10, 15, P5-7 

6. Accounting and TVM, E6-4, 6, 11, P6-2, 5, 7 

7. Cash and Receivables, E7-7, 12, 19 24; P7-3, 11  

8. Inventory, E8-2, 8, 14, 20, 24 

9. Exam 2 (Ch 5-8), Inventory Valuation, Ch9: BE9-8, E9-2, 13, 19, 24 

10. Property, Plant & Equipment, Ch10: 4, 12, 17, 25, P10-4 

11. Depreciation, Impairments, and Depletion, Ch11: E11-5, 11, 18, 22, P11-1 

12. Intangible Assets Discuss Projects, Ch 12: E12-6, 11, 12, 15, 17 

13. Review & Catch up, Exam 3 (9-12) 

14. Presentations (team project), U.S. GAAP VS. IFRS (by me) 

 

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

Student Responsibilities: 

1. Read assigned material on schedule  

2. Complete all homework assignments on time and before class  

3. Prepare for class, examinations, and quizzes  

4. Participate in all discussions 

The assigned homework for each week is showing at the section of “class schedule” in the class syllabus. You will also be asked 

to discuss the assigned exercise or problems in class. You will receive participation points for answering questions regarding the 

assigned problems. Completing the problems will be beneficial to helping you prepare for examinations.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Interim exam 1(22%)/Interim exam 2(22%)/Interim exam #3(22%)/Team project (paper 70%, presentation 

30%)(22%)/Homework/class discussion(12%) 

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. Kieso, Donald E., Wygandt, Jerry J. and Warfield, terry D.. 2016. Intermediate Accounting (Volume I) 16th edition. John Wiley & 
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Sons (ISBN:978-1118743201) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Homework and class discussion 

The assigned homework for each week is showing at the section of “class schedule” in the class syllabus. You will also be asked 

to discuss the assigned exercise or problems in class. You will receive participation points for answering questions regarding the 

assigned problems. Completing the problems will be beneficial to helping you prepare for examinations. 

 

Examinations 

Three exams will be given during the semester. These exams are given on the first day class of week 3, 5, and 7, respectively.  

The format of exam may include multiple-choice questions, problems, and cases or short-answer questions. 

 

Team Project 

You will be worked on a project with your team members. You may choose your own team members. Each team consists of 3 to 

4 members. Each team will be required to write a paper on a company of your choice. You will choose a publicly held company 

and download their most recent financial statements. You will need to analyze the company’s Balance Sheet according to the 

outline provided. The paper is due at the end of the semester and should be submitted in class. You will also need to present 

your team project in class in the last week of the semester. 

Free rides are unacceptable. An individual team member’s grade is determined by two factors: (1) the quality of the team 

project which is evaluated by me; (2) The contribution you have made to the project which is evaluated by your team members. 

An evaluation form will be given to you later. If you believe a team member is not contributing to the team work, you have the 

responsibility to report me timely. If all your team members complain that you are not doing any work and they want to kick you 

out of the team, I will allow them to do so. Then, you have to do the project yourself. 

 

Plagiarism: 

Plagiarism represents disregard for academic standards and is strictly against University policy. Plagiarized work will result in an 

“F” for the course and further administrative sanctions permitted under University policy. Guidelines for properly quoting 

someone else are writing and the proper citing of sources can be found in the APA publication Manual. 

 

Academic Honesty 

Integrity is the hallmark of the accounting profession and will be stressed throughout the course. Any type of student breach of 

ethics, including but not limited to: illegal activity, dishonest conduct, cheating, plagiarism, or collusion, will result in failure of 

assignment or exam and/or further academic sanction (i.e. failure of course, dismissal from class and/or referral to Dean of the 

College). 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KN301 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
KN301／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） 
MIB6201 

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) 
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■KN305 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
KN305／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） 
MIB6201 

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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■KN351 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／Business Japanese I1 

(Business Japanese I1) 

担当者名 

（Instructor） 
数野 恵理(KAZUNO ERI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MIB5700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course is basically designed for students currently at levels J4 and J5. Participants are approved by the Director of the 

Master of International Business in consultation with the Center for Japanese Language Education. BJI aims to equip students 

with the Japanese language communications skills required to perform independently in certain business situations. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Students will be introduced to and given the opportunity to practice language necessary for basic conversation in a business 

context, meetings, negotiations and telephone communications. This will include practical experience in using expressions within 

different interpersonal contexts, and writing basic business documents and communications. Full details of the course design 

will be given at the orientation at the start of the semester. 

 

NOTE: Students are required to register for BJI1, 2, 3, 4 & 5 as a set. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction: Classes will consist of a review of elementary grammar and practice of Japanese language in various 

business contexts. 

2. Class 1. 

3. Class 2. 

4. Class 3. 

5. Class 4. 

6. Class 5. 

7. Class 6. 

8. Class 7. 

9. Class 8. 

10. Class 9. 

11. Class 10. 

12. Class 11. 

13. Class 12. 

14. Class 13. 

 

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

Preparation for each class will be announced at the end of each preceding class. 

In order to facilitate role playing and other exercises, students are expected to wear business dress to classes. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Preparation, attendance and participation(30%)/Assignments and homework(30%)/Mid-term project(20%)/End of term 

project(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

No textbook. References and material will be distributed in class as needed. 

 

参考文献（Readings） 

References will be assigned in class as necessary. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KN352 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／Business Japanese I2 

(Business Japanese I2) 

担当者名 

（Instructor） 
冨倉 教子(TOMIKURA KYOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MIB5700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course is basically designed for students currently at levels J4 and J5. Participants are approved by the Director of the 

Master of International Business in consultation with the Center for Japanese Language Education. BJI aims to equip students 

with the Japanese language communications skills required to perform independently in certain business situations. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Students will be introduced to and given the opportunity to practice language necessary for basic conversation in a business 

context, meetings, negotiations and telephone communications. This will include practical experience in using expressions within 

different interpersonal contexts, and writing basic business documents and communications. Full details of the course design 

will be given at the orientation at the start of the semester. 

 

NOTE: Students are required to register for BJI1, 2, 3, 4 & 5 as a set. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction: Classes will consist of a review of elementary grammar and practice of Japanese language in various 

business contexts. 

2. Class 1. 

3. Class 2. 

4. Class 3. 

5. Class 4. 

6. Class 5. 

7. Class 6. 

8. Class 7. 

9. Class 8. 

10. Class 9. 

11. Class 10. 

12. Class 11. 

13. Class 12. 

14. Class 13. 

 

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

Preparation for each class will be announced at the end of each preceding class. 

In order to facilitate role playing and other exercises, students are expected to wear business dress to classes. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Preparation, attendance and participation(30%)/Assignments and homework(30%)/Mid-term project(20%)/End of term 

project(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

No textbook. References and material will be distributed in class as needed. 

 

参考文献（Readings） 

References will be assigned in class as necessary. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KN353 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／Business Japanese I3 

(Business Japanese I3) 

担当者名 

（Instructor） 

平山 紫帆(HIRAYAMA SHIHO) 

2018 年 8 月 2 日付変更(変更理由:担当者変更のため) 

[変更前]保坂 明香(HOSAKA ASUKA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MIB5700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course is basically designed for students currently at levels J4 and J5. Participants are approved by the Director of the 

Master of International Business in consultation with the Center for Japanese Language Education. BJI aims to equip students 

with the Japanese language communications skills required to perform independently in certain business situations. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Students will be introduced to and given the opportunity to practice language necessary for basic conversation in a business 

context, meetings, negotiations and telephone communications. This will include practical experience in using expressions within 

different interpersonal contexts, and writing basic business documents and communications. Full details of the course design 

will be given at the orientation at the start of the semester. 

 

NOTE: Students are required to register for BJI1, 2, 3, 4 & 5 as a set. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction: Classes will consist of a review of elementary grammar and practice of Japanese language in various 

business contexts. 

2. Class 1. 

3. Class 2. 

4. Class 3. 

5. Class 4. 

6. Class 5. 

7. Class 6. 

8. Class 7. 

9. Class 8. 

10. Class 9. 

11. Class 10. 

12. Class 11. 

13. Class 12. 

14. Class 13. 

 

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

Preparation for each class will be announced at the end of each preceding class. 

In order to facilitate role playing and other exercises, students are expected to wear business dress to classes. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Preparation, attendance and participation(30%)/Assignments and homework(30%)/Mid-term project(20%)/End of term 

project(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

No textbook. References and material will be distributed in class as needed. 

 

参考文献（Readings） 

References will be assigned in class as necessary. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KN354 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／Business Japanese I4 

(Business Japanese I4) 

担当者名 

（Instructor） 
沢野 美由紀(SAWANO MIYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MIB5700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course is basically designed for students currently at levels J4 and J5. Participants are approved by the Director of the 

Master of International Business in consultation with the Center for Japanese Language Education. BJI aims to equip students 

with the Japanese language communications skills required to perform independently in certain business situations. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Students will be introduced to and given the opportunity to practice language necessary for basic conversation in a business 

context, meetings, negotiations and telephone communications. This will include practical experience in using expressions within 

different interpersonal contexts, and writing basic business documents and communications. Full details of the course design 

will be given at the orientation at the start of the semester. 

 

NOTE: Students are required to register for BJI1, 2, 3, 4 & 5 as a set. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction: Classes will consist of a review of elementary grammar and practice of Japanese language in various 

business contexts. 

2. Class 1. 

3. Class 2. 

4. Class 3. 

5. Class 4. 

6. Class 5. 

7. Class 6. 

8. Class 7. 

9. Class 8. 

10. Class 9. 

11. Class 10. 

12. Class 11. 

13. Class 12. 

14. Class 13. 

 

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

Preparation for each class will be announced at the end of each preceding class. 

In order to facilitate role playing and other exercises, students are expected to wear business dress to classes. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Preparation, attendance and participation(30%)/Assignments and homework(30%)/Mid-term project(20%)/End of term 

project(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

No textbook. References and material will be distributed in class as needed. 

 

参考文献（Readings） 

References will be assigned in class as necessary. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 



 - 144 - 

■KN355 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／Business Japanese I5 

(Business Japanese I5) 

担当者名 

（Instructor） 
山内 薫(YAMAUCHI KAORI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MIB5700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course is basically designed for students currently at levels J4 and J5. Participants are approved by the Director of the 

Master of International Business in consultation with the Center for Japanese Language Education. BJI aims to equip students 

with the Japanese language communications skills required to perform independently in certain business situations. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Students will be introduced to and given the opportunity to practice language necessary for basic conversation in a business 

context, meetings, negotiations and telephone communications. This will include practical experience in using expressions within 

different interpersonal contexts, and writing basic business documents and communications. Full details of the course design 

will be given at the orientation at the start of the semester. 

 

NOTE: Students are required to register for BJI1, 2, 3, 4 & 5 as a set. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction: Classes will consist of a review of elementary grammar and practice of Japanese language in various 

business contexts. 

2. Class 1. 

3. Class 2. 

4. Class 3. 

5. Class 4. 

6. Class 5. 

7. Class 6. 

8. Class 7. 

9. Class 8. 

10. Class 9. 

11. Class 10. 

12. Class 11. 

13. Class 12. 

14. Class 13. 

 

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

Preparation for each class will be announced at the end of each preceding class. 

In order to facilitate role playing and other exercises, students are expected to wear business dress to classes. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Preparation, attendance and participation(30%)/Assignments and homework(30%)/Mid-term project(20%)/End of term 

project(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

No textbook. References and material will be distributed in class as needed. 

 

参考文献（Readings） 

References will be assigned in class as necessary. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KN356 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／Business Japanese A1 

(Business Japanese A1) 

担当者名 

（Instructor） 
数野 恵理(KAZUNO ERI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MIB5700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course is basically designed for students currently at levels J6 and J7. Participants are approved by the Director of the 

Master of International Business in consultation with the Center for Japanese Language Education. BJA aims to equip students 

with the Japanese language communications skills required to perform independently in a wide range of business situations. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Students will be introduced to and given the opportunity to practice language necessary for basic conversation in a business 

context, meetings, negotiations and telephone communications. This will include practical experience in using expressions within 

different interpersonal contexts, and writing basic business documents and communications. Full details of the course design 

will be given at the orientation at the start of the semester. 

 

NOTE: Students are required to register for BJA1, 2, 3, 4 and 5 as a set. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction: Classes will consist of a review of intermediate and advanced level grammar and practice of Japanese 

language in various business contexts. 

2. Class 1. 

3. Class 2. 

4. Class 3. 

5. Class 4. 

6. Class 5. 

7. Class 6. 

8. Class 7. 

9. Class 8. 

10. Class 9. 

11. Class 10. 

12. Class 11. 

13. Class 12. 

14. Class 13. 

 

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

Preparation for each class will be announced at the end of each preceding class. 

In order to facilitate role playing and other exercises, students are expected to wear business dress to classes. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Preparation, attendance and participation(30%)/Assignments and homework(30%)/Mid-term project(20%)/End of term 

project(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

No textbook. References and material will be distributed in class as needed. 

 

参考文献（Readings） 

References will be assigned in class as necessary. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KN357 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／Business Japanese A2 

(Business Japanese A2) 

担当者名 

（Instructor） 
冨倉 教子(TOMIKURA KYOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MIB5700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course is basically designed for students currently at levels J6 and J7. Participants are approved by the Director of the 

Master of International Business in consultation with the Center for Japanese Language Education. BJA aims to equip students 

with the Japanese language communications skills required to perform independently in a wide range of business situations. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Students will be introduced to and given the opportunity to practice language necessary for basic conversation in a business 

context, meetings, negotiations and telephone communications. This will include practical experience in using expressions within 

different interpersonal contexts, and writing basic business documents and communications. Full details of the course design 

will be given at the orientation at the start of the semester. 

 

NOTE: Students are required to register for BJA1, 2, 3, 4 and 5 as a set. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction: Classes will consist of a review of intermediate and advanced level grammar and practice of Japanese 

language in various business contexts. 

2. Class 1. 

3. Class 2. 

4. Class 3. 

5. Class 4. 

6. Class 5. 

7. Class 6. 

8. Class 7. 

9. Class 8. 

10. Class 9. 

11. Class 10. 

12. Class 11. 

13. Class 12. 

14. Class 13. 

 

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

Preparation for each class will be announced at the end of each preceding class. 

In order to facilitate role playing and other exercises, students are expected to wear business dress to classes. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Preparation, attendance and participation(30%)/Assignments and homework(30%)/Mid-term project(20%)/End of term 

project(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

No textbook. References and material will be distributed in class as needed. 

 

参考文献（Readings） 

References will be assigned in class as necessary. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KN358 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／Business Japanese A3 

(Business Japanese A3) 

担当者名 

（Instructor） 

平山 紫帆(HIRAYAMA SHIHO) 

2018 年 8 月 2 日付変更(変更理由:担当者変更のため) 

[変更前]保坂 明香(HOSAKA ASUKA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MIB5700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course is basically designed for students currently at levels J6 and J7. Participants are approved by the Director of the 

Master of International Business in consultation with the Center for Japanese Language Education. BJA aims to equip students 

with the Japanese language communications skills required to perform independently in a wide range of business situations. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Students will be introduced to and given the opportunity to practice language necessary for basic conversation in a business 

context, meetings, negotiations and telephone communications. This will include practical experience in using expressions within 

different interpersonal contexts, and writing basic business documents and communications. Full details of the course design 

will be given at the orientation at the start of the semester. 

 

NOTE: Students are required to register for BJA1, 2, 3, 4 and 5 as a set. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction: Classes will consist of a review of intermediate and advanced level grammar and practice of Japanese 

language in various business contexts. 

2. Class 1. 

3. Class 2. 

4. Class 3. 

5. Class 4. 

6. Class 5. 

7. Class 6. 

8. Class 7. 

9. Class 8. 

10. Class 9. 

11. Class 10. 

12. Class 11. 

13. Class 12. 

14. Class 13. 

 

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

Preparation for each class will be announced at the end of each preceding class. 

In order to facilitate role playing and other exercises, students are expected to wear business dress to classes. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Preparation, attendance and participation(30%)/Assignments and homework(30%)/Mid-term project(20%)/End of term 

project(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

No textbook. References and material will be distributed in class as needed. 

 

参考文献（Readings） 

References will be assigned in class as necessary. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KN359 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／Business Japanese A4 

(Business Japanese A4) 

担当者名 

（Instructor） 
沢野 美由紀(SAWANO MIYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MIB5700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course is basically designed for students currently at levels J6 and J7. Participants are approved by the Director of the 

Master of International Business in consultation with the Center for Japanese Language Education. BJA aims to equip students 

with the Japanese language communications skills required to perform independently in a wide range of business situations. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Students will be introduced to and given the opportunity to practice language necessary for basic conversation in a business 

context, meetings, negotiations and telephone communications. This will include practical experience in using expressions within 

different interpersonal contexts, and writing basic business documents and communications. Full details of the course design 

will be given at the orientation at the start of the semester. 

 

NOTE: Students are required to register for BJA1, 2, 3, 4 and 5 as a set. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction: Classes will consist of a review of intermediate and advanced level grammar and practice of Japanese 

language in various business contexts. 

2. Class 1. 

3. Class 2. 

4. Class 3. 

5. Class 4. 

6. Class 5. 

7. Class 6. 

8. Class 7. 

9. Class 8. 

10. Class 9. 

11. Class 10. 

12. Class 11. 

13. Class 12. 

14. Class 13. 

 

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

Preparation for each class will be announced at the end of each preceding class. 

In order to facilitate role playing and other exercises, students are expected to wear business dress to classes. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Preparation, attendance and participation(30%)/Assignments and homework(30%)/Mid-term project(20%)/End of term 

project(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

No textbook. References and material will be distributed in class as needed. 

 

参考文献（Readings） 

References will be assigned in class as necessary. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KN360 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／Business Japanese A5 

(Business Japanese A5) 

担当者名 

（Instructor） 
山内 薫(YAMAUCHI KAORI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MIB5700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course is basically designed for students currently at levels J6 and J7. Participants are approved by the Director of the 

Master of International Business in consultation with the Center for Japanese Language Education. BJA aims to equip students 

with the Japanese language communications skills required to perform independently in a wide range of business situations. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Students will be introduced to and given the opportunity to practice language necessary for basic conversation in a business 

context, meetings, negotiations and telephone communications. This will include practical experience in using expressions within 

different interpersonal contexts, and writing basic business documents and communications. Full details of the course design 

will be given at the orientation at the start of the semester. 

 

NOTE: Students are required to register for BJA1, 2, 3, 4 and 5 as a set. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction: Classes will consist of a review of intermediate and advanced level grammar and practice of Japanese 

language in various business contexts. 

2. Class 1. 

3. Class 2. 

4. Class 3. 

5. Class 4. 

6. Class 5. 

7. Class 6. 

8. Class 7. 

9. Class 8. 

10. Class 9. 

11. Class 10. 

12. Class 11. 

13. Class 12. 

14. Class 13. 

 

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

Preparation for each class will be announced at the end of each preceding class. 

In order to facilitate role playing and other exercises, students are expected to wear business dress to classes. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Preparation, attendance and participation(30%)/Assignments and homework(30%)/Mid-term project(20%)/End of term 

project(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

No textbook. References and material will be distributed in class as needed. 

 

参考文献（Readings） 

References will be assigned in class as necessary. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KN401 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／Master's Thesis Supervision 1 

(Master's Thesis Supervision 1) 

担当者名 

（Instructor） 
秋田 隆裕(AKITA TAKAHIRO) 

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） 
MIB6211 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course will provide general guidance in preparing a thesis. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Students will learn the followings: (1) how to prepare a thesis proposal (research objectives, questions and hypotheses, research 

approaches, data collection methods; types of data analyses); (2) how to conduct a literature survey; (3) how to collect data and 

information for the research 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. How to prepare a thesis proposal 1: research background and objectives 

3. How to prepare a thesis proposal 2: research questions and hypotheses 

4. How to prepare a thesis proposal 3: research approaches (exploratory, descriptive, and causal research) 

5. Presenting a thesis proposal 

6. How to make a research plan 1 

7. How to make a research plan 2 

8. How to conduct a literature survey 1: journal articles, books and reports 

9. How to conduct a literature survey 2: online search engines 

10. How to collect data and information 1: secondary and primary data 

11. How to collect data and information 2: survey research and experimental research 

12. How to conduct data analysis 1: descriptive analyses 

13. How to conduct data analysis 2: software programs and empirical analyses 

14. Presenting a research plan 

 

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

Preparing a thesis proposal, conducting a literature survey, preparing a research plan 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Presentation of a thesis proposal(40%)/Presentation of a research plan(40%)/Class participation(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

Required texts will be announced in the class. 

 

参考文献（Readings） 

Recommended texts will be announced in the class. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KN402 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／Master's Thesis Supervision 1 

(Master's Thesis Supervision 1) 

担当者名 

（Instructor） 
片岡 光彦(KATAOKA MITSUHIKO) 

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） 
MIB6211 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course will provide general guidance in preparing a thesis. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Students will learn the followings: (1) how to prepare a thesis proposal (research objectives, questions and hypotheses, research 

approaches, data collection methods; types of data analyses); (2) how to conduct a literature survey; (3) how to collect data and 

information for the research 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. How to prepare a thesis proposal 1: research background and objectives 

3. How to prepare a thesis proposal 2: research questions and hypotheses 

4. How to prepare a thesis proposal 3: research approaches (exploratory, descriptive, and causal research) 

5. Presenting a thesis proposal 

6. How to make a research plan 1 

7. How to make a research plan 2 

8. How to conduct a literature survey 1: journal articles, books and reports 

9. How to conduct a literature survey 2: online search engines 

10. How to collect data and information 1: secondary and primary data 

11. How to collect data and information 2: survey research and experimental research 

12. How to conduct data analysis 1: descriptive analyses 

13. How to conduct data analysis 2: software programs and empirical analyses 

14. Presenting a research plan 

 

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

Preparing a thesis proposal, conducting a literature survey, preparing a research plan 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Presentation of a thesis proposal(40%)/Presentation of a research plan(40%)/Class participation(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

Required texts will be announced in the class. 

 

参考文献（Readings） 

Recommended texts will be announced in the class. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KN403 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／Master's Thesis Supervision 1 

(Master's Thesis Supervision 1) 

担当者名 

（Instructor） 
山田 恭平(YAMADA KYOHEI) 

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） 
MIB6211 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course will provide general guidance in preparing a thesis. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Students will learn the followings: (1) how to prepare a thesis proposal (research objectives, questions and hypotheses, research 

approaches, data collection methods; types of data analyses); (2) how to conduct a literature survey; (3) how to collect data and 

information for the research 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. How to prepare a thesis proposal 1: research background and objectives 

3. How to prepare a thesis proposal 2: research questions and hypotheses 

4. How to prepare a thesis proposal 3: research approaches (exploratory, descriptive, and causal research) 

5. Presenting a thesis proposal 

6. How to make a research plan 1 

7. How to make a research plan 2 

8. How to conduct a literature survey 1: journal articles, books and reports 

9. How to conduct a literature survey 2: online search engines 

10. How to collect data and information 1: secondary and primary data 

11. How to collect data and information 2: survey research and experimental research 

12. How to conduct data analysis 1: descriptive analyses 

13. How to conduct data analysis 2: software programs and empirical analyses 

14. Presenting a research plan 

 

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

Preparing a thesis proposal, conducting a literature survey, preparing a research plan 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Presentation of a thesis proposal(40%)/Presentation of a research plan(40%)/Class participation(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

Required texts will be announced in the class. 

 

参考文献（Readings） 

Recommended texts will be announced in the class. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KN411 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
その他／Master's Thesis Supervision 2 

担当者名 

（Instructor） 
秋田 隆裕(AKITA TAKAHIRO) 

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） 
MIB6211 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course will provide general guidance in preparing a thesis. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Students will learn the followings: (1) how to prepare a thesis proposal (research objectives, questions and hypotheses, research 

approaches, data collection methods; types of data analyses); (2) how to conduct a literature survey; (3) how to collect data and 

information for the research 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. How to prepare a thesis proposal 1: research background and objectives 

3. How to prepare a thesis proposal 2: research questions and hypotheses 

4. How to prepare a thesis proposal 3: research approaches (exploratory, descriptive, and causal research) 

5. Presenting a thesis proposal 

6. How to make a research plan 1 

7. How to make a research plan 2 

8. How to conduct a literature survey 1: journal articles, books and reports 

9. How to conduct a literature survey 2: online search engines 

10. How to collect data and information 1: secondary and primary data 

11. How to collect data and information 2: survey research and experimental research 

12. How to conduct data analysis 1: descriptive analyses 

13. How to conduct data analysis 2: software programs and empirical analyses 

14. Presenting a research plan 

 

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

Preparing a thesis proposal, conducting a literature survey, preparing a research plan 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Presentation of a thesis proposal(40%)/Presentation of a research plan(40%)/Class participation(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

Required texts will be announced in the class. 

 

参考文献（Readings） 

Recommended texts will be announced in the class. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KN412 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
その他／Master's Thesis Supervision 2 

担当者名 

（Instructor） 
片岡 光彦(KATAOKA MITSUHIKO) 

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） 
MIB6211 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course will provide general guidance in preparing a thesis. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Students will learn the followings: (1) how to prepare a thesis proposal (research objectives, questions and hypotheses, research 

approaches, data collection methods; types of data analyses); (2) how to conduct a literature survey; (3) how to collect data and 

information for the research 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. How to prepare a thesis proposal 1: research background and objectives 

3. How to prepare a thesis proposal 2: research questions and hypotheses 

4. How to prepare a thesis proposal 3: research approaches (exploratory, descriptive, and causal research) 

5. Presenting a thesis proposal 

6. How to make a research plan 1 

7. How to make a research plan 2 

8. How to conduct a literature survey 1: journal articles, books and reports 

9. How to conduct a literature survey 2: online search engines 

10. How to collect data and information 1: secondary and primary data 

11. How to collect data and information 2: survey research and experimental research 

12. How to conduct data analysis 1: descriptive analyses 

13. How to conduct data analysis 2: software programs and empirical analyses 

14. Presenting a research plan 

 

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

Preparing a thesis proposal, conducting a literature survey, preparing a research plan 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Presentation of a thesis proposal(40%)/Presentation of a research plan(40%)/Class participation(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

Required texts will be announced in the class. 

 

参考文献（Readings） 

Recommended texts will be announced in the class. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KN413 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
その他／Master's Thesis Supervision 2 

担当者名 

（Instructor） 
山田 恭平(YAMADA KYOHEI) 

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） 
MIB6211 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course will provide general guidance in preparing a thesis. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Students will learn the followings: (1) how to prepare a thesis proposal (research objectives, questions and hypotheses, research 

approaches, data collection methods; types of data analyses); (2) how to conduct a literature survey; (3) how to collect data and 

information for the research 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. How to prepare a thesis proposal 1: research background and objectives 

3. How to prepare a thesis proposal 2: research questions and hypotheses 

4. How to prepare a thesis proposal 3: research approaches (exploratory, descriptive, and causal research) 

5. Presenting a thesis proposal 

6. How to make a research plan 1 

7. How to make a research plan 2 

8. How to conduct a literature survey 1: journal articles, books and reports 

9. How to conduct a literature survey 2: online search engines 

10. How to collect data and information 1: secondary and primary data 

11. How to collect data and information 2: survey research and experimental research 

12. How to conduct data analysis 1: descriptive analyses 

13. How to conduct data analysis 2: software programs and empirical analyses 

14. Presenting a research plan 

 

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

Preparing a thesis proposal, conducting a literature survey, preparing a research plan 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Presentation of a thesis proposal(40%)/Presentation of a research plan(40%)/Class participation(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

Required texts will be announced in the class. 

 

参考文献（Readings） 

Recommended texts will be announced in the class. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KN421 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／Master's Thesis Supervision 3 

(Master's Thesis Supervision 3) 

担当者名 

（Instructor） 
秋田 隆裕(AKITA TAKAHIRO) 

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） 
MIB6211 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course will provide general guidance in preparing a thesis. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Students will learn the followings: (1) how to prepare a thesis proposal (research objectives, questions and hypotheses, research 

approaches, data collection methods; types of data analyses); (2) how to conduct a literature survey; (3) how to collect data and 

information for the research 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. How to prepare a thesis proposal 1: research background and objectives 

3. How to prepare a thesis proposal 2: research questions and hypotheses 

4. How to prepare a thesis proposal 3: research approaches (exploratory, descriptive, and causal research) 

5. Presenting a thesis proposal 

6. How to make a research plan 1 

7. How to make a research plan 2 

8. How to conduct a literature survey 1: journal articles, books and reports 

9. How to conduct a literature survey 2: online search engines 

10. How to collect data and information 1: secondary and primary data 

11. How to collect data and information 2: survey research and experimental research 

12. How to conduct data analysis 1: descriptive analyses 

13. How to conduct data analysis 2: software programs and empirical analyses 

14. Presenting a research plan 

 

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

Preparing a thesis proposal, conducting a literature survey, preparing a research plan 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Presentation of a thesis proposal(40%)/Presentation of a research plan(40%)/Class participation(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

Required texts will be announced in the class. 

 

参考文献（Readings） 

Recommended texts will be announced in the class. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KN422 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／Master's Thesis Supervision 3 

(Master's Thesis Supervision 3) 

担当者名 

（Instructor） 
片岡 光彦(KATAOKA MITSUHIKO) 

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） 
MIB6211 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course will provide general guidance in preparing a thesis. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Students will learn the followings: (1) how to prepare a thesis proposal (research objectives, questions and hypotheses, research 

approaches, data collection methods; types of data analyses); (2) how to conduct a literature survey; (3) how to collect data and 

information for the research 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. How to prepare a thesis proposal 1: research background and objectives 

3. How to prepare a thesis proposal 2: research questions and hypotheses 

4. How to prepare a thesis proposal 3: research approaches (exploratory, descriptive, and causal research) 

5. Presenting a thesis proposal 

6. How to make a research plan 1 

7. How to make a research plan 2 

8. How to conduct a literature survey 1: journal articles, books and reports 

9. How to conduct a literature survey 2: online search engines 

10. How to collect data and information 1: secondary and primary data 

11. How to collect data and information 2: survey research and experimental research 

12. How to conduct data analysis 1: descriptive analyses 

13. How to conduct data analysis 2: software programs and empirical analyses 

14. Presenting a research plan 

 

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

Preparing a thesis proposal, conducting a literature survey, preparing a research plan 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Presentation of a thesis proposal(40%)/Presentation of a research plan(40%)/Class participation(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

Required texts will be announced in the class. 

 

参考文献（Readings） 

Recommended texts will be announced in the class. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KN423 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／Master's Thesis Supervision 3 

(Master's Thesis Supervision 3) 

担当者名 

（Instructor） 
山田 恭平(YAMADA KYOHEI) 

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） 
MIB6211 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course will provide general guidance in preparing a thesis. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Students will learn the followings: (1) how to prepare a thesis proposal (research objectives, questions and hypotheses, research 

approaches, data collection methods; types of data analyses); (2) how to conduct a literature survey; (3) how to collect data and 

information for the research 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. How to prepare a thesis proposal 1: research background and objectives 

3. How to prepare a thesis proposal 2: research questions and hypotheses 

4. How to prepare a thesis proposal 3: research approaches (exploratory, descriptive, and causal research) 

5. Presenting a thesis proposal 

6. How to make a research plan 1 

7. How to make a research plan 2 

8. How to conduct a literature survey 1: journal articles, books and reports 

9. How to conduct a literature survey 2: online search engines 

10. How to collect data and information 1: secondary and primary data 

11. How to collect data and information 2: survey research and experimental research 

12. How to conduct data analysis 1: descriptive analyses 

13. How to conduct data analysis 2: software programs and empirical analyses 

14. Presenting a research plan 

 

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

Preparing a thesis proposal, conducting a literature survey, preparing a research plan 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Presentation of a thesis proposal(40%)/Presentation of a research plan(40%)/Class participation(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

Required texts will be announced in the class. 

 

参考文献（Readings） 

Recommended texts will be announced in the class. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KN431 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
その他／Master's Thesis Supervision 4 

担当者名 

（Instructor） 
秋田 隆裕(AKITA TAKAHIRO) 

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） 
MIB6211 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course will provide general guidance in preparing a thesis. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Students will learn the followings: (1) how to prepare a thesis proposal (research objectives, questions and hypotheses, research 

approaches, data collection methods; types of data analyses); (2) how to conduct a literature survey; (3) how to collect data and 

information for the research 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. How to prepare a thesis proposal 1: research background and objectives 

3. How to prepare a thesis proposal 2: research questions and hypotheses 

4. How to prepare a thesis proposal 3: research approaches (exploratory, descriptive, and causal research) 

5. Presenting a thesis proposal 

6. How to make a research plan 1 

7. How to make a research plan 2 

8. How to conduct a literature survey 1: journal articles, books and reports 

9. How to conduct a literature survey 2: online search engines 

10. How to collect data and information 1: secondary and primary data 

11. How to collect data and information 2: survey research and experimental research 

12. How to conduct data analysis 1: descriptive analyses 

13. How to conduct data analysis 2: software programs and empirical analyses 

14. Presenting a research plan 

 

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

Preparing a thesis proposal, conducting a literature survey, preparing a research plan 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Presentation of a thesis proposal(40%)/Presentation of a research plan(40%)/Class participation(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

Required texts will be announced in the class. 

 

参考文献（Readings） 

Recommended texts will be announced in the class. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KN432 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
その他／Master's Thesis Supervision 4 

担当者名 

（Instructor） 
片岡 光彦(KATAOKA MITSUHIKO) 

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） 
MIB6211 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course will provide general guidance in preparing a thesis. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Students will learn the followings: (1) how to prepare a thesis proposal (research objectives, questions and hypotheses, research 

approaches, data collection methods; types of data analyses); (2) how to conduct a literature survey; (3) how to collect data and 

information for the research 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. How to prepare a thesis proposal 1: research background and objectives 

3. How to prepare a thesis proposal 2: research questions and hypotheses 

4. How to prepare a thesis proposal 3: research approaches (exploratory, descriptive, and causal research) 

5. Presenting a thesis proposal 

6. How to make a research plan 1 

7. How to make a research plan 2 

8. How to conduct a literature survey 1: journal articles, books and reports 

9. How to conduct a literature survey 2: online search engines 

10. How to collect data and information 1: secondary and primary data 

11. How to collect data and information 2: survey research and experimental research 

12. How to conduct data analysis 1: descriptive analyses 

13. How to conduct data analysis 2: software programs and empirical analyses 

14. Presenting a research plan 

 

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

Preparing a thesis proposal, conducting a literature survey, preparing a research plan 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Presentation of a thesis proposal(40%)/Presentation of a research plan(40%)/Class participation(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

Required texts will be announced in the class. 

 

参考文献（Readings） 

Recommended texts will be announced in the class. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KN433 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
その他／Master's Thesis Supervision 4 

担当者名 

（Instructor） 
山田 恭平(YAMADA KYOHEI) 

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） 
MIB6211 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course will provide general guidance in preparing a thesis. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Students will learn the followings: (1) how to prepare a thesis proposal (research objectives, questions and hypotheses, research 

approaches, data collection methods; types of data analyses); (2) how to conduct a literature survey; (3) how to collect data and 

information for the research 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. How to prepare a thesis proposal 1: research background and objectives 

3. How to prepare a thesis proposal 2: research questions and hypotheses 

4. How to prepare a thesis proposal 3: research approaches (exploratory, descriptive, and causal research) 

5. Presenting a thesis proposal 

6. How to make a research plan 1 

7. How to make a research plan 2 

8. How to conduct a literature survey 1: journal articles, books and reports 

9. How to conduct a literature survey 2: online search engines 

10. How to collect data and information 1: secondary and primary data 

11. How to collect data and information 2: survey research and experimental research 

12. How to conduct data analysis 1: descriptive analyses 

13. How to conduct data analysis 2: software programs and empirical analyses 

14. Presenting a research plan 

 

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

Preparing a thesis proposal, conducting a literature survey, preparing a research plan 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Presentation of a thesis proposal(40%)/Presentation of a research plan(40%)/Class participation(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

Required texts will be announced in the class. 

 

参考文献（Readings） 

Recommended texts will be announced in the class. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KT001 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
自動登録／Master's Thesis Supervision 1 

担当者名 

（Instructor） 
秋田 隆裕(AKITA TAKAHIRO) 

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） 
MIB6011 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course will provide general guidance in preparing a thesis. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Students will learn the followings: (1) how to prepare a thesis proposal (research objectives, questions and hypotheses, research 

approaches, data collection methods; types of data analyses); (2) how to conduct a literature survey; (3) how to collect data and 

information for the research 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. How to prepare a thesis proposal 1: research background and objectives 

3. How to prepare a thesis proposal 2: research questions and hypotheses 

4. How to prepare a thesis proposal 3: research approaches (exploratory, descriptive, and causal research) 

5. Presenting a thesis proposal 

6. How to make a research plan 1 

7. How to make a research plan 2 

8. How to conduct a literature survey 1: journal articles, books and reports 

9. How to conduct a literature survey 2: online search engines 

10. How to collect data and information 1: secondary and primary data 

11. How to collect data and information 2: survey research and experimental research 

12. How to conduct data analysis 1: descriptive analyses 

13. How to conduct data analysis 2: software programs and empirical analyses 

14. Presenting a research plan 

 

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

Preparing a thesis proposal, conducting a literature survey, preparing a research plan 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Presentation of a thesis proposal(40%)/Presentation of a research plan(40%)/Class participation(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

Required texts will be announced in the class. 

 

参考文献（Readings） 

Recommended texts will be announced in the class. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KT002 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
自動登録／Master's Thesis Supervision 1 

担当者名 

（Instructor） 
片岡 光彦(KATAOKA MITSUHIKO) 

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） 
MIB6011 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course will provide general guidance in preparing a thesis. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Students will learn the followings: (1) how to prepare a thesis proposal (research objectives, questions and hypotheses, research 

approaches, data collection methods; types of data analyses); (2) how to conduct a literature survey; (3) how to collect data and 

information for the research 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. How to prepare a thesis proposal 1: research background and objectives 

3. How to prepare a thesis proposal 2: research questions and hypotheses 

4. How to prepare a thesis proposal 3: research approaches (exploratory, descriptive, and causal research) 

5. Presenting a thesis proposal 

6. How to make a research plan 1 

7. How to make a research plan 2 

8. How to conduct a literature survey 1: journal articles, books and reports 

9. How to conduct a literature survey 2: online search engines 

10. How to collect data and information 1: secondary and primary data 

11. How to collect data and information 2: survey research and experimental research 

12. How to conduct data analysis 1: descriptive analyses 

13. How to conduct data analysis 2: software programs and empirical analyses 

14. Presenting a research plan 

 

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

Preparing a thesis proposal, conducting a literature survey, preparing a research plan 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Presentation of a thesis proposal(40%)/Presentation of a research plan(40%)/Class participation(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

Required texts will be announced in the class. 

 

参考文献（Readings） 

Recommended texts will be announced in the class. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KT003 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
自動登録／Master's Thesis Supervision 1 

担当者名 

（Instructor） 
山田 恭平(YAMADA KYOHEI) 

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） 
MIB6011 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course will provide general guidance in preparing a thesis. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Students will learn the followings: (1) how to prepare a thesis proposal (research objectives, questions and hypotheses, research 

approaches, data collection methods; types of data analyses); (2) how to conduct a literature survey; (3) how to collect data and 

information for the research 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. How to prepare a thesis proposal 1: research background and objectives 

3. How to prepare a thesis proposal 2: research questions and hypotheses 

4. How to prepare a thesis proposal 3: research approaches (exploratory, descriptive, and causal research) 

5. Presenting a thesis proposal 

6. How to make a research plan 1 

7. How to make a research plan 2 

8. How to conduct a literature survey 1: journal articles, books and reports 

9. How to conduct a literature survey 2: online search engines 

10. How to collect data and information 1: secondary and primary data 

11. How to collect data and information 2: survey research and experimental research 

12. How to conduct data analysis 1: descriptive analyses 

13. How to conduct data analysis 2: software programs and empirical analyses 

14. Presenting a research plan 

 

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

Preparing a thesis proposal, conducting a literature survey, preparing a research plan 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Presentation of a thesis proposal(40%)/Presentation of a research plan(40%)/Class participation(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

Required texts will be announced in the class. 

 

参考文献（Readings） 

Recommended texts will be announced in the class. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KT051 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
自動登録／Master's Thesis Supervision 2 

担当者名 

（Instructor） 
秋田 隆裕(AKITA TAKAHIRO) 

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） 
MIB6011 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course will provide general guidance in preparing a thesis. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Students will learn the followings: (1) how to prepare a thesis proposal (research objectives, questions and hypotheses, research 

approaches, data collection methods; types of data analyses); (2) how to conduct a literature survey; (3) how to collect data and 

information for the research 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. How to prepare a thesis proposal 1: research background and objectives 

3. How to prepare a thesis proposal 2: research questions and hypotheses 

4. How to prepare a thesis proposal 3: research approaches (exploratory, descriptive, and causal research) 

5. Presenting a thesis proposal 

6. How to make a research plan 1 

7. How to make a research plan 2 

8. How to conduct a literature survey 1: journal articles, books and reports 

9. How to conduct a literature survey 2: online search engines 

10. How to collect data and information 1: secondary and primary data 

11. How to collect data and information 2: survey research and experimental research 

12. How to conduct data analysis 1: descriptive analyses 

13. How to conduct data analysis 2: software programs and empirical analyses 

14. Presenting a research plan 

 

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

Preparing a thesis proposal, conducting a literature survey, preparing a research plan 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Presentation of a thesis proposal(40%)/Presentation of a research plan(40%)/Class participation(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

Required texts will be announced in the class. 

 

参考文献（Readings） 

Recommended texts will be announced in the class. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KT052 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
自動登録／Master's Thesis Supervision 2 

担当者名 

（Instructor） 
片岡 光彦(KATAOKA MITSUHIKO) 

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） 
MIB6011 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course will provide general guidance in preparing a thesis. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Students will learn the followings: (1) how to prepare a thesis proposal (research objectives, questions and hypotheses, research 

approaches, data collection methods; types of data analyses); (2) how to conduct a literature survey; (3) how to collect data and 

information for the research 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. How to prepare a thesis proposal 1: research background and objectives 

3. How to prepare a thesis proposal 2: research questions and hypotheses 

4. How to prepare a thesis proposal 3: research approaches (exploratory, descriptive, and causal research) 

5. Presenting a thesis proposal 

6. How to make a research plan 1 

7. How to make a research plan 2 

8. How to conduct a literature survey 1: journal articles, books and reports 

9. How to conduct a literature survey 2: online search engines 

10. How to collect data and information 1: secondary and primary data 

11. How to collect data and information 2: survey research and experimental research 

12. How to conduct data analysis 1: descriptive analyses 

13. How to conduct data analysis 2: software programs and empirical analyses 

14. Presenting a research plan 

 

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

Preparing a thesis proposal, conducting a literature survey, preparing a research plan 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Presentation of a thesis proposal(40%)/Presentation of a research plan(40%)/Class participation(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

Required texts will be announced in the class. 

 

参考文献（Readings） 

Recommended texts will be announced in the class. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KT053 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
自動登録／Master's Thesis Supervision 2 

担当者名 

（Instructor） 
山田 恭平(YAMADA KYOHEI) 

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） 
MIB6011 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course will provide general guidance in preparing a thesis. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Students will learn the followings: (1) how to prepare a thesis proposal (research objectives, questions and hypotheses, research 

approaches, data collection methods; types of data analyses); (2) how to conduct a literature survey; (3) how to collect data and 

information for the research 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. How to prepare a thesis proposal 1: research background and objectives 

3. How to prepare a thesis proposal 2: research questions and hypotheses 

4. How to prepare a thesis proposal 3: research approaches (exploratory, descriptive, and causal research) 

5. Presenting a thesis proposal 

6. How to make a research plan 1 

7. How to make a research plan 2 

8. How to conduct a literature survey 1: journal articles, books and reports 

9. How to conduct a literature survey 2: online search engines 

10. How to collect data and information 1: secondary and primary data 

11. How to collect data and information 2: survey research and experimental research 

12. How to conduct data analysis 1: descriptive analyses 

13. How to conduct data analysis 2: software programs and empirical analyses 

14. Presenting a research plan 

 

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

Preparing a thesis proposal, conducting a literature survey, preparing a research plan 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Presentation of a thesis proposal(40%)/Presentation of a research plan(40%)/Class participation(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

Required texts will be announced in the class. 

 

参考文献（Readings） 

Recommended texts will be announced in the class. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KT101 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
自動登録／Master's Thesis Supervision 3 

担当者名 

（Instructor） 
秋田 隆裕(AKITA TAKAHIRO) 

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） 
MIB6011 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course will provide general guidance in preparing a thesis. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Students will learn the followings: (1) how to prepare a thesis proposal (research objectives, questions and hypotheses, research 

approaches, data collection methods; types of data analyses); (2) how to conduct a literature survey; (3) how to collect data and 

information for the research 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. How to prepare a thesis proposal 1: research background and objectives 

3. How to prepare a thesis proposal 2: research questions and hypotheses 

4. How to prepare a thesis proposal 3: research approaches (exploratory, descriptive, and causal research) 

5. Presenting a thesis proposal 

6. How to make a research plan 1 

7. How to make a research plan 2 

8. How to conduct a literature survey 1: journal articles, books and reports 

9. How to conduct a literature survey 2: online search engines 

10. How to collect data and information 1: secondary and primary data 

11. How to collect data and information 2: survey research and experimental research 

12. How to conduct data analysis 1: descriptive analyses 

13. How to conduct data analysis 2: software programs and empirical analyses 

14. Presenting a research plan 

 

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

Preparing a thesis proposal, conducting a literature survey, preparing a research plan 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Presentation of a thesis proposal(40%)/Presentation of a research plan(40%)/Class participation(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

Required texts will be announced in the class. 

 

参考文献（Readings） 

Recommended texts will be announced in the class. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KT102 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
自動登録／Master's Thesis Supervision 3 

担当者名 

（Instructor） 
片岡 光彦(KATAOKA MITSUHIKO) 

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） 
MIB6011 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course will provide general guidance in preparing a thesis. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Students will learn the followings: (1) how to prepare a thesis proposal (research objectives, questions and hypotheses, research 

approaches, data collection methods; types of data analyses); (2) how to conduct a literature survey; (3) how to collect data and 

information for the research 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. How to prepare a thesis proposal 1: research background and objectives 

3. How to prepare a thesis proposal 2: research questions and hypotheses 

4. How to prepare a thesis proposal 3: research approaches (exploratory, descriptive, and causal research) 

5. Presenting a thesis proposal 

6. How to make a research plan 1 

7. How to make a research plan 2 

8. How to conduct a literature survey 1: journal articles, books and reports 

9. How to conduct a literature survey 2: online search engines 

10. How to collect data and information 1: secondary and primary data 

11. How to collect data and information 2: survey research and experimental research 

12. How to conduct data analysis 1: descriptive analyses 

13. How to conduct data analysis 2: software programs and empirical analyses 

14. Presenting a research plan 

 

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

Preparing a thesis proposal, conducting a literature survey, preparing a research plan 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Presentation of a thesis proposal(40%)/Presentation of a research plan(40%)/Class participation(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

Required texts will be announced in the class. 

 

参考文献（Readings） 

Recommended texts will be announced in the class. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KT103 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
自動登録／Master's Thesis Supervision 3 

担当者名 

（Instructor） 
山田 恭平(YAMADA KYOHEI) 

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） 
MIB6011 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course will provide general guidance in preparing a thesis. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Students will learn the followings: (1) how to prepare a thesis proposal (research objectives, questions and hypotheses, research 

approaches, data collection methods; types of data analyses); (2) how to conduct a literature survey; (3) how to collect data and 

information for the research 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. How to prepare a thesis proposal 1: research background and objectives 

3. How to prepare a thesis proposal 2: research questions and hypotheses 

4. How to prepare a thesis proposal 3: research approaches (exploratory, descriptive, and causal research) 

5. Presenting a thesis proposal 

6. How to make a research plan 1 

7. How to make a research plan 2 

8. How to conduct a literature survey 1: journal articles, books and reports 

9. How to conduct a literature survey 2: online search engines 

10. How to collect data and information 1: secondary and primary data 

11. How to collect data and information 2: survey research and experimental research 

12. How to conduct data analysis 1: descriptive analyses 

13. How to conduct data analysis 2: software programs and empirical analyses 

14. Presenting a research plan 

 

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

Preparing a thesis proposal, conducting a literature survey, preparing a research plan 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Presentation of a thesis proposal(40%)/Presentation of a research plan(40%)/Class participation(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

Required texts will be announced in the class. 

 

参考文献（Readings） 

Recommended texts will be announced in the class. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KT151 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
自動登録／Master's Thesis Supervision 4 

担当者名 

（Instructor） 
秋田 隆裕(AKITA TAKAHIRO) 

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） 
MIB6011 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course will provide general guidance in preparing a thesis. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Students will learn the followings: (1) how to prepare a thesis proposal (research objectives, questions and hypotheses, research 

approaches, data collection methods; types of data analyses); (2) how to conduct a literature survey; (3) how to collect data and 

information for the research 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. How to prepare a thesis proposal 1: research background and objectives 

3. How to prepare a thesis proposal 2: research questions and hypotheses 

4. How to prepare a thesis proposal 3: research approaches (exploratory, descriptive, and causal research) 

5. Presenting a thesis proposal 

6. How to make a research plan 1 

7. How to make a research plan 2 

8. How to conduct a literature survey 1: journal articles, books and reports 

9. How to conduct a literature survey 2: online search engines 

10. How to collect data and information 1: secondary and primary data 

11. How to collect data and information 2: survey research and experimental research 

12. How to conduct data analysis 1: descriptive analyses 

13. How to conduct data analysis 2: software programs and empirical analyses 

14. Presenting a research plan 

 

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

Preparing a thesis proposal, conducting a literature survey, preparing a research plan 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Presentation of a thesis proposal(40%)/Presentation of a research plan(40%)/Class participation(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

Required texts will be announced in the class. 

 

参考文献（Readings） 

Recommended texts will be announced in the class. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KT152 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
自動登録／Master's Thesis Supervision 4 

担当者名 

（Instructor） 
片岡 光彦(KATAOKA MITSUHIKO) 

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） 
MIB6011 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course will provide general guidance in preparing a thesis. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Students will learn the followings: (1) how to prepare a thesis proposal (research objectives, questions and hypotheses, research 

approaches, data collection methods; types of data analyses); (2) how to conduct a literature survey; (3) how to collect data and 

information for the research 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. How to prepare a thesis proposal 1: research background and objectives 

3. How to prepare a thesis proposal 2: research questions and hypotheses 

4. How to prepare a thesis proposal 3: research approaches (exploratory, descriptive, and causal research) 

5. Presenting a thesis proposal 

6. How to make a research plan 1 

7. How to make a research plan 2 

8. How to conduct a literature survey 1: journal articles, books and reports 

9. How to conduct a literature survey 2: online search engines 

10. How to collect data and information 1: secondary and primary data 

11. How to collect data and information 2: survey research and experimental research 

12. How to conduct data analysis 1: descriptive analyses 

13. How to conduct data analysis 2: software programs and empirical analyses 

14. Presenting a research plan 

 

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

Preparing a thesis proposal, conducting a literature survey, preparing a research plan 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Presentation of a thesis proposal(40%)/Presentation of a research plan(40%)/Class participation(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

Required texts will be announced in the class. 

 

参考文献（Readings） 

Recommended texts will be announced in the class. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KT153 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
自動登録／Master's Thesis Supervision 4 

担当者名 

（Instructor） 
山田 恭平(YAMADA KYOHEI) 

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） 
MIB6011 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course will provide general guidance in preparing a thesis. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Students will learn the followings: (1) how to prepare a thesis proposal (research objectives, questions and hypotheses, research 

approaches, data collection methods; types of data analyses); (2) how to conduct a literature survey; (3) how to collect data and 

information for the research 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. How to prepare a thesis proposal 1: research background and objectives 

3. How to prepare a thesis proposal 2: research questions and hypotheses 

4. How to prepare a thesis proposal 3: research approaches (exploratory, descriptive, and causal research) 

5. Presenting a thesis proposal 

6. How to make a research plan 1 

7. How to make a research plan 2 

8. How to conduct a literature survey 1: journal articles, books and reports 

9. How to conduct a literature survey 2: online search engines 

10. How to collect data and information 1: secondary and primary data 

11. How to collect data and information 2: survey research and experimental research 

12. How to conduct data analysis 1: descriptive analyses 

13. How to conduct data analysis 2: software programs and empirical analyses 

14. Presenting a research plan 

 

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

Preparing a thesis proposal, conducting a literature survey, preparing a research plan 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Presentation of a thesis proposal(40%)/Presentation of a research plan(40%)/Class participation(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

Required texts will be announced in the class. 

 

参考文献（Readings） 

Recommended texts will be announced in the class. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KT201 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
KT201／Research Methodology 

担当者名 

（Instructor） 
山田 恭平(YAMADA KYOHEI) 

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） 
MIB6211 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The primary objective of the course is to familiarize students with practical methods and tools useful for conducting 

independent research projects. I expect students to be able to critically evaluate scholarly works (being good consumers) as 

well as design and implement research projects (being good producers). The methods and tools acquired in the course should 

help students complete their master’s theses. 

 

授業の内容（Course Contents） 

We will first study basic ideas of social scientific research. We will then focus on the following four methods and tools: (1) 

survey, (2) randomized experiment, (3) case study, and (4) data management using Stata. For each of these methods, we will 

learn the methodology and study its practical applications. The course will be based primarily on lectures.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. Social scientific reasoning 

3. Social scientific reasoning 

4. Survey 

5. Survey 

6. Survey 

7. Presentation (1)  

8. Randomized experiment 

9. Randomized experiment 

10. Data management using Stata 

11. Data management using Stata 

12. Case study 

13. Reading journal articles from other sub-fields 

14. Presentation (2)  

 

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 and encouraged to read reference materials.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Attendance and participation(20%)/Data management exercise(20%)/Two presentations(30%)/Research proposal(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

None 

 

参考文献（Readings） 

1. McDaniel, Carl, and Roger Gates. 2013. Marketing Research (International Student Version). John Wiley & Sons 

2. Rea, Louis M., and Richard A. Parker.. 2005. Designing and Conducting Survey Research: A Comprehensive Guide (Third 
Edition). Jossey-Bass 

3. Gerring, John. 2007. Case Study Research: Principles and Practices. Cambridge University Press 

4. Gerber, Alan S., and Donald P. Green.. 2012. Field Experiments: Design, Analysis, and Interpretation. W.W. Norton 

Other reference materials will be announced in the first meeting.  

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KT211 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
KT211／Applied Microeconomics 

担当者名 

（Instructor） 
林 經洋(LIN CHINGYANG) 

学期 

（Semester） 
秋学期２(Fall Semester2) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MIB6211 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course covers the intermediate-level microeconomics concepts and the empirical applications. These contents are the 

foundations for policy analysis and essential to other applied elective courses. Students will learn the knowledge and tools 

required for their thesis research.   

 

授業の内容（Course Contents） 

We first study the framework/model to analyze consumers and firms behavior. To further explore the policy effects on the 

aggregate economy, we study the concept of general equilibrium. Moreover, to understand the interactions between firms' 

strategy, or between different interest groups, we study the concept of game theory and Nash equilibrium. In addition, we will 

also cover several topics on the experimental economics. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Preference and utility 

2. Utility maximization and choice  

3. Demand relationships among goods  

4. Uncertainty 

5. Production function and cost function   

6. Profit maximization and cost minimization   

7. Partial equilibrium Model   

8. General equilibrium and welfare (I)  

9. General equilibrium and welfare (II)  

10. Monopoly Market  

11. Game theory   

12. Imperfect competition and firms' strategy 

13. Externality and public goods   

14. Topics on experimental economics 

 

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

Readings on reference books and selected papers. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/Homework(10%)/Presentation(20%)/Midterm(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Walter Nicholson and Christopher M. Snyder. 2011. Microeconomic Theory: Basic Principles and Extensions 11 ed.  . 

Cengage Learning (ISBN:1111525536) 

 

参考文献（Readings） 

1. Dr. Dan Ariely. 2010. Predictably Irrational, Revised and Expanded Edition: The Hidden Forces That Shape Our Decisions . 
Harper Perennial (ISBN:0061353248) 

2. Steven D. Levitt and Stephen J. Dubner. 2009. Freakonomics: A Rogue Economist Explores the Hidden Side of Everything  . 

William Morrow Paperbacks (ISBN:0060731338) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

There will be a Google drive public course folder. The related information will be announced in the class.   

 

注意事項（Notice） 
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■KT221 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
KT221／Statistics for Economics and Management 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

To provide the full scope of the fundamental topics in statistics for economic and 

business analysis. 

担当者名 

（Instructor） 
片岡 光彦(KATAOKA MITSUHIKO) 

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） 
MIB6211 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Statistics is the science of learning from data, and of measuring, controlling, and communicating uncertainty. (Davidian, M. and 

Louis, T. A., Science, 06 Apr 2012).  

This course introduces basic concepts in probability and statistics as a tool for empirical analysis in the issues of economics, 

business, and public management for the students at MIB and MPMA program. The ultimate goal of this course is to enhance 

the students’ quantitative analytical skills in writing term papers and master’s dissertations.  

 

授業の内容（Course Contents） 

This course provides the full scope of the fundamental topics within statistics and covers descriptive statistics, basic 

probability theory, estimation, hypothesis testing, and regression analysis.  

It is a lecture-based course with some class discussions. The computer workshop that introduces widely-used statistical 

software (Stata) plans to be scheduled during the sessions. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction and overview (Descriptive statistics)  

2. Probability  

3. Discrete random variables and probability distribution  

4. Continuous random variables and probability distribution  

5. Sampling distribution  

6. Point and interval estimation  

7. Hypothesis testing  

8. Mid-term test 

9. Computer workshop I   

10. Least squares and simple regression (1)  

11. Least squares and simple regression (2)  

12. Multiple regression  

13. Computer workshop II 

14. Final test 

 

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

Statistics is an essential subject for all MPMA students for studying an econometrics; However, students at MIB program also 

can take this course.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/Class participation(10%)/Homework assignment(30%)/Mid-term test(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Newbold, Carlson & Thorne. 2012. Statistics for Business and Economics, 8th edition. Pearson Education (ISBN:978-

0273767060) 

This is a worldwide best-selling textbook covering the fundamental topics in statistics. Due to time constraints, this course 

cannot cover all chapters of the book; however, I strongly recommend purchasing a copy. Note that there is one copy in the 

library. 

 

参考文献（Readings） 

TBA 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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This course provides weekly homework assignments. 

 

注意事項（Notice） 
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■KT231 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
KT231／Applied Econometrics 

担当者名 

（Instructor） 
陣内 悠介(JINNAI YUSUKE) 

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） 
MIB6211 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course provides an introduction to econometric models with their applications. After completing this course, students will 

understand how to conduct data analysis. 

 

授業の内容（Course Contents） 

This course covers from basic probability and statistics to fundamental econometric concepts. In class, we will discuss 

theoretical foundation, implementation of models, and interpretation of results. Students will also study causal inference through 

empirical examples and exercises. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction to Econometrics 

2. Review of probability and statistics (1) 

3. Review of probability and statistics (2) 

4. Hypothesis testing (1) 

5. Hypothesis testing (2) 

6. Simple regression model (1) 

7. Simple regression model (2) 

8. Midterm test 

9. Multiple regression analysis: Estimation (1) 

10. Multiple regression analysis: Estimation (2) 

11. Multiple regression analysis: Inference (1) 

12. Multiple regression analysis: Inference (2) 

13. Binary variables 

14. Heteroskedasticity 

 

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

Review course materials every week. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Class discussion(10%)/Quiz(20%)/Midterm test(30%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Jefferey M. Wooldridge. 2016. ntroductory Econometrics: Modern Approach. Cengage Learning (ISBN:9781305270107) 

 

参考文献（Readings） 

1. Joshua D. Angrist and Jörn-Steffen Pischke. 2014. Mastering 'Metrics: The Path from Cause to Effect. Princeton University 

Press (ISBN:9780691152844) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KT241 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
KT241／Mathematics for Economics and Management 

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） 
MIB6211 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 

Course schedule  *Course will be held on the following dates. 

10/1,10/8,10/15,10/22,10/29,11/12,11/26 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course introduces a variety of fundamental mathematical tools that are essential for successful graduate-level study in 

economics, management, and related social issues. 

 

授業の内容（Course Contents） 

This course is designed to introduce fundamental analytical tools for economic analysis. Examples and motivation are drawn 

from topics in economic and management issues. This course includes non-linear functions, sequence and series, differentiation, 

constrained and unconstrained optimization, integration, and matrix algebra. We also study the basic concept of differential 

equations. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Function 

2. Sequence and series I 

3. Sequence and series II 

4. Differentiation I 

5. Differentiation II 

6. Optimization I 

7. Optimization II 

8. Optimization III 

9. Optimization IV 

10. Integration I 

11. Integration II 

12. Differential equations 

13. Matrix algebra I 

14. Matrix algebra II 

 

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

Problem sets will be assigned, collected, and graded. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Problem sets(30%)/Quizzes(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Edward T. Dowling. 2012. Introduction to Mathematical Economics. McGraw Hill (ISBN:9780071762519) 

2. Sydsaeter, K., Hammond, P., Strom, A.. 2012. Essential Mathematics for Economic Analysis. Pearson (ISBN:9780273760689) 

This course has no required textbooks, but students are recommended to read the above texbooks. 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KT251 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
KT251／Public Administration 

担当者名 

（Instructor） 
山田 恭平(YAMADA KYOHEI) 

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） 
MIB6211 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course examines the workings of governments in democratic countries. It explains basic institutional characteristics of 

democratic countries, reviews theories, and examines relevant empirical works.  In addition to learning institutions and politics, 

I expect students to become familiar with social scientific reasoning, critically evaluate academic books and articles, and 

examine the government and politics in their countries from a comparative perspective.  

 

There are a number of dimensions in the study of governments and public administration. This course primarily deals with 

institutions and politics. It supplements and is supplemented by other courses in the MPMA, such as Public Management, Public 

Policy, and Public Finance and Budgeting.  

 

授業の内容（Course Contents） 

We will go over basic skills of social scientific research and study fundamental institutional features of democratic countries. 

The course is based primarily on lectures. Students are expected to come to class, having finished the week's required reading 

materials, and prepared to answer questions and participate in the discussions. Students are also encouraged to keep up with 

current events related to government and politics.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. Social scientific research 

3. Regime types 

4. Presidential and parliamentary systems 

5. Electoral rules 

6. Variations in institutional characteristics across countries 

7. Presentation 1 

8. Intergovernmental relations and decentralization 

9. Accountability, political competition, and policy outputs 

10. Bureaucrats and politicians 

11. Welfare states 

12. Presentation 2 

13. Politics and government in Japan: institutions 

14. Politics and government in Japan: political competition 

 

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

For each week, students are expected to finish reading the required reading materials before class.  They are also required to 

deliver presentations and complete  writing assignments.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Attendance and participation(20%)/Presentation(20%)/Mid-term writing assignment(30%)/Research Proposal(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. Caramani, Daniele. 2014. Comparative Politics, Third Edition. Oxford University Press 

2. Lijphart, Arend. 2012. Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries. Yale University 

Press 

3. Rodden, Jonathan. 2006. Hamilton's Paradox: The Promise and Peril of Fiscal Federalism. Cambridge University Press 

4. Ramseyer, J Mark, and Frances McCall Rosenbluth. 1993. Japan's Political Marketplace. Princeton University Press 

Other reading materials will be announced in the first session.  
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KT261 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
KT261／Public Management 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Public Management 

担当者名 

（Instructor） 
チャン Ｙ．(CHANG YONGJIN) 

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） 
MIB6211 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Public managers are asked to actively resolve various administrative problems through diverse management strategies. In order 

for Master’s students to be prepared as effective public managers, this course designed with emphasis on two objectives: 

understanding of key concepts in public management theories and application of theories to real world problems. At the end of 

the course, students are expected to be strong on both theory and practice.  

 

授業の内容（Course Contents） 

This course encompasses key dimensions of organizing and managing public organizations, such as organizational goals and 

effectiveness, power, decision making, and strategy, organizational structure, design, motivation, values, organizational culture, 

leadership, organizational communication and conflict, organizational change and development.  

 

This course will use a variety of learning opportunities, including lecture, discussion, individual and group exercise, case 

analyses, student research, and presentation. Students will learn theories of public management from core readings. The 

instructor will give lectures to cover the core readings. All students should read core readings prior to the class. The instructor 

will encourage students to share their thoughts and ideas in class in order to promote students to apply theories to their work 

experiences.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction & The Challenge of Effective Public Organization and Management 

2. Organizational Goals and Effectiveness 

3. Formulating and Achieving Purpose: Power, Decision Making, and Strategy 

4. Organizational Structure & Design 

5. Information Technology and Social Media 

6. Understanding People in Public Organizations: Motivation and Motivation Theory 

7. Mid Term Paper 

8. Understanding People in Public Organizations: Values, Incentives, and Work-Related Attitudes 

9. Leadership  

10. Organizational Culture 

11. Teamwork: Understanding Communication and Conflict in Groups  

12. Managing Organizational Change and Development 

13. Administrative Ethics & Corruption 

14. Group Presentation  

 

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

Reading class materials, writing two individual papers and one group paper  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(20%)/Mid-term paper(25%)/Final Paper(25%)/Presentation(10%)/Participation and Attendance(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Rainey, Hal G.. 2014. Understanding and Managing Public Organizations . Jossey-Bass (ISBN:111858371X) 

 

参考文献（Readings） 

Articles will be assigned in the first class.  

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■KT271 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
KT271／Public Finance and Budgeting 

担当者名 

（Instructor） 
リム，スンフ(LIM SEUNGHOO) 

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） 
MIB6211 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The student in this class should learn to: Understand the political, economic, legal, organizational, and cultural dimensions of 

public budgeting; Describe key processes, institutions, and actors in the budget process; Understand the functions that public 

budget and budgeting serve; Appreciate differences in the orientation of alternative budget systems; Identify and discuss major 

revenue sources and expenditure categories of public budget; Understand key concepts, practices and challenges in revenue 

forecasting, capital budgeting and debt management; Assess a government’s actual budget practices according to the 

recommended set of budgeting standards; Appreciate the rationales and realities of intergovernmental fiscal relations in 

developing as well as developed countries; and Analyze budget trends of public organizations.  

 

授業の内容（Course Contents） 

Public budget is the most distilled statement of what government does with its price tag attached. It is a policy document as 

well as a financial plan that serves control, management and planning purposes, linking considerations of raising resources from 

the economy and spending priorities setting. And, public budgeting is how the government decides on and executes its budgets, 

which not only is essentially a political process, but also requires substantial understandings and skills in financial management. 

This course aims to improve students’ understanding of how government at different levels manages its purse, money from 

taxpayers and citizens, for better results, equipping students with both theoretical perspectives and practical analytical skills. 

The topics covered include, but are not limited to, budgetary institutions and process, roles of key budget actors and decision-

makers, budgetary constraints, budget systems and reform, key revenue sources and forecasting, capital budgeting, debt 

management, intergovernmental fiscal relations, and a diverse set of skills and tools in preparing and implementing budgets. 

Students will be given practical opportunities to evaluate a government’s budget in reference to budgeting and financial 

management principles learned from the class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction and Course Arrangements  

2. Intro to Public Budgeting: Structure and Functions  

3. History and Theories of Public Budgeting & the Federal Government 1 

4. History and Theories of Public Budgeting & the Federal Government 2 

5. State & Local Budgeting  

6. Politics and Public Budgeting: Executive Preparation and Legislative Consideration 1 

7. Politics and Public Budgeting: Executive Preparation and Legislative Consideration 2 

8. Mid-Term Test 

9. Bureaucracy and Public Budgeting: Budget Execution 1 

10. Bureaucracy and Public Budgeting: Budget Execution 2 

11. Reforms and Public Budgeting: Line Item, Performance, and Program Budgeting 

12. Performance and Public Budgeting: Performance-Based Budgeting  

13. Tax Policy, Intergovernmentalism, and Public Budgeting  

14. Research Project Presentation  

 

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

1. Biweekly Homework 

2. Final Research Paper, Budget Reform Paper, or Essay 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/Homework(15%)/Participation(15%)/Mid-term Test(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Katherine G. Willoughby. 2014. Public Budgeting in Context: Structure, Law, Reform, and Results. Jossey-Bass 

2. Jay E. Ryu. 2014. The Public Budgeting and Finance Primer: Key Concepts in Fiscal Choice. M. E. Sharpe 
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参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 187 - 

■KT301 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
KT301／Quantitative Methods for Policy Analysis 

担当者名 

（Instructor） 
秋田 隆裕(AKITA TAKAHIRO) 

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） 
MIB6211 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course is designed to provide students with a working knowledge of quantitative techniques for economic and management 

decision problems. Stress is placed on problem formulation in decision-making situations, and the interpretations of the problem 

solution results. Solution procedures will be discussed also to facilitate the interpretations, but not in a rigorous manner. 

 

授業の内容（Course Contents） 

The course aims, in particular, to enhance the students' problem solving capacity in economic and management decision 

problems with the aid of management science techniques. For that purpose, a number of (small and large) cases will be 

presented and discussed in the class. Topics covered in the course include decision analysis, linear programming (LP), LP 

network models (transportation and transshipment models), and integer programming. Excel, LINGO and LINDO running on 

Windows are used to solve linear, integer, and network models. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Course Introduction 

2. Decision Analysis 1 

3. Decision Analysis 2 

4. Models and Modelling, LP (Linear Programming) Formulation, and Graphical Method for Solving LP Problems 

5. LP Applications and Model Formulations 

6. Computer Lab. Session 1 (Excel, LINDO and LINGO for LP Models)  

7. Simplex Method 

8. Duality and Sensitivity & Parametric Analysis 

9. Computer Lab. Session 2 (Excel, LINDO and LINGO for LP Models) 

10. Case: Red Brand Canners (A) 

11. Midterm Test 

12. LP Network Models (Transportation and Transshipment Models): Formulation 

13. Case: Hollingsworth Paper Co. (HPC) 

14. Integer Programming: IP Applications and Formulations 

 

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

All the students are responsible for the lecture material and the required readings. Regular assignments (readings, cases, and 

exercises) are scheduled for each class session. It is important to complete the assigned readings prior to each class session. 

Weekly or bi-weekly homework sets will be assigned.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Midterm Test(40%)/最終レポート(Final Report)(40%)/Homework(10%)/Class participation(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Taylor III, Bernard W.. 2016. Introduction to Management Science12th ed.. Pearson Education (ISBN:9780133778847) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Since this course is a graduate level course and some parts are very technical, you need to have some understanding of basic 

mathematics. 

 

注意事項（Notice） 
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■KT311 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
KT311／Project Cycle Management 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Participatory Planning and Evaluation method 

担当者名 

（Instructor） 
湊 直信(MINATO NAONOBU) 

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） 
MIB6211 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Project Cycle Management Course is designed to provide students with a practical and academic knowledge of the management 

method, skill and tool for development projects in developing countries.  Students will learn several steps of participatory 

planning method. 

 

授業の内容（Course Contents） 

We will start with the role of development projects and project management. We will focus on Project Cycle Management that is 

one of management methods widely used at the international development communities. The method includes participatory 

planning, implementing and monitoring, and evaluating stages of development projects.  

The course introduces visual and written cases and lectures’ experience, which enables students to understand how projects 

are planned, monitored and evaluated in the local context. Some important concepts in terms of project management such as 

participatory development, ownership by stakeholders, institutional development, gender issue, environmental aspects, 

appropriate technologies and refugee issue will be discussed. 

It is expected that students would contributed on discussion based on your knowledge and experiences in terms of development 

in your own country.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction of Project Cycle Management Course 

2. Stakeholders Analysis by using case study  

3. Problem Analysis 

4. Problem Analysis 

5. Objective Analysis 

6. Group presentation of problem tree and objective tree 

7. Project Selection based on Objective Tree 

8. Project Design Matrix 

9. Project Design Matrix 

10. Group Presentation for Project Design Matrix 

11. Mid-term test 

Appraisal and Plan of Operation 

12. Monitoring 

13. Project Evaluation Model 

14. Summary of the course 

 

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

Group Assignment 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/Mid-term test(30%)/Participation on discussion(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. FASID. 2008. Project Cycle Managment Participatory Planning. FASID 

 

参考文献（Readings） 

1. FASID. 2016. Project Cycle Management Monitoring and Evaluation. FASID 

2. Akiyama and Minato. 2003. International Development Assistance: Evolution and Prospects. FASID (ISSN:ISSN 1348-0561) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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Written case and Video 

 

注意事項（Notice） 
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■KT321 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
KT321／Public Private Partnership 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
- Collaborative public service deliveries between public and private sectors - 

担当者名 

（Instructor） 
荒川 潤(ARAKAWA JUN) 

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） 
MIB6211 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Major objectives of the course is to learn 1) basic theories and practices of Public Private Partnership (PPP), collaborative 

public service deliveries between public and private sectors, in the context of government reforms, and 2) actual PPP examples 

in students’ own countries through mini researches for a presentation required in the class. 

 

授業の内容（Course Contents） 

The “Public Private Partnership (PPP)” is an introductory course, and composed of (1) lectures on the theories, the practices 

and cases in PPP, (2) student presentations and (3) discussions. For (2), students are required to provide a 15-minite 

presentation on an actual PPP example as a part of government reform in his/her own country.  Through the course, students 

would be able to increase their options in delivering public services when they return to real world. For those who have a 

background with private sector, the course would help to think about business opportunities with public sector. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction: Background of PPP 

2. Various PPP schemes 

3. PPP practice (1): Outsourcing 

4. Case study (1) 

5. PPP practice (2): Private Finance Initiative (PFI) 

6. Case study (2) 

7. PPP practice (3): Concession 

8. Case study (3) 

9. PPP practice (4): Market testing, Insourcing 

10. Case study (4) 

11. “PPP Failure” and PPP governance 

12. “PPP Failure” and PPP governance 

13. Privatization and other PPP schemes 

14. Conclusion: Challenges and future direction of PPP 

 

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

Explorative learning will be announced as needed. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/Student Presentation(20%)/Active Participation into Course Discussions(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. E. S. Savas. 1999. Privatization and Public-Private Partnerships. CQ Press (ISBN:978-1566430739) 

2. Stephen P. Osborne. 2009. The New Public Governance?: Emerging Perspectives on the Theory and Practice of Public 
Governance. Routledge (ISBN:978-0415494632) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KT331 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
KT331／Local Government and Public Services 

担当者名 

（Instructor） 
山田 恭平(YAMADA KYOHEI) 

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） 
MIB6211 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Local government provides a wide range of services today. By taking this course, I expect students to become familiar with 

theoretical and empirical works on local governments and the roles they play in providing public goods and services. I also 

emphasize social scientific reasoning and expect students to be able to critically evaluate scholarly works as well as to 

complete independent research projects. 

 

授業の内容（Course Contents） 

We will discuss topics related to local government, such as decentralization, democratic accountabilities, the size of local 

governments, and the impacts of broader structural changes. We will also examine local government in Japan in order to relate 

theories and findings in the academic literature with local governments in the real world context. For each topic covered in the 

course, I will first deliver a lecture, followed by student presentations and discussions based on the assigned reading materials.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. Size of local government: theory 

3. Size of local government: evidence 

4. Accountability and the provision of public services: theory 

5. Accountability and the provision of public services: evidence 

6. Intergovernmental relations and decentralization: theory 

7. Intergovernmental relations and decentralization: evidence 

8. Changes in intergovernmental relations 

9. Government and governance: political culture 

10. Government and governance: broader structural changes 

11. Experiment-based studies of local government 

12. Local government in Japan: history and institutions  

13. Local government in Japan: politics 

14. Group presentation 

 

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

For each week, students are expected to finish reading the required reading materials before class.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Attendance and participation(20%)/Group presentation(20%)/Individual presentations(30%)/Research paper(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. Alesina, Alberto, and Enrico Spolaore. 2003. The Size of Nations. MIT Press 

2. Dahl, Robert A., and Edward R. Tufte. 1973. Size and Democracy. Stanford University Press 

3. Manor, James. 1999. The Political Economy of Democratic Decentralization. World Bank Publications 

4. Triesman, Daniel. 2007. The Architecture of Government: Rethinking Decentralization. Cambridge University Press 

5. Rodden, Jonathan. 2006. Hamilton's Paradox: The Promise and Peril of Fiscal Federalism. Cambridge University Press 

6. Putnam, Robert D. 1993. Making Democracy Work. Princeton University Press 

7. Rae, Douglas W. 2003. City: Urbanism and Its End. Yale University Press 

Other reading materials will be announced in the first week. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■KT341 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
KT341／Public Policy 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Basic Concepts and Japanese Cases 

担当者名 

（Instructor） 
益田 直子(MASUDA NAOKO) 

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） 
MIB6211 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

As a result of this course, the student will be able to: 

・understand basic concepts in the field of public policy, 

・connect basic concepts and cases, 

・know some key areas of current Japanese public policies. 

 

授業の内容（Course Contents） 

This course provides a description of basic concepts in the field of public policy and some key areas of current Japanese public 

policies. The course also encourages students to appropriately use those concepts in explaining cases in practice. The course 

emphasizes the clear communication of ideas through not only class discussion, but also writing.   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction to This Course 

2. Why Study Public Policy? (1) 

3. Why Study Public Policy? (2) 

4. Understanding Public Policy (1) 

5. Understanding Public Policy (2) 

6. The Policy Context (1) 

7. The Policy Context (2) 

8. Policy and Program Evaluation (1) 

9. Policy and Program Evaluation (2) 

10. International Development Policy-A guest speaker who is an expert of international development policies and cases will 

deliver a lecture.  

11. Budget policy-A guest speaker who is an expert of Japanese budget policy and institution will deliver a lecture.  

12. Lessons from the Fukushima Nuclear Accident 

13. Human resource policy-A guest speaker who is an expert of Japanese human resource policy and institution will deliver a 

lecture.  

14. Discussing current Japanese public policies based on the students’ short essays. 

 

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

Students will complete an assignment and discuss the topic of each class based on their preparation of assignments (ex. Finding 

cases of the policy cycle framework, Answering study questions ,Explaining briefly policy context of students’ own counties).  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(35%)/Participation(10%)/Assignments(40%)/Analyzing an policy/program evaluation report(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Howlett, Michael, M. Ramesh, and Anthony Perl. 2009. Studying Public Policy: Policy Cycles & Policy Subsystems, Third 
Edition. Oxford University Press 

 

参考文献（Readings） 

1. Kraft, E. Michael and Scott R. Furlong. 2015. Public Policy: Politics, Analysis, and Alternatives. SAGE Publications 

2. Adachi, Yukio, Sukehiro Hosono and Jun Iio. 2015. Policy Analysis in Japan. Policy Press 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Notice: The policies of this syllabus may be changed by the instructor with advance notice. 
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注意事項（Notice） 
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■KT351 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
KT351／Japanese Politics 

担当者名 

（Instructor） 
山田 恭平(YAMADA KYOHEI) 

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） 
MIB6211 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Japan has experienced major political, economic, and social changes in the last several decades. This course seeks to enhance 

students’ understanding of contemporary politics in Japan. I also emphasize social scientific reasoning and comparative 

perspective. Thus, I expect students to be able to critically evaluate scholarly works on Japanese Politics as well as examine 

Japan in comparison with other countries.  

 

授業の内容（Course Contents） 

For each week, we focus on a specific topic useful for understanding politics in contemporary Japan. Based on the reading 

materials, lecture, and in-class discussions, we examine the topic of the week.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. Historical background: From the Meiji Restoration to the World War II 

3. Liberal Democratic Party and the 1955 system 

4. Political economy of the rapid economic growth 

5. Election campaigning 

6. Politics of the electoral reform 

7. Globalization and political economy of contemporary Japan 

8. Local government and intergovernmental relations 

9. Local politics 

10. Demographic challenges and silver democracy 

11. Japan's international relations 

12. Additional topic 

13. Student presentation 

14. Field trip to the Diet 

 

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, having finished the require reading materials of the week, and actively participate in 

the discussions. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Attendance and participation(20%)/Presentation (1)(25%)/Presentation (2)(25%)/Writing assignment(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

None 

 

参考文献（Readings） 

1. Curtis, Gerald L.. 1971. Election Campaigning, Japanese Style. Columbia University Press 

2. Ramseyer, J Mark, and Frances McCall Rosenbluth.. 1993. Japan's Political Marketplace. Harvard University Press 

3. Rosenbluth, Frances McCall, and Michael F. Thies.. 2010. Japan Transformed: Political Change and Economic Restructuring. 

Princeton University Press 

4. Schoppa, Leonard. 2006. Race for the Exits: The Unraveling of Japan’s System of Social Protection.. Cornell University Press 

Additional reading materials will be announced in the first meeting. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

■KT361 
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科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
KT361／Security Sector Analysis and Management 

担当者名 

（Instructor） 
ミョウ，M．(MAUNG AUNG MYOE) 

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） 
MIB6211 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

For students to understand how security policy is made and how to analyze its effectiveness 

 

授業の内容（Course Contents） 

This course examines the structures, processes, actors and norms in security sector management and in national security 

policymaking. The course will deal with the evolving meaning of national security from military security to comprehensive 

security, bases of national power and security culture, actors and interests in the national security community, strategy and 

implementation of national security policy through military, diplomatic and economic means, and security sector reform. The 

course is also designed to illustrate the practical aspect of national security policymaking and policy implementation.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Security Thoughts and Concepts 

2. Security Architectures: International Dimension 

3. Introduction to National Security Concepts 

4. Basic Elements in National Security Policy 

5. Actors in National Security Community 

6. Civil-Military Relations: Western Democracies 

7. Civil-Military Relations: Developing Countries 

8. Military Dimension of National Security Policy 

9. Diplomatic Dimension of National Security Policy 

10. Economic Dimension of National Security Policy 

11. Intelligence Agencies and National Security 

12. Security Challenges in the Developing World 

13. Terrorism and Non-Traditional Security Issues 

14. Security Sector Reform 

 

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

No outside of the class study 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/最終レポート(Final Report)(30%)/Class Presentation(25%)/Class Participation(15%) 

Students should be aware that class participation is important and every student is required to engage in paper presentation. 

 

テキスト（Textbooks） 

No specific textbook. Reading materials will be occasionally provided. 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KT381 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
KT381／Investment and Asset Pricing 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

This lecture gives a variety of  ideas for Investment and Asset pricing based on 

Modern Finance Theory. 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 誠(SUZUKI 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） 
MIB6211 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The purpose of this course is to introduce some concepts and techniques for Investment and Asset Pricing.  

Students will be expected to examine real economy issues with studied tools. 

 

授業の内容（Course Contents） 

There are three modules in this course. 1: Understand the Financial market and Theory, 2: Modeling and Applying to the real 

economic issues, 3: Team work to solve the problem with your classmate. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction: Explain this course and buck ground check for the knowledge of participants. 

2. Foundation of Finance: Some points on Micro -Economics 

3. Present value and Inflation: Study a concept of time value and relation between money and goods. 

4. Variety of the Price under Certainty: Modeling and Calculating the price.  

5. Interest rate: Find a lot of market bond yields and study how we use these yields for investment 

6. Investment Strategy for Bond: Conventional strategy and Immunization strategy. 

7. Equity Pricing: A price under uncertainty and Efficient Market Hypothesis. 

8. Rational Expectations: Capital Market Line and Security Market Line will be derived under market equilibrium. 

9. Theory of the Asset Pricing: Introduce Capital Asset Pricing Model by Harry Markowitz and Arbitrage Pricing Model. by 

Stephen Ross. 

10. Other Asset Pricing: Forward, Futures, Options and Swap trading. 

11. Option Pricing(1): Discrete Model ( Binomial Tree Model). 

12. Option Pricing(2): Continuous Model (Black= Sholes Model) 

13. Pricing for Investment: Concept of Internal Rate of Return. 

14. Asset pricing: Real option strategy will be applied for various asset pricing and investment opportunities. 

 

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

1. Students have to prepare the materials which will be covered the class. 

2. Two times case assignments will be required for students to research, discuss and debate with team. 

3. Tests will be taken place for encouraging students and to confirm the term which was covered at the class.   

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Mid term Test(20%)/Case Assignment (1)(20%)/Case Assignment (2)(20%)/Final Test(20%)/Class Participation(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Zvi Bodie. 2013. Investments (Paperback, 10th Edition). McGraw-Hill (ISBN:978-9339212056) 

If you need a Hard cover text book, you should order by yourself. 

 

参考文献（Readings） 

1. Edwin J. Elton. 2014. Modern Portfolio Theory and Investment Analysis 9th Edition. Wiely (ISBN:978-1118469941) 

2. Hull, John. 2014. Options, Futures, and Other Derivatives, 9th edition. Pearson (ISBN:978-0133456318) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KT401 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
KT401／Inequality and Poverty 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Inequality and Poverty: Measurement and Applications 

担当者名 

（Instructor） 
秋田 隆裕(AKITA TAKAHIRO) 

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） 
MIB6211 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course is designed to introduce measures of inequality and poverty and discuss their meaning and applications. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Students will learn the following topics: growth-inequality-poverty relationships, Kuznets hypothesis, meaning of inequality 

(income homogeneity, population homogeneity, and transfer principle), Lorenz curves and Lorenz comparisons, Lorenz-

consistent inequality measures and decomposable inequality measures, Gini coefficient and its decomposition by factor 

components, generalized entropy class of measures (e.g., Theil indices) and their decomposition by population sub-groups, Theil 

indices and the Kuznets process for urbanization and educational expansion, measurement of regional income inequalities, and 

measures of poverty such as the Foster-Greer-Thorbecke (FGT) index. Some STATA commands are introduced in computer 

workshops to conduct inequality and poverty analyses with actual household survey data. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Course Introduction; Relationship between Growth, Inequality, and Poverty 

2. Meaning of Inequality 

3. Measuring Economic Inequality 1: Lorenz Curves and Lorenz Comparisons 

4. Measuring Economic Inequality 2: Lorenz-consistent Inequality Measures and Decomposable Inequality Measures 

5. Measuring Economic Inequality 3: Gini Coefficient, Coefficient of Variation and their Decomposition by Income Sources 

6. Measuring Economic Inequality 4: Generalized Entropy Class of Measures (e.g., Theil Indices) and Their Decomposition by 

Population Sub-groups 

7. Measuring Economic Inequality 5: Weighted Coefficient of Variation, Theil Indices, and Their Applications to the 

Measurement of Regional Income Inequalities 

8. Computer Workshop 1 

9. Measuring Poverty 1: Head Count Ratio and Foster-Greer-Thorbecke (FGT) Index 

10. Measuring Poverty 2: Head Count Ratio and Foster-Greer-Thorbecke (FGT) Index 

11. Midterm Test 

12. Computer Workshop 2 

13. Student Presentation 1 

14. Student Presentation 2 

 

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

Some homework sets will be assigned. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/Midterm Test(40%)/Class Participation(10%)/Homework Assignments(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

None 

 

参考文献（Readings） 

1. Anand, Sudhir. 1983. Inequality and Poverty in Malaysia: Measurement and Decomposition. Oxford University Press 

(ISBN:0195201531) 

2. Fields, Gary S.. 2001. Distribution and Development: A New Look at the Developing World. MIT Press (ISBN:0262561530) 

3. Ray, Debraj. 1998. Development Economics. Princeton University Press (ISBN:0691017069) 

4. Sen, Amartya. 1997. On Economic Inequality. Prentice-Hall (ISBN:0198281935) 

5. Todaro, Michael P., and Stephen C. Smith. 2014. Economic Development, 12th ed. . Trans-Atlantic Publications 

(ISBN:1292002972) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KT411 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
KT411／Development Planning 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Multi-sector Models and Their Applications 

担当者名 

（Instructor） 
秋田 隆裕(AKITA TAKAHIRO) 

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） 
MIB6211 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course is designed to introduce some techniques and models of development planning and policy analysis in developing as 

well as developed countries. 

 

授業の内容（Course Contents） 

The course focuses on multi-sector models and their applications in development planning. Topics covered in the course 

include simple aggregate growth models (Harrod-Domer model and Solow growth model), national and regional input-output (I-

O) models, interregional and international I-O models, regional growth models (shift-share analysis), environmental I-O models, 

and environmental accounting (e.g., National Accounting Matrix including Environmental Accounts, a System of Integrated 

Environmental and Economic Accounting). MS-Excel and Gauss, running on MS Windows, will be used to conduct input-output 

analyses. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Course Introduction 

2. Aggregate Growth Model 1: Harrod Domer Model 

3. Aggregate Growth Model 2: Solow Growth Model 

4. Introduction to Matrix Algebra 

5. Introduction to I-O Models and Analyses 1: Basic Assumptions and Formulation 

6. Introduction to I-O Models and Analyses 2: Accounting for Imports and Exports; Open Models and Closed Models 

7. Computer Workshop 1; Multiplier Analyses 

8. Inter-industrial Linkage Analysis: Backward Linkage and Forward Linkage (based on Supply-Side I-O Models)  

9. Computer Workshop 2; Projecting I-O Coefficients: RAS Method (Non-Survey Method) 

10. Identifying Sources of Economic Growth 

11. Interregional and International I-O Models 

12. Midterm Test 

13. Analysis of Regional Structure and Growth: Location Quotient and Shift-Share Analysis 

14. Environmental I-O Models and Environmental Accounting 

 

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

Students are responsible for the lecture materials and the required readings. It is important to read the required readings prior 

to each class session. There will be a set of homework assignments. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Midterm Test(40%)/最終レポート(Final Report)(40%)/Homework(10%)/Class participation(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Miller, R. E., and P. Blair. 2009. Input-Output Analysis: Foundations and Extensions, 2nd edition. Cambridge University Press 

(ISBN:0521739020) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Since this course is a graduate level course and some parts are very technical, you need to have some understanding of basic 

mathematics. 

 

注意事項（Notice） 
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■KT421 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
KT421／Agricultural Economics and Policy Analysis 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Agriculture, poverty and economic growth 

担当者名 

（Instructor） 
小谷 浩示(KOTANI KOJI) 

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） 
MIB6211 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 

Intensive Course 

Course schedule  *Course will be held on the following dates. 

6/11，6/25(Time:9:00～14：45） 

6/16，6/23，7/7(Time:13:15～18：10） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

It is to deepen students’ understanding of how economics can be applied to analyze agricultural problems and of the 

relationship between agriculture, poverty and economic growth. 

 

授業の内容（Course Contents） 

This course explores the economic foundations for the economic growth transitioning from agrarian societies to industrial ones 

as well as for public policy analysis related to agricultural issues such as poverty reduction. The emphasis of this course is on 

agriculture, poverty and economic growth.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction of economics and agriculture, part 1 

2. Introduction of economics and agriculture, part 2 

3. Poverty and economic growth, part 1 

4. Poverty and economic growth, part 2 

5. Agricultural development for economic growth, part 1 

6. Agricultural development for economic growth, part 2 

7. Agriculture vs. industrialization: Policy debates, part 1 

8. Agriculture vs. industrialization: Policy debates, part 2 

9. Consumer theory in agricultural economics, part 1 

10. Consumer theory in agricultural economics, part 2 

11. Producer theory in agricultural economics, part 1 

12. Producer theory in agricultural economics, part 2 

13. Contemporary issues in agricultural economics and policy, part 1 

14. Contemporary issues in agricultural economics and policy, part 2 

15. Test 

 

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

Problem sets and quizzes 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/Problem sets and quizzes(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

Some textbooks and journal articles will be introduced in each class sessions. 

 

参考文献（Readings） 

Some textbooks and journal articles will be introduced in each class sessions. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KT431 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
KT431／Environmental Economics and Policy Analysis 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Environmental Economics and Policy Analysis 

担当者名 

（Instructor） 
小谷 浩示(KOTANI KOJI) 

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） 
MIB6211 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 

Intensive Course 

Course schedule  *Course will be held on the following dates. 

10/1，10/15，10/29，11/12，11/26(Time:15:00～19：50） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course equips students with basic knowledge and analytical skills of environmental economics and policy.  

 

授業の内容（Course Contents） 

This course explores the economic foundations for management and public policies of environmental problems such as natural 

resource depletion and pollution control. The emphasis of this course is on basic concepts and introduction of analytical tools 

for policy decision-making as well as generating research in environmental and natural resource economics. In particular, the 

course aims to deepen students' understanding of (i) why resource and environmental problems have occurred from the 

economic point of view, and (ii) what kind of policy tools, which are provided by economics and management science, can 

usefully be implemented to solve these problems. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction to environmental economics (Readings: Chapter 1 in Kolstad (2010) and Chapter 1 in Conrad (2010)) 

2. Introduction to environmental economics (Readings: Chapter 1 in Kolstad (2010) and Chapter 1 in Conrad (2010)) 

3. Renewable resource depletion (Readings: Chapter 3 in Conrad (2010) and Chapter 9 in Hanley et al. (2007)) 

4. Renewable resource depletion (Readings: Chapter 3 in Conrad (2010) and Chapter 9 in Hanley et al. (2007)) 

5. Non-renewable resource depletion (Readings: Chapter 5 in Conrad (2010) and Chapter 9 in Hanley et al. (2007)) 

6. Non-renewable resource depletion (Readings: Chapter 5 in Conrad (2010) and Chapter 9 in Hanley et al. (2007)) 

7. The concept of social efficiency in environmental economics (Readings: Chapter 4 in Kolstad (2010) and Chapter 8 in Field 

and Field (2006)) 

8. The concept of social efficiency in environmental economics (Readings: Chapter 4 in Kolstad (2010) and Chapter 8 in Field 

and Field (2006)) 

9. Public & environmental goods, negative externality and market failure (Readings: The sections of public goods, negative 

externality and market failure" in Varian (2007), and Chapter 5 in Kolstad (2010)) 

10. Public & environmental goods, negative externality and market failure (Readings: The sections of public goods, negative 

externality and market failure" in Varian (2007), and Chapter 5 in Kolstad (2010)) 

11. Property rights and environmental standards for pollution control (Readings: Chapter 6 in Kolstad (2010) and Chapter 11 in 

Field and Field (2006)) 

12. Property rights and environmental standards for pollution control (Readings: Chapter 6 in Kolstad (2010) and Chapter 11 in 

Field and Field (2006)) 

13. Environmental policy of economic incentives I: Tax & subsidy for pollution control (Readings: Chapter 8 in Kolstad (2010) 

and Chapter 12 in Field and Field (2006)) 

14. Environmental policy of economic incentives II: Marketable permits for pollution control (Readings: Chapter 9 in Kolstad 

(2010), Chapter 13 in Field and Field (2006), Cason and Gangadharan (2006) and Cason and Plott (1996).) 

15. Environmental policy of economic incentives II: Marketable permits for pollution control (Readings: Chapter 9 in Kolstad 

(2010), Chapter 13 in Field and Field (2006), Cason and Gangadharan (2006) and Cason and Plott (1996).) 

 

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

Students are expected to go through readings and quizzes assigned in each class.  

 

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)(10%)/In-class quizzes(50%) 

 

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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■KT441 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
KT441／International Finance 

担当者名 

（Instructor） 
柿中 真(KAKINAKA MAKOTO) 

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） 
MIB6211 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course is an introduction to open macroeconomics (or international finance); international capital flows, international 

monetary system, and their implications for economic policies for individual nations and the world as a whole.  

 

授業の内容（Course Contents） 

This course covers both a theory part and a policy part. We study international macroeconomic theory by building up an 

integrated model of exchange rate and output determination. In the second part of the course we will apply our analytical tools 

to a range of current and historical issues. These include the evolution of the international monetary system, macroeconomic 

policy coordination, optimum currency areas, global capital markets, and currency crises. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. Foreign exchange market I 

3. Foreign exchange market II 

4. Price levels and exchange rates 

5. Goods market and exchange rates 

6. Fixed exchange rate regime and market intervention 

7. Midterm test 

8. Financial crisis I 

9. Financial crisis II 

10. International monetary systems 

11. Macroeconomic policy coordination 

12. Optimum currency areas 

13. International capital flows 

14. Final test 

 

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

Problem sets 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/最終レポート(Final Report)(30%)/Problem sets(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

Some textbooks and articles are introduced in class. 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KT451 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
KT451／Urban and Regional Economics 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

To provide the full scope of the fundamental topics within urban and regional 

economics. 

担当者名 

（Instructor） 
片岡 光彦(KATAOKA MITSUHIKO) 

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） 
MIB6211 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course aims to provide the full scope of the fundamental topics of regional science and to present a picture of how theory 

relates to the problems and solutions.  

In this course, students can develop skills and knowledge to use analytical models to formulate the research questions and to 

apply theoretical concepts to undertake relevant empirical work. This course enhances the students’ analytical skills in writing 

term papers and master's dissertations. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Regional science consisting of urban economics and regional economics, emphasizes more the spatial dimensions in analysis 

than other branches of economics. Urban economics deals with the economic aspects of urban issues such as location behavior 

of firms and individuals, agglomeration effects, spatial structures, land use, public policy, and government finance. Regional 

economics deals with the regional problems such as regional economic growth, regional industrial linkage, interregional 

inequalities of income and factor endowment, and interregional trade and migration.   

This course covers the major topics of urban economics and regional economics, given time constraints. This course also 

delivers the computer workshop to develop the students’ quantitative analytical skills.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Principles and concepts of urban and regional economics  

2. Location behavior of a single firm in the completive economy 

3. Location behavior of duopoly firms  

4. Urban agglomeration: Industrial clustering/dispersion  

5. Regional economic analysis: Keynesian approach 

6. Regional economic analysis: Input-output model approach  

7. Regional economic analysis: Neoclassical perspectives  

8. Computer workshop for regional economic analysis  

9. Interregional income inequality: Measurement and determinants 

10. Mid-term test 

11. Interregional income inequality: Spatial data analysis  

12. Computer workshop for interregional income inequality 

13. Regional unemployment disparities 

14. Presentations of research assignment and wrap-up session     

 

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

All the students are responsible for the lecture material and the required readings. It is important to complete the assigned 

readings prior to each class session. Weekly or bi-weekly homework sets will be assigned.   

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/Class participation(10%)/Homework assignment(20%)/Mid-term test(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Arthur O'Sullivan. 2008. Urban Economics,8th ed.. McGraw-Hill (ISBN:0071086684) 

2. Philip McCann. 2008. Modern Urban and Regional Economics. Oxford University Press (ISBN:9780199582006) 

3. Martin Armstrong and Jim Taylor. 2000. Regional Economics and Policy. Wiley-Blackwell, (ISBN:0631217134) 

4. Manfred M. Fischer and Jinfeng Wang. 2011. Spatial Data Analysis: Models, Methods and Techniques (SpringerBriefs in 
Regional Science). Springer (ISBN:3642217192) 

 

参考文献（Readings） 
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1. Jan K. Brueckner. 2012.. Lectures on Urban Economics. MIT press (ISBN:8120347528) 

2. Mary E. Edwards. 2007. Regional and Urban Economics and Economic Development: Theory and Methods. Auerbach 

Publications (ISBN:084938317X) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Note that this course is a graduate level course and some parts are very technical. The students need to have some 

understanding of basic mathematics and statistics.  

 

注意事項（Notice） 
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■KT461 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
KT461／Japanese Economy 

担当者名 

（Instructor） 
片岡 光彦(KATAOKA MITSUHIKO) 

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） 
MIB6211 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

After the mid-nineteenth century, Japan successfully modernized the institutional political and economic systems from the 

feudal order as the first country outside Europe and North America. By the 1960s, the nation experienced the rapid economic 

growth and became the world's second largest economy (after the United States) despite the economic crisis after the defeat 

of the World War II. This miraculous growth is regarded as a good guide for other developing countries.  

This course presents a picture of how theory in economics relates to the problems, reviewing its development process, 

fundamental policy issues, and contemporary business environment in Japan. The ultimate goal of this course is to expand the 

students’ analytical frameworks for the master’s theses. 

 

授業の内容（Course Contents） 

This course consists of the following two parts: (1) lectures on development process after the end of the feudal Japan and (2) 

lectures on several important domestic policy issues and contemporary business environment in Japan.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. The gateway to the Japanese Economy  

2. Economic and industrial development (1): Traditional society (The rise of the Samurai and Edo Tokugawa period) 

3. Economic and industrial development (2): Pre-condition to take-off (Transition from Feudalism to Western Capitalism) 

4. Economic and industrial development (3): Take-off (Meiji restoration and government-led industrialization)   

5. Economic and industrial development (4): Driving to maturity (From the late Meiji to the wartime economy) 

6. Economic and industrial development (5): American occupation, reform and reconstruction (Rinsing from the ashes)  

7. Economic and industrial development (6): High mass consumption (Postwar rapid economic growth) 

8. Aging society: Economic consequences of depopulation 

9. Mid-term test 

10. The role of the government in economic development 

11. Industrial organization: "Keiretsu" 

12. Industrial relations: "Life-time employment system"  

13. Filed Trip to the financial district or the manufacturing plant   

14. Student presentation and wrap-up session 

 

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

Students are expected to read the designated textbook chapters and other reading materials before each class session.   

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Class participation and discussion(30%)/Mid-term test(30%)/Final research presentation(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Allen C. G.. 2010. Short Economic History of Modern Japan. Routledge (ISBN:0415607035) 

2. Flath D. 2014. The Japanese Economy, Third Edition. Oxford University press (ISBN:019870240X) 

3. Mosk C.. 2007. Japanese Economic Development: Markets, Norms, Structures. Routledge (ISBN:0415771587) 

 

参考文献（Readings） 

1. Francks P.. 2015. Japanese economic development: theory and practice, Third edition,. Nissan Institute/Routledge Japanese 

studies series. (ISBN:0415739349) 

2. Ito T.. 1991. The Japanese Economy. The MIT Press (ISBN:0262090295) 

3. Nakamura T.. 1995. The Postwar Japanese Economy, 2nd Edition. University of Tokyo Press (ISBN:0860085147) 

4. Yoshihara K.. 1979. Japanese Economic Development: A Short Introduction . Oxford University Press (ISBN:0195839595) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■KT471 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
KT471／Development Economics 

担当者名 

（Instructor） 
片岡 光彦(KATAOKA MITSUHIKO) 

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） 
MIB6211 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course equips students with the various fundamental theories of development economics that presents a picture of how 

theory relates to the actual problems in the developing nations. The ultimate goal of this course is to expand the students’ 

analytical frameworks for the master desertions.  

 

授業の内容（Course Contents） 

Development economics is a branch of economics that deals with the economic aspects of the development process in low-

income countries and covers various policy issues such as growth, poverty, inequality, education, fertility, urbanization, rural 

stagnation, rural-urban migration, environmental decay, trade, investment, government role in the market economy, development 

aid, and so on. The social and political factors of development economics frequently play more significant roles in its analysis 

than those of other branches of economics. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. What is development economics good for?  

2. Classic theory of economic development and historical perspective 

3. The Solow neoclassical growth model 

4. The new growth theory 

5. Poverty, inequality, and development (1) 

6. Poverty, inequality, and development (2) 

7. Population growth (1) 

8. Population growth (2) 

9. Rural-urban migration and urbanization 

10. Mid-term test  

11. Education and human capital 

12. Market versus control 

13. Trade and Industrialization 

14. Presentations of research assignment and wrap-up session 

 

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

Students are expected to read the designated textbook chapters and other reading materials before each class session.   

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Class participation and discussion(30%)/Mid-term test(30%)/Research assignment(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Todaro Michael P. and Smith Stephen. 2014. Economic Development, 12th ed. . Pearson (ISBN:1292002972) 

2. Dwight P. et al.. 2012. Economics of Development, 7th.ed. . W. W. Norton & Company (ISBN:0393114953) 

 

参考文献（Readings） 

1. Ray D.. 1988. Development Economics, 1st ed.. Princeton University Press (ISBN:0691017069) 

2. Basu K.. 2003. Analytical Development Economics. MIT Press (ISBN:0262523442) 

3. Schaffner J.. 2013. Development Economics: Theory, Empirical Research, and Policy Analysis. Wiley (ISBN:0470599391) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

■KT501 
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科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
KT501／Cross Section and Panel Data Analysis 

担当者名 

（Instructor） 
ウォン，Ｃ．(WONG CHUN YEE) 

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） 
MIB6211 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Upon successful completion of the course, students should be able to: 

・demonstrate an understanding of the key concepts of microeconometrics that can be applied to analyze cross-sectional and 

panel data, 

• use computational skills to perform data analyses, and 

• critically evaluate and discuss empirical research. 

 

授業の内容（Course Contents） 

This course is to provide students with econometric theory and computational skills which are essential for data analysis. The 

emphasis will be placed on the application of the theory from a practical point. The course mainly builds upon the 

microeconometric methods including the linear and non-linear regressions, panel data analysis and the limited dependent 

variable models, and students will learn how to use Stata to conduct model estimations. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Multiple linear regression (MLR) model revisited 

2. Multiple regression analysis: instrumental variables estimation 

3. Pooled cross sections: difference-in-differences analysis 

4. Panel data analysis: first-differenced estimation 

5. Panel data analysis: fixed effects estimation 

6. Panel data analysis: random effect estimation 

7. Binary response: linear probability model 

8. Binary response: latent variable framework 

9. Binary response: Logit and Probit models (I) 

10. Binary response: Logit and Probit models (II) 

11. Corner solution response: Tobit model 

12. Qualitative dependent variables: Multinomial Response Model (I) 

13. Qualitative dependent variables: Multinomial Response Model (II) 

14. Other topics (time permitting) 

 

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

Explorative learning will be announced on “Blackboard” after the course registration. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Final Exam(40%)/Assignments(30%)/Short paper(25%)/Class participation(5%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Jeffery M. Wooldridge. 2016. Introductory Econometrics: A Modern Approach. South-Western CENGALE Learning 

(ISBN:9781305270107) 

2. A. Colin Cameron and Pravin K. Trivedi. 2010. Microeconometrics Using Stata Revised ed.. Stata Press (ISBN:978-1-59718-

073-3) 

 

参考文献（Readings） 

1. Jeffery M. Wooldridge. 2001. Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data 2nd ed.. MIT Press 

(ISBN:9780262232197) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

■KT511 
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科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
KT511／Special Topics in MPMA 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Economic Modeling for Policy Analysis 

担当者名 

（Instructor） 
ユスフ，アリフ(YUSUF ARIEF ANSHORY) 

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） 
MIB6211 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

After finishing this course, students are expected to be able to use a standard computable general equilibrium (CGE) model, 

implemented using Gempack software, to analyze economy-wide impact of various policies or economic shocks. Despite its 

focus on standard CGE modeling, students will also be introduced to other kinds of economic models as well as extensions of 

the standard CGE modeling such as multi-regional or multi-households CGE models. This course will provide students with 

understanding of the theoretical basis as well as practical skills in CGE modeling to be used in their future research such as 

master dissertations as well as in their career after they graduate.  

 

授業の内容（Course Contents） 

This course will begin with the discussion on the case for economic modeling in general and CGE modeling in particular. Then it 

will provide students with the microeconomic foundations of CGE models which include consumers theory, producers theory 

and the theory of general equilibrium. The course then will train students on the computer implementation of general equilibrium 

models using Gempack software from the simplest one (a 2 sectors, 2 factors CGE models) to the generic but realistic CGE 

models. The course will guide students on how to use CGE models for their own research to be reported as the final papers. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Why models? The need and relevance of economic modeling 

2. Input-Output Table: A model and data basis for CGE modeling (Homework on Input-Output analysis) 

3. Theory of consumers demand: A theoretical foundation for CGE model and Microsimulation models 

4. Microsimulation model with consumers demand system: Distributional impact of economic policies (Homework on 

distributional effect of fuel subsidy) 

5. Producers theory as a basis for CGE modeling 

6. Introduction to Gempack software and linearization (Homework on linearizing nested production function) 

7. The 2 sectors and 2 factors (2x2) general equilibrium model (Homework on linearizing 2x2 model) 

8. Implementing 2x2 general equilibrium model with Gempack (Computers Hands-on) 

9. MINIMAL model: extending 2x2 model (Homework using MINIMAL CGE model for policy analysis) 

10. ORANI-G and CRUSOE model: Theoretical basis 

11. Constructing and understanding database for CRUSOE models (Homework on research proposal using CRUSOE) 

12. Research workshop: Presentation and discussion of students research proposal using CRUSOE model 

13. Extension: Multi-household and multi-regional CGE models 

14. Introduction to TERM model: a bottom-up inter-regional CGE models (Computer Hands-on) 

 

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

This course is designed mainly for MPMA students; however, the students at MiB program that have studied the intermediate 

microeconomics can take this course. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Class participation(10%)/Homework assignment(20%)/Mid-term paper(30%)/Final paper(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

As this is very specialized course, no specific text books will be used in this course. 

 

参考文献（Readings） 

1. Miller, Ronald E., and Peter D. Blair.. 2009. Input-output analysis: foundations and extensions. Cambridge University Press 

(ISBN:0521739020) 

2. Nicholson, Walter, and Christopher M. Snyder. 2014. Intermediate microeconomics and its application. Cengage Learning 

(ISBN:1133189024) 

3. Horridge, Mark, Brian R. Parmenter, and Ken R. Pearson. 2000. ORANI-G: A general equilibrium model of the Australian 
economy. Centre of Policy Studies 
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4. Horridge, Mark, and A. Powell. 2001. "Minimal: A Simplified General Equilibrium Model" Australia: Centre of Policy Studies and 
Impact Project. Monash University. Melbourne 

5. Horridge, Mark, John Madden, and Glyn Wittwe. 2005. "The impact of the 2002–2003 drought on Australia" Journal of Policy 

Modeling. Elsevier 

6. Poi, Brian P.. 2012. "Easy demand-system estimation with quaids" Stata Journal. Stata 

7. Yusuf, Arief A.. 2006.  "Constructing Indonesian social accounting matrix for distributional analysis in the CGE modelling 
framework"  

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Note that this course is a graduate level course and some parts are very technical, you need to have some understanding of 

basic calculus, and basic computer skills. 

 

注意事項（Notice） 
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■KT601 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
その他／Advanced Seminar1 

担当者名 

（Instructor） 
柿中 真(KAKINAKA MAKOTO) 

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） 
MIB6211 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course will provide general guidance in preparing a thesis. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Students will learn the followings: (1) how to prepare a thesis proposal (research objectives, questions and hypotheses, research 

approaches, data collection methods; types of data analyses); (2) how to conduct a literature survey; (3) how to collect data and 

information for the research 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. How to prepare a thesis proposal 1: research background and objectives 

3. How to prepare a thesis proposal 2: research questions and hypotheses 

4. How to prepare a thesis proposal 3: research approaches (exploratory, descriptive, and causal research) 

5. Presenting a thesis proposal 

6. How to make a research plan 1 

7. How to make a research plan 2 

8. How to conduct a literature survey 1: journal articles, books and reports 

9. How to conduct a literature survey 2: online search engines 

10. How to collect data and information 1: secondary and primary data 

11. How to collect data and information 2: survey research and experimental research 

12. How to conduct data analysis 1: descriptive analyses 

13. How to conduct data analysis 2: software programs and empirical analyses 

14. Presenting a research plan 

 

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

Preparing a thesis proposal, conducting a literature survey, preparing a research plan 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Presentation of a thesis proposal(40%)/Presentation of a research plan(40%)/Class participation(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

Required texts will be announced in the class. 

 

参考文献（Readings） 

Recommended texts will be announced in the class. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KT611 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
その他／Advanced Seminar2 

担当者名 

（Instructor） 
柿中 真(KAKINAKA MAKOTO) 

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） 
MIB6211 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course will provide general guidance in preparing a thesis. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Students will learn the followings: (1) how to prepare a thesis proposal (research objectives, questions and hypotheses, research 

approaches, data collection methods; types of data analyses); (2) how to conduct a literature survey; (3) how to collect data and 

information for the research 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. How to prepare a thesis proposal 1: research background and objectives 

3. How to prepare a thesis proposal 2: research questions and hypotheses 

4. How to prepare a thesis proposal 3: research approaches (exploratory, descriptive, and causal research) 

5. Presenting a thesis proposal 

6. How to make a research plan 1 

7. How to make a research plan 2 

8. How to conduct a literature survey 1: journal articles, books and reports 

9. How to conduct a literature survey 2: online search engines 

10. How to collect data and information 1: secondary and primary data 

11. How to collect data and information 2: survey research and experimental research 

12. How to conduct data analysis 1: descriptive analyses 

13. How to conduct data analysis 2: software programs and empirical analyses 

14. Presenting a research plan 

 

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

Preparing a thesis proposal, conducting a literature survey, preparing a research plan 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Presentation of a thesis proposal(40%)/Presentation of a research plan(40%)/Class participation(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

Required texts will be announced in the class. 

 

参考文献（Readings） 

Recommended texts will be announced in the class. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KT621 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
その他／Advanced Seminar3 

担当者名 

（Instructor） 
小谷 浩示(KOTANI KOJI) 

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） 
MIB6211 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course will provide general guidance in preparing a thesis. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Students will learn the followings: (1) how to prepare a thesis proposal (research objectives, questions and hypotheses, research 

approaches, data collection methods; types of data analyses); (2) how to conduct a literature survey; (3) how to collect data and 

information for the research 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. How to prepare a thesis proposal 1: research background and objectives 

3. How to prepare a thesis proposal 2: research questions and hypotheses 

4. How to prepare a thesis proposal 3: research approaches (exploratory, descriptive, and causal research) 

5. Presenting a thesis proposal 

6. How to make a research plan 1 

7. How to make a research plan 2 

8. How to conduct a literature survey 1: journal articles, books and reports 

9. How to conduct a literature survey 2: online search engines 

10. How to collect data and information 1: secondary and primary data 

11. How to collect data and information 2: survey research and experimental research 

12. How to conduct data analysis 1: descriptive analyses 

13. How to conduct data analysis 2: software programs and empirical analyses 

14. Presenting a research plan 

 

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

Preparing a thesis proposal, conducting a literature survey, preparing a research plan 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Presentation of a thesis proposal(40%)/Presentation of a research plan(40%)/Class participation(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

Required texts will be announced in the class. 

 

参考文献（Readings） 

Recommended texts will be announced in the class. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KT631 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
その他／Advanced Seminar4 

担当者名 

（Instructor） 
小谷 浩示(KOTANI KOJI) 

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） 
MIB6211 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course will provide general guidance in preparing a thesis. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Students will learn the followings: (1) how to prepare a thesis proposal (research objectives, questions and hypotheses, research 

approaches, data collection methods; types of data analyses); (2) how to conduct a literature survey; (3) how to collect data and 

information for the research 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. How to prepare a thesis proposal 1: research background and objectives 

3. How to prepare a thesis proposal 2: research questions and hypotheses 

4. How to prepare a thesis proposal 3: research approaches (exploratory, descriptive, and causal research) 

5. Presenting a thesis proposal 

6. How to make a research plan 1 

7. How to make a research plan 2 

8. How to conduct a literature survey 1: journal articles, books and reports 

9. How to conduct a literature survey 2: online search engines 

10. How to collect data and information 1: secondary and primary data 

11. How to collect data and information 2: survey research and experimental research 

12. How to conduct data analysis 1: descriptive analyses 

13. How to conduct data analysis 2: software programs and empirical analyses 

14. Presenting a research plan 

 

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

Preparing a thesis proposal, conducting a literature survey, preparing a research plan 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Presentation of a thesis proposal(40%)/Presentation of a research plan(40%)/Class participation(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

Required texts will be announced in the class. 

 

参考文献（Readings） 

Recommended texts will be announced in the class. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■QM101 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
工業経営論 

担当者名 

（Instructor） 
秋野 晶二(AKINO SHOJI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MBU7613 

言語 

（Language） 

英語または日本語 

(English or Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

ること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究のレビュー、方法論の修得、研究倫理及び各自の研究内容に関

する指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が

研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。 

 

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関連する先行研究等の収集、論文の執筆 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

「研究計画」に基づく研究業績により評価する(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■QM102 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
マーケティング論 

担当者名 

（Instructor） 
有馬 賢治(ARIMA KENJI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MBU7613 

言語 

（Language） 

英語または日本語 

(English or Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

ること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究のレビュー、方法論の修得、研究倫理及び各自の研究内容に関

する指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が

研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。 

 

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関連する先行研究等の収集、論文の執筆 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

「研究計画」に基づく研究業績により評価する(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■QM104 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
組織行動論（組織心理学）、リーダーシップ論、人材マネジメント 

担当者名 

（Instructor） 
石川 淳(ISHIKAWA JUN) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MBU7613 

言語 

（Language） 

英語または日本語 

(English or Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

ること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究のレビュー、方法論の修得、研究倫理及び各自の研究内容に関

する指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が

研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。 

 

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関連する先行研究等の収集、論文の執筆 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

「研究計画」に基づく研究業績により評価する(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■QM105 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
経営学，経営財務論 

担当者名 

（Instructor） 
亀川 雅人(KAMEKAWA MASATO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MBU7613 

言語 

（Language） 

英語または日本語 

(English or Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

ること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究のレビュー、方法論の修得、研究倫理及び各自の研究内容に関

する指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が

研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。 

 

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関連する先行研究等の収集、論文の執筆 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

「研究計画」に基づく研究業績により評価する(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■QM106 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
財務会計論，国際会計論 

担当者名 

（Instructor） 
松井 泰則(MATSUI YASUNORI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MBU7613 

言語 

（Language） 

英語または日本語 

(English or Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

ること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究のレビュー、方法論の修得、研究倫理及び各自の研究内容に関

する指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が

研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。 

 

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関連する先行研究等の収集、論文の執筆 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

「研究計画」に基づく研究業績により評価する(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■QM107 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
経営戦略論 

担当者名 

（Instructor） 
並木 伸晃(NAMIKI NOBUAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MBU7613 

言語 

（Language） 

英語または日本語 

(English or Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

ること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究のレビュー、方法論の修得、研究倫理及び各自の研究内容に関

する指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が

研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。 

 

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関連する先行研究等の収集、論文の執筆 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

「研究計画」に基づく研究業績により評価する(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■QM108 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
国際経営論，国際経営戦略論 

担当者名 

（Instructor） 
尾﨑 俊哉(OZAKI TOSHIYA) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MBU7613 

言語 

（Language） 

英語または日本語 

(English or Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

ること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究のレビュー、方法論の修得、研究倫理及び各自の研究内容に関

する指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が

研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。 

 

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関連する先行研究等の収集、論文の執筆 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

「研究計画」に基づく研究業績により評価する(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 225 - 

■QM110 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
経営情報論 

担当者名 

（Instructor） 
佐々木 宏(SASAKI HIROSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MBU7613 

言語 

（Language） 

英語または日本語 

(English or Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

ること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究のレビュー、方法論の修得、研究倫理及び各自の研究内容に関

する指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が

研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。 

 

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関連する先行研究等の収集、論文の執筆 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

「研究計画」に基づく研究業績により評価する(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■QM111 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
企業の社会的責任（CSR）研究 

担当者名 

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

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MBU7613 

言語 

（Language） 

英語または日本語 

(English or Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

ること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究のレビュー、方法論の修得、研究倫理及び各自の研究内容に関

する指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が

研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。 

 

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関連する先行研究等の収集、論文の執筆 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

「研究計画」に基づく研究業績により評価する(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■QM112 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
経営組織論，経営戦略論 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 秀一(SUZUKI SHUUICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MBU7613 

言語 

（Language） 

英語または日本語 

(English or Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

ること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究のレビュー、方法論の修得、研究倫理及び各自の研究内容に関

する指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が

研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。 

 

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関連する先行研究等の収集、論文の執筆 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

「研究計画」に基づく研究業績により評価する(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■QM113 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
流通システム論 

担当者名 

（Instructor） 
高岡 美佳(TAKAOKA MIKA) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MBU7610 

言語 

（Language） 

英語または日本語 

(English or Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

ること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究のレビュー、方法論の修得、研究倫理及び各自の研究内容に関

する指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が

研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。 

 

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関連する先行研究等の収集、論文の執筆 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

「研究計画」に基づく研究業績により評価する(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■QM118 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
多変量解析，統計計算 

担当者名 

（Instructor） 
山口 和範(YAMAGUCHI KAZUNORI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MBU7613 

言語 

（Language） 

英語または日本語 

(English or Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

ること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究のレビュー、方法論の修得、研究倫理及び各自の研究内容に関

する指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が

研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。 

 

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関連する先行研究等の収集、論文の執筆 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

「研究計画」に基づく研究業績により評価する(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■QM121 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
コミュニケーション研究，コミュニケーション戦略 

担当者名 

（Instructor） 
松本 茂(MATSUMOTO SHIGERU) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MBU7613 

言語 

（Language） 

英語または日本語 

(English or Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

ること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究のレビュー、方法論の修得、研究倫理及び各自の研究内容に関

する指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が

研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。 

 

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関連する先行研究等の収集、論文の執筆 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

「研究計画」に基づく研究業績により評価する(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■QM122 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ファイナンス，スポーツ経済学 

担当者名 

（Instructor） 
竹澤 伸哉(TAKEZAWA NOBUYA) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MBU7613 

言語 

（Language） 

英語または日本語 

(English or Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

ること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究のレビュー、方法論の修得、研究倫理及び各自の研究内容に関

する指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が

研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。 

 

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関連する先行研究等の収集、論文の執筆 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

「研究計画」に基づく研究業績により評価する(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■QM123 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
スポーツマーケティング 

担当者名 

（Instructor） 
辻 洋右(TSUJI YOSUKE) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MBU7613 

言語 

（Language） 

英語または日本語 

(English or Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

ること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究のレビュー、方法論の修得、研究倫理及び各自の研究内容に関

する指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が

研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。 

 

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関連する先行研究等の収集、論文の執筆 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

「研究計画」に基づく研究業績により評価する(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■QM124 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
メディア研究，ネットワーク論 

担当者名 

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

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MBU7613 

言語 

（Language） 

英語または日本語 

(English or Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

ること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究のレビュー、方法論の修得、研究倫理及び各自の研究内容に関

する指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が

研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。 

 

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関連する先行研究等の収集、論文の執筆 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

「研究計画」に基づく研究業績により評価する(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■QM125 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
財務会計論，国際会計論，学際的会計研究 

担当者名 

（Instructor） 
岡本 紀明(OKAMOTO NORIAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MBU7613 

言語 

（Language） 

英語または日本語 

(English or Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

ること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究のレビュー、方法論の修得、研究倫理及び各自の研究内容に関

する指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が

研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。 

 

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関連する先行研究等の収集、論文の執筆 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

「研究計画」に基づく研究業績により評価する(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■QM126 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
応用言語学，教育心理学 

担当者名 

（Instructor） 
トンプソン，Ｇ(THOMPSON GENE ROBERT) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MBU7613 

言語 

（Language） 

英語または日本語 

(English or Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

ること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究のレビュー、方法論の修得、研究倫理及び各自の研究内容に関

する指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が

研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。 

 

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関連する先行研究等の収集、論文の執筆 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

「研究計画」に基づく研究業績により評価する(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■QM127 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
人材開発論，組織開発論 

担当者名 

（Instructor） 
中原 淳(NAKAHARA JUN) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MBU7613 

言語 

（Language） 

英語または日本語 

(English or Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

ること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究のレビュー、方法論の修得、研究倫理及び各自の研究内容に関

する指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が

研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。 

 

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関連する先行研究等の収集、論文の執筆 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

「研究計画」に基づく研究業績により評価する(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■QM151 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
工業経営論 

担当者名 

（Instructor） 
秋野 晶二(AKINO SHOJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MBU7613 

言語 

（Language） 

英語または日本語 

(English or Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

ること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究のレビュー、方法論の修得、研究倫理及び各自の研究内容に関

する指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が

研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。 

 

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関連する先行研究等の収集、論文の執筆 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

「研究計画」に基づく研究業績により評価する(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■QM152 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
マーケティング論 

担当者名 

（Instructor） 
有馬 賢治(ARIMA KENJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MBU7613 

言語 

（Language） 

英語または日本語 

(English or Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

ること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究のレビュー、方法論の修得、研究倫理及び各自の研究内容に関

する指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が

研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。 

 

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関連する先行研究等の収集、論文の執筆 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

「研究計画」に基づく研究業績により評価する(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■QM154 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
組織行動論（組織心理学）、リーダーシップ論、人材マネジメント 

担当者名 

（Instructor） 
石川 淳(ISHIKAWA JUN) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MBU7613 

言語 

（Language） 

英語または日本語 

(English or Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

ること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究のレビュー、方法論の修得、研究倫理及び各自の研究内容に関

する指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が

研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。 

 

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関連する先行研究等の収集、論文の執筆 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

「研究計画」に基づく研究業績により評価する(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■QM155 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
経営学，経営財務論 

担当者名 

（Instructor） 
亀川 雅人(KAMEKAWA MASATO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MBU7613 

言語 

（Language） 

英語または日本語 

(English or Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

ること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究のレビュー、方法論の修得、研究倫理及び各自の研究内容に関

する指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が

研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。 

 

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関連する先行研究等の収集、論文の執筆 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

「研究計画」に基づく研究業績により評価する(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■QM156 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
財務会計論，国際会計論 

担当者名 

（Instructor） 
松井 泰則(MATSUI YASUNORI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MBU7613 

言語 

（Language） 

英語または日本語 

(English or Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

ること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究のレビュー、方法論の修得、研究倫理及び各自の研究内容に関

する指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が

研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。 

 

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関連する先行研究等の収集、論文の執筆 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

「研究計画」に基づく研究業績により評価する(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■QM157 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
経営戦略論 

担当者名 

（Instructor） 
並木 伸晃(NAMIKI NOBUAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MBU7613 

言語 

（Language） 

英語または日本語 

(English or Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

ること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究のレビュー、方法論の修得、研究倫理及び各自の研究内容に関

する指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が

研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。 

 

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関連する先行研究等の収集、論文の執筆 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

「研究計画」に基づく研究業績により評価する(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■QM160 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
経営情報論 

担当者名 

（Instructor） 
佐々木 宏(SASAKI HIROSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MBU7613 

言語 

（Language） 

英語または日本語 

(English or Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

ること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究のレビュー、方法論の修得、研究倫理及び各自の研究内容に関

する指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が

研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。 

 

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関連する先行研究等の収集、論文の執筆 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

「研究計画」に基づく研究業績により評価する(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■QM161 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
企業の社会的責任（CSR）研究 

担当者名 

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

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MBU7613 

言語 

（Language） 

英語または日本語 

(English or Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

ること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究のレビュー、方法論の修得、研究倫理及び各自の研究内容に関

する指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が

研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。 

 

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関連する先行研究等の収集、論文の執筆 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

「研究計画」に基づく研究業績により評価する(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■QM162 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
経営組織論，経営戦略論 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 秀一(SUZUKI SHUUICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MBU7613 

言語 

（Language） 

英語または日本語 

(English or Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

ること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究のレビュー、方法論の修得、研究倫理及び各自の研究内容に関

する指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が

研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。 

 

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関連する先行研究等の収集、論文の執筆 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

「研究計画」に基づく研究業績により評価する(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■QM163 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
流通システム論 

担当者名 

（Instructor） 
高岡 美佳(TAKAOKA MIKA) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MBU7610 

言語 

（Language） 

英語または日本語 

(English or Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

ること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究のレビュー、方法論の修得、研究倫理及び各自の研究内容に関

する指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が

研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。 

 

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関連する先行研究等の収集、論文の執筆 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

「研究計画」に基づく研究業績により評価する(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■QM168 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
多変量解析，統計計算 

担当者名 

（Instructor） 
山口 和範(YAMAGUCHI KAZUNORI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MBU7613 

言語 

（Language） 

英語または日本語 

(English or Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

ること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究のレビュー、方法論の修得、研究倫理及び各自の研究内容に関

する指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が

研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。 

 

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関連する先行研究等の収集、論文の執筆 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

「研究計画」に基づく研究業績により評価する(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■QM171 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
コミュニケーション研究，コミュニケーション戦略 

担当者名 

（Instructor） 
松本 茂(MATSUMOTO SHIGERU) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MBU7613 

言語 

（Language） 

英語または日本語 

(English or Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

ること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究のレビュー、方法論の修得、研究倫理及び各自の研究内容に関

する指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が

研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。 

 

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関連する先行研究等の収集、論文の執筆 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

「研究計画」に基づく研究業績により評価する(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■QM172 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ファイナンス，スポーツ経済学 

担当者名 

（Instructor） 
竹澤 伸哉(TAKEZAWA NOBUYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MBU7613 

言語 

（Language） 

英語または日本語 

(English or Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

ること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究のレビュー、方法論の修得、研究倫理及び各自の研究内容に関

する指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が

研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。 

 

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関連する先行研究等の収集、論文の執筆 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

「研究計画」に基づく研究業績により評価する(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■QM173 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
スポーツマーケティング 

担当者名 

（Instructor） 
辻 洋右(TSUJI YOSUKE) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MBU7613 

言語 

（Language） 

英語または日本語 

(English or Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

ること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究のレビュー、方法論の修得、研究倫理及び各自の研究内容に関

する指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が

研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。 

 

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関連する先行研究等の収集、論文の執筆 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

「研究計画」に基づく研究業績により評価する(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■QM174 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
メディア研究，ネットワーク論 

担当者名 

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

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MBU7613 

言語 

（Language） 

英語または日本語 

(English or Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

ること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究のレビュー、方法論の修得、研究倫理及び各自の研究内容に関

する指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が

研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。 

 

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関連する先行研究等の収集、論文の執筆 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

「研究計画」に基づく研究業績により評価する(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■QM175 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
財務会計論，国際会計論，学際的会計研究 

担当者名 

（Instructor） 
岡本 紀明(OKAMOTO NORIAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MBU7613 

言語 

（Language） 

英語または日本語 

(English or Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

ること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究のレビュー、方法論の修得、研究倫理及び各自の研究内容に関

する指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が

研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。 

 

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関連する先行研究等の収集、論文の執筆 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

「研究計画」に基づく研究業績により評価する(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■QM176 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
応用言語学，教育心理学 

担当者名 

（Instructor） 
トンプソン，Ｇ(THOMPSON GENE ROBERT) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MBU7613 

言語 

（Language） 

英語または日本語 

(English or Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

ること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究のレビュー、方法論の修得、研究倫理及び各自の研究内容に関

する指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が

研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。 

 

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関連する先行研究等の収集、論文の執筆 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

「研究計画」に基づく研究業績により評価する(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■QM177 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
人材開発論，組織開発論 

担当者名 

（Instructor） 
中原 淳(NAKAHARA JUN) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MBU7613 

言語 

（Language） 

英語または日本語 

(English or Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

ること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究のレビュー、方法論の修得、研究倫理及び各自の研究内容に関

する指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が

研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。 

 

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関連する先行研究等の収集、論文の執筆 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

「研究計画」に基づく研究業績により評価する(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■QM201 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導（副） 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
工業経営論 

担当者名 

（Instructor） 
秋野 晶二(AKINO SHOJI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MBU7613 

言語 

（Language） 

英語または日本語 

(English or Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

ること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究のレビュー、方法論の修得、研究倫理及び各自の研究内容に関

する指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が

研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。 

 

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関連する先行研究等の収集、論文の執筆 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

「研究計画」に基づく研究業績により評価する(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■QM202 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導（副） 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
マーケティング論 

担当者名 

（Instructor） 
有馬 賢治(ARIMA KENJI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MBU7613 

言語 

（Language） 

英語または日本語 

(English or Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

ること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究のレビュー、方法論の修得、研究倫理及び各自の研究内容に関

する指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が

研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。 

 

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関連する先行研究等の収集、論文の執筆 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

「研究計画」に基づく研究業績により評価する(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■QM204 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導（副） 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
組織行動論（組織心理学）、リーダーシップ論、人材マネジメント 

担当者名 

（Instructor） 
石川 淳(ISHIKAWA JUN) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MBU7613 

言語 

（Language） 

英語または日本語 

(English or Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

ること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究のレビュー、方法論の修得、研究倫理及び各自の研究内容に関

する指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が

研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。 

 

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関連する先行研究等の収集、論文の執筆 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

「研究計画」に基づく研究業績により評価する(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■QM205 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導（副） 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
経営学，経営財務論 

担当者名 

（Instructor） 
亀川 雅人(KAMEKAWA MASATO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MBU7613 

言語 

（Language） 

英語または日本語 

(English or Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

ること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究のレビュー、方法論の修得、研究倫理及び各自の研究内容に関

する指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が

研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。 

 

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関連する先行研究等の収集、論文の執筆 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

「研究計画」に基づく研究業績により評価する(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■QM206 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導（副） 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
財務会計論，国際会計論 

担当者名 

（Instructor） 
松井 泰則(MATSUI YASUNORI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MBU7613 

言語 

（Language） 

英語または日本語 

(English or Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

ること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究のレビュー、方法論の修得、研究倫理及び各自の研究内容に関

する指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が

研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。 

 

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関連する先行研究等の収集、論文の執筆 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

「研究計画」に基づく研究業績により評価する(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■QM207 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導（副） 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
経営戦略論 

担当者名 

（Instructor） 
並木 伸晃(NAMIKI NOBUAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MBU7613 

言語 

（Language） 

英語または日本語 

(English or Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

ること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究のレビュー、方法論の修得、研究倫理及び各自の研究内容に関

する指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が

研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。 

 

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関連する先行研究等の収集、論文の執筆 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

「研究計画」に基づく研究業績により評価する(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■QM208 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導（副） 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
国際経営論，国際経営戦略論 

担当者名 

（Instructor） 
尾﨑 俊哉(OZAKI TOSHIYA) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MBU7613 

言語 

（Language） 

英語または日本語 

(English or Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

ること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究のレビュー、方法論の修得、研究倫理及び各自の研究内容に関

する指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が

研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。 

 

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関連する先行研究等の収集、論文の執筆 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

「研究計画」に基づく研究業績により評価する(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■QM210 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導（副） 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
経営情報論 

担当者名 

（Instructor） 
佐々木 宏(SASAKI HIROSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MBU7613 

言語 

（Language） 

英語または日本語 

(English or Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

ること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究のレビュー、方法論の修得、研究倫理及び各自の研究内容に関

する指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が

研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。 

 

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関連する先行研究等の収集、論文の執筆 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

「研究計画」に基づく研究業績により評価する(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■QM211 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導（副） 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
企業の社会的責任（CSR）研究 

担当者名 

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

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MBU7613 

言語 

（Language） 

英語または日本語 

(English or Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

ること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究のレビュー、方法論の修得、研究倫理及び各自の研究内容に関

する指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が

研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。 

 

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関連する先行研究等の収集、論文の執筆 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

「研究計画」に基づく研究業績により評価する(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■QM212 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導（副） 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
経営組織論，経営戦略論 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 秀一(SUZUKI SHUUICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MBU7613 

言語 

（Language） 

英語または日本語 

(English or Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

ること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究のレビュー、方法論の修得、研究倫理及び各自の研究内容に関

する指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が

研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。 

 

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関連する先行研究等の収集、論文の執筆 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

「研究計画」に基づく研究業績により評価する(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■QM213 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導（副） 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
流通システム論 

担当者名 

（Instructor） 
高岡 美佳(TAKAOKA MIKA) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MBU7613 

言語 

（Language） 

英語または日本語 

(English or Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

ること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究のレビュー、方法論の修得、研究倫理及び各自の研究内容に関

する指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が

研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。 

 

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関連する先行研究等の収集、論文の執筆 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

「研究計画」に基づく研究業績により評価する(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 266 - 

■QM218 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導（副） 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
多変量解析，統計計算 

担当者名 

（Instructor） 
山口 和範(YAMAGUCHI KAZUNORI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MBU7613 

言語 

（Language） 

英語または日本語 

(English or Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

ること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究のレビュー、方法論の修得、研究倫理及び各自の研究内容に関

する指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が

研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。 

 

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関連する先行研究等の収集、論文の執筆 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

「研究計画」に基づく研究業績により評価する(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■QM221 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導（副） 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
コミュニケーション研究，コミュニケーション戦略 

担当者名 

（Instructor） 
松本 茂(MATSUMOTO SHIGERU) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MBU7613 

言語 

（Language） 

英語または日本語 

(English or Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

ること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究のレビュー、方法論の修得、研究倫理及び各自の研究内容に関

する指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が

研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。 

 

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関連する先行研究等の収集、論文の執筆 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

「研究計画」に基づく研究業績により評価する(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■QM222 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導（副） 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ファイナンス，スポーツ経済学 

担当者名 

（Instructor） 
竹澤 伸哉(TAKEZAWA NOBUYA) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MBU7613 

言語 

（Language） 

英語または日本語 

(English or Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

ること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究のレビュー、方法論の修得、研究倫理及び各自の研究内容に関

する指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が

研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。 

 

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関連する先行研究等の収集、論文の執筆 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

「研究計画」に基づく研究業績により評価する(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■QM223 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導（副） 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
スポーツマーケティング 

担当者名 

（Instructor） 
辻 洋右(TSUJI YOSUKE) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MBU7613 

言語 

（Language） 

英語または日本語 

(English or Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

ること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究のレビュー、方法論の修得、研究倫理及び各自の研究内容に関

する指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が

研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。 

 

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関連する先行研究等の収集、論文の執筆 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

「研究計画」に基づく研究業績により評価する(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■QM224 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導（副） 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
メディア研究，ネットワーク論 

担当者名 

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

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MBU7613 

言語 

（Language） 

英語または日本語 

(English or Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

ること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究のレビュー、方法論の修得、研究倫理及び各自の研究内容に関

する指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が

研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。 

 

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関連する先行研究等の収集、論文の執筆 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

「研究計画」に基づく研究業績により評価する(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■QM225 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導（副） 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
財務会計論，国際会計論，学際的会計研究 

担当者名 

（Instructor） 
岡本 紀明(OKAMOTO NORIAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MBU7613 

言語 

（Language） 

英語または日本語 

(English or Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

ること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究のレビュー、方法論の修得、研究倫理及び各自の研究内容に関

する指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が

研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。 

 

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関連する先行研究等の収集、論文の執筆 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

「研究計画」に基づく研究業績により評価する(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■QM226 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導（副） 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
応用言語学，教育心理学 

担当者名 

（Instructor） 
トンプソン，Ｇ(THOMPSON GENE ROBERT) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MBU7613 

言語 

（Language） 

英語または日本語 

(English or Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

ること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究のレビュー、方法論の修得、研究倫理及び各自の研究内容に関

する指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が

研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。 

 

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関連する先行研究等の収集、論文の執筆 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

「研究計画」に基づく研究業績により評価する(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■QM227 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導（副） 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
人材開発論，組織開発論 

担当者名 

（Instructor） 
中原 淳(NAKAHARA JUN) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MBU7613 

言語 

（Language） 

英語または日本語 

(English or Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

ること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究のレビュー、方法論の修得、研究倫理及び各自の研究内容に関

する指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が

研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。 

 

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関連する先行研究等の収集、論文の執筆 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

「研究計画」に基づく研究業績により評価する(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■QM251 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導（副） 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
工業経営論 

担当者名 

（Instructor） 
秋野 晶二(AKINO SHOJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MBU7613 

言語 

（Language） 

英語または日本語 

(English or Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

ること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究のレビュー、方法論の修得、研究倫理及び各自の研究内容に関

する指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が

研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。 

 

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関連する先行研究等の収集、論文の執筆 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

「研究計画」に基づく研究業績により評価する(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 275 - 

■QM252 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導（副） 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
マーケティング論 

担当者名 

（Instructor） 
有馬 賢治(ARIMA KENJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MBU7613 

言語 

（Language） 

英語または日本語 

(English or Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

ること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究のレビュー、方法論の修得、研究倫理及び各自の研究内容に関

する指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が

研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。 

 

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関連する先行研究等の収集、論文の執筆 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

「研究計画」に基づく研究業績により評価する(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■QM254 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導（副） 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
組織行動論（組織心理学）、リーダーシップ論、人材マネジメント 

担当者名 

（Instructor） 
石川 淳(ISHIKAWA JUN) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MBU7613 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

ること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究のレビュー、方法論の修得、研究倫理及び各自の研究内容に関

する指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が

研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。 

 

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関連する先行研究等の収集、論文の執筆 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

「研究計画」に基づく研究業績により評価する(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■QM255 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導（副） 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
経営学，経営財務論 

担当者名 

（Instructor） 
亀川 雅人(KAMEKAWA MASATO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MBU7613 

言語 

（Language） 

英語または日本語 

(English or Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

ること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究のレビュー、方法論の修得、研究倫理及び各自の研究内容に関

する指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が

研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。 

 

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関連する先行研究等の収集、論文の執筆 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

「研究計画」に基づく研究業績により評価する(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■QM256 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導（副） 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
財務会計論，国際会計論 

担当者名 

（Instructor） 
松井 泰則(MATSUI YASUNORI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MBU7613 

言語 

（Language） 

英語または日本語 

(English or Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

ること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究のレビュー、方法論の修得、研究倫理及び各自の研究内容に関

する指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が

研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。 

 

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関連する先行研究等の収集、論文の執筆 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

「研究計画」に基づく研究業績により評価する(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■QM257 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導（副） 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
経営戦略論 

担当者名 

（Instructor） 
並木 伸晃(NAMIKI NOBUAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MBU7613 

言語 

（Language） 

英語または日本語 

(English or Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

ること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究のレビュー、方法論の修得、研究倫理及び各自の研究内容に関

する指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が

研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。 

 

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関連する先行研究等の収集、論文の執筆 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

「研究計画」に基づく研究業績により評価する(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■QM260 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導（副） 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
経営情報論 

担当者名 

（Instructor） 
佐々木 宏(SASAKI HIROSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MBU7613 

言語 

（Language） 

英語または日本語 

(English or Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

ること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究のレビュー、方法論の修得、研究倫理及び各自の研究内容に関

する指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が

研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。 

 

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関連する先行研究等の収集、論文の執筆 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

「研究計画」に基づく研究業績により評価する(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■QM261 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導（副） 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
企業の社会的責任（CSR）研究 

担当者名 

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

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MBU7613 

言語 

（Language） 

英語または日本語 

(English or Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

ること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究のレビュー、方法論の修得、研究倫理及び各自の研究内容に関

する指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が

研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。 

 

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関連する先行研究等の収集、論文の執筆 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

「研究計画」に基づく研究業績により評価する(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■QM262 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導（副） 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
経営組織論，経営戦略論 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 秀一(SUZUKI SHUUICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MBU7613 

言語 

（Language） 

英語または日本語 

(English or Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

ること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究のレビュー、方法論の修得、研究倫理及び各自の研究内容に関

する指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が

研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。 

 

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関連する先行研究等の収集、論文の執筆 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

「研究計画」に基づく研究業績により評価する(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■QM263 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導（副） 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
流通システム論 

担当者名 

（Instructor） 
高岡 美佳(TAKAOKA MIKA) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MBU7613 

言語 

（Language） 

英語または日本語 

(English or Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

ること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究のレビュー、方法論の修得、研究倫理及び各自の研究内容に関

する指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が

研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。 

 

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関連する先行研究等の収集、論文の執筆 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

「研究計画」に基づく研究業績により評価する(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■QM268 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導（副） 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
多変量解析，統計計算 

担当者名 

（Instructor） 
山口 和範(YAMAGUCHI KAZUNORI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MBU7613 

言語 

（Language） 

英語または日本語 

(English or Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

ること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究のレビュー、方法論の修得、研究倫理及び各自の研究内容に関

する指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が

研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。 

 

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関連する先行研究等の収集、論文の執筆 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

「研究計画」に基づく研究業績により評価する(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■QM271 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導（副） 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
コミュニケーション研究，コミュニケーション戦略 

担当者名 

（Instructor） 
松本 茂(MATSUMOTO SHIGERU) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MBU7613 

言語 

（Language） 

英語または日本語 

(English or Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

ること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究のレビュー、方法論の修得、研究倫理及び各自の研究内容に関

する指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が

研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。 

 

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関連する先行研究等の収集、論文の執筆 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

「研究計画」に基づく研究業績により評価する(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 286 - 

■QM272 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導（副） 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ファイナンス，スポーツ経済学 

担当者名 

（Instructor） 
竹澤 伸哉(TAKEZAWA NOBUYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MBU7613 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

ること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究のレビュー、方法論の修得、研究倫理及び各自の研究内容に関

する指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が

研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。 

 

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関連する先行研究等の収集、論文の執筆 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

「研究計画」に基づく研究業績により評価する(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■QM273 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導（副） 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
スポーツマーケティング 

担当者名 

（Instructor） 
辻 洋右(TSUJI YOSUKE) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MBU7613 

言語 

（Language） 

英語または日本語 

(English or Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

ること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究のレビュー、方法論の修得、研究倫理及び各自の研究内容に関

する指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が

研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。 

 

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関連する先行研究等の収集、論文の執筆 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

「研究計画」に基づく研究業績により評価する(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■QM274 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導（副） 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
メディア研究，ネットワーク論 

担当者名 

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

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MBU7613 

言語 

（Language） 

英語または日本語 

(English or Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

ること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究のレビュー、方法論の修得、研究倫理及び各自の研究内容に関

する指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が

研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。 

 

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関連する先行研究等の収集、論文の執筆 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

「研究計画」に基づく研究業績により評価する(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■QM275 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導（副） 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
財務会計論，国際会計論，学際的会計研究 

担当者名 

（Instructor） 
岡本 紀明(OKAMOTO NORIAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MBU7613 

言語 

（Language） 

英語または日本語 

(English or Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

ること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究のレビュー、方法論の修得、研究倫理及び各自の研究内容に関

する指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が

研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。 

 

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関連する先行研究等の収集、論文の執筆 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

「研究計画」に基づく研究業績により評価する(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■QM276 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導（副） 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
応用言語学，教育心理学 

担当者名 

（Instructor） 
トンプソン，Ｇ(THOMPSON GENE ROBERT) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MBU7613 

言語 

（Language） 

英語または日本語 

(English or Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

ること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究のレビュー、方法論の修得、研究倫理及び各自の研究内容に関

する指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が

研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。 

 

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関連する先行研究等の収集、論文の執筆 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

「研究計画」に基づく研究業績により評価する(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■QM277 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導（副） 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
人材開発論，組織開発論 

担当者名 

（Instructor） 
中原 淳(NAKAHARA JUN) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MBU7613 

言語 

（Language） 

英語または日本語 

(English or Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が研究テーマを設定し、教員の指導の下に個別研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにす

ること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究のレビュー、方法論の修得、研究倫理及び各自の研究内容に関

する指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

全体計画の策定、研究テーマの検討・絞り込み、先行研究に関する検討、研究方法についての検討などを行い、その後各自が

研究の進捗について報告し、適宜報告会などを交えながら指導していく。 

 

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関連する先行研究等の収集、論文の執筆 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

「研究計画」に基づく研究業績により評価する(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 



 

  



 

 

 

 


