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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） 
佐々木 宏(SASAKI HIROSHI) 

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） 
MBU5000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

リーダーシップ開発コースの学生が入学後すぐに履修する科目で、経営学の基礎知識の修得と、実践的スキルの向上を目指

す。受講生は多様なバックグラウンドをもつと想定されるため、経営学や経済学を系統的に学んできたことを前提とせず、経営学

の主要分野（事業戦略、組織と意思決定、アカウンティング、オペレーションとサプライチェーンマネジメント、サステナビリティマネ

ジメント)を広く網羅的に扱うことにする。ケーススタディを活用して、事業戦略立案のための基本フレームワークを理解し、適用

し、分析を行い、リサーチレポートを作成できるようになることを目的にする。 

 

This course aims to provide students with an opportunity to gain academic knowledge and practical skills in business and 

management. The course covers basic management theories such as strategic planning, marketing, accounting, operation and 

supply chain management, and sustainability management. All content has been selected to meet the needs of students with 

diverse backgrounds. Using case studies, students can experience business analysis and mid-term planning processes. 

 

授業の内容（Course Contents） 

2 コマ連続で授業を行う。毎回、前半は、各回のテーマに応じた講義を行い、後半はグループワークを中心に、ケースの分析を行

う形で講義を展開していく（ただし、ビジネスゲームを行う場合はこの限りではない）。最終回には、各チームが創り上げた事業計

画のプレゼンテーションを実施するとともに、学修の達成度をはかるため最終試験を行う。なお、講義の何回かは、ゲスト講師を

招く予定である。 

 

This course consists of two consecutive sessions each day. The first half presents a lecture on each topic, and the second half 

conducts team-based research work. On the final day, student teams deliver a short presentation on the business strategy and 

mid-term plans. A final examination will be held as well. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 社会科学と経営学（パート１）：講義 

Social science and management theories (Part 1): Lecture 

2. 社会科学と経営学（パート 2）、ケーススタディ 

Social science and management theories (Part 2): Case study 

3. 事業戦略(パート 1)：講義 

Business strategy and planning (Part 1): Lecture 

4. 事業戦略(パート 2)、チームでのリサーチワーク 

Business strategy and planning (Part 2): Research work 

5. 組織と意思決定(パート 1)：講義 

Innovation and marketing (Part 1): Lecture 

6. 組織と意思決定(パート 2)、チームでのリサーチワーク 

Innovation and marketing (Part 2): Research work 

7. 財務諸表(パート 1)：講義  

Accounting (Part 1): Lecture 

8. 財務諸表(パート 2)、チームでのリサーチワーク 

Accounting (Part 2): Research work 

9. オペレーションとサプライチェーン(パート 1)：講義 

Business operation and supply chain (Part 1): Lecture 

10. オペレーションとサプライチェーン(パート 2)、ビジネスゲーム 

Business operation and supply chain (Part 2): Business game 

11. サステナビリティ(パート 1)：講義 

Sustainability management (Part 1): Lecture 

12. サステナビリティ(パート 2)、チームでのリサーチワーク 

Sustainability management (Part 1): Research work 

13. 各チームのプレゼン大会 

Final presentation 

14. 全体振り返り、最終テスト 

Course wrap-up and a final test 
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

①毎回、授業のテーマに関するテキストの該当部分(あるいは指示された文献)を読み込んでくること。 

②リアクションペーパーを提出し、自己レビューを行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/リサーチレポートとプレゼンテーション(30%)/授業への参加度(リアクションペーパー含む）(30%) 

いかなる理由があっても、3 回以上欠席した場合は、自動的に単位取得ができなくなるので留意すること。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 三谷宏治、2019、『新しい経営学』、ディスカヴァー・トゥエンティワン (ISBN:978-4-7993-2555-1) 

上記以外は、講義内容に応じて都度指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 入山章栄、2019、『世界標準の経営理論』、ダイヤモンド社 (ISBN:978-4-478-10957-1) 

上記以外は、講義内容に応じて都度指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

• 本科目は、講義に続いてクラスあるいはチーム単位でのディスカッション形式で授業を展開する。 

• 双方向による授業の割合は 100%(14 回中 14 回)である。 
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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) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
実践の視点でリーダーシップを学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
本間 浩輔(HOMMA KOUSUKE) 

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） 
MBU5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

集中講義 

8 月 3 日（月） 13 時 25 分～17時 05 分 

8 月 7 日（金） 18 時 30 分～21時 55 分 

8 月 8 日（土） 8 時 50 分～15時 05 分 

8 月 9 日（日） 8 時 50 分～15時 05 分 

8 月 10 日（月） 8時 50 分～17時 00 分 

 

2020 年 7 月 31 日付変更（変更理由：日程調整のため） 

[変更前] 

8 月 7 日（金） 18 時 55 分～20時 35 分 

8 月 8 日（土） 8 時 50 分～18時 50 分 

8 月 9 日（日） 8 時 50 分～18時 50 分 

8 月 10 日（月） 8 時 50 分～15時 05 分 

学内および学外で行う 

 

2020 年 3 月 27 日付変更（変更理由：開講学期の変更） 

[変更前](春学期 1（Spring Semester1）土曜日 3 時限・4 時限 7204) 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義では、Kurt Lewin の There is nothing as practical as a good theory（よい理論ほど実践的である）という考え方のもと、参

加者が教材をもとに経験や理論を通して、リーダーシップを実践するための理論や考え方を学ぶことを目指す。使用言語は日本

語とする。 

 

Based on Kurt Lewin's "There is nothing as practical as a good theory," this course aims for students to learn theories and 

ideas for practicing leadership through experience and theory based on the teaching materials. The language used is Japanese. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ケースや動画教材をもとに、リーダーシップ現象を理解し、参加者の持論やアカデミックな理論と統合することにより、実践的なリ

ーダーシップを習得する。 

 

This course aims for students to learn practical leadership by understanding leadership phenomena based on cases and video 

materials and by integrating them with the theories and theories of participants. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Overture 講義の全体像について（The Brighton Miracle） 

2. オリエンテーションとリーダーシップ理論の概説 

3. ケース（１）組織変革の危険性の落とし穴 

4. ケース（１）の解説 

5. ケース（２）星野佳路さんのリーダーシップ 

6. ケース（２）の解説 

7. ケース（３）エディジョーンズさんのリーダーシップ 

8. ケース（３）の解説とゲスト講演 

9. 中間まとめと小さなリーダーシップ 

10. ケース（４） レストランのリーダーシップ①と解説 

11. ケース（４） レストランのリーダーシップ②と解説 

12. ケース（４） レストランのリーダーシップ③と解説 

13. ケース（４） レストランのリーダーシップ④と解説 

14. テスト 

 

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

第３回の講義までにケース「組織変革の危険性の落とし穴」を熟読してくること。ケースは初回の講義で配布する。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/討議への貢献(40%)/振り返りの内容と貢献(20%) 

いかなる理由があっても、3 回以上欠席した場合は、自動的に単位取得ができなくなるので留意すること。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

参考文献は授業内で指定する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

参加者は毎講義後、24 時間以内に振り返りを指定する SNSサイトに投稿する。方法は第１回の講義で説明する。いかなる理由

があっても、3 回以上欠席した場合は、自動的に単位取得ができなくなるので留意のこと。 

 

本科目担当教員は、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る。加えて、主にグループ討議のサポートを目的と

して、ヤフー社の人事担当社員がアシスタントとして参加する。 

 

本科目は、講義に続いてクラスあるいはチーム単位でのディスカッション形式で授業を展開する。 

双方向による授業の割合は 100%(14 回中 14 回)である。 

 

注意事項（Notice） 

・本科目担当教員は、5 年以上の実務経験を有する。 

・本科目は、講義に続いてクラスあるいはチーム単位でのディスカッション形式で授業を展開する。  

・双方向による授業の割合は 100%(14 回中 14 回)である。 
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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) 

担当者名 

（Instructor） 
秋野 晶二(AKINO SHOJI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
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・クリステンセンの『イノベーションのジレン

マ』を読解する。 

 

The aim is to read basic literature related to innovation, to learn the basic contents of innovation theory, and to develop the 

ability to read academic research. This year, we will read Clayton Christensen's Innovation Dilemma, which is inspiring to 

understand today's innovation.  

 

授業の内容（Course Contents） 

 講義にあたっては、テキストの各章を受講者相互の議論を通じて読解していく。 

 受講者は、毎回の講義に先だって、テキストの各章を詳細に熟読し、読解して、論点や質問を整理したうえで参加しなければな

らない。その上で参加者全員が各文章、段落ごとの内容を説明、発表、報告しあい、また適宜討論をしながらまとめていく。また

必要に応じて、各章のレジュメやノート、課題の提出、関連する他の文献のレジュメ提出などしながら、適宜、講義の内容を深め、

整理することで、テキストを深く読解していく。 

 本講義では、単に内容を理解するというだけではなく、テキストの背景にある理論や様々な議論・論争、さらに筆者の考え方な

どにも言及しながら、受講者の理解が深まるまで、時間をかけて議論・読解を行うため予定通り進行するとは限らない。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合わせて学ぶ。 

 なお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ので、ガイダンス

への出席は必須である。 

 

In the lecture, each chapter of the text will be read through discussions among the students. 

Before each lecture, students should carefully read and understand each chapter of the text, read and comprehend issues and 

questions, and participate. After that, all the participants explain, present, and report the contents of each sentence and 

paragraph, and summarize them while discussing as appropriate. In addition, as necessary, the text of the lecture will be deeply 

understood by deepening and organizing the contents of the lecture, as appropriate, while submitting resumes, notes and 

assignments for each chapter, and submitting resumes for other related documents. 

In this lecture, we will take time not only to understand the content but also to deepen the students' understanding while 

referring to the theory behind the text, various debates and controversies, and the author's way of thinking. It does not always 

go as planned for discussion and reading. In this way, each participant learns how to write a dissertation. 

How to proceed with the lecture will be explained in the guidance, but attendance to the guidance is mandatory because the 

procedure and content may change depending on the number of students.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 序章の輪読（１） 

3. 序章の輪読（２） 

4. 優良企業が失敗する理由（１） 

5. 優良企業が失敗する理由（２） 

6. バリュー・ネットワークとイノベーション（１） 

7. バリュー・ネットワークとイノベーション（２） 

8. 掘削機業界における破壊的イノベーション（１） 

9. 掘削機業界における破壊的イノベーション（２） 

10. 各業界の上位市場の移行（１） 

11. 各業界の上位市場の移行（２） 

12. 組織の規模と市場の規模（１） 

13. 組織の規模と市場の規模（２） 

14. まとめ 

 

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

本講義受講にあたっては、テキストを入手し、毎回の講義に先だって、テキストの各章を読解し、論点の整理や疑問点の確認、課
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題を済ませたうえで参加しなければならない。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

小レポート(40%)/毎回の提出物(35%)/出席・発言等(25%) 

【変更前】レポート試験(Report Exam)50%,平常点(In-Class Points)50%(毎回の提出物(30%)、出席・発言等(20%)) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. クレイトン・クリステンセン、『イノベーションのジレンマ』、翔泳社 

 

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） 

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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■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) 

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） 

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。春学期にひき続いて、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・クリステンセンの『イノベーショ

ンのジレンマ』を読解する。 

 

The aim is to read basic literature related to innovation, to learn the basic contents of innovation theory, and to develop the 

ability to read academic research. Continuing from the spring semester, read Clayton Christensen's Dilemma of Innovation, 

which is inspiring in understanding today's innovation.  

 

授業の内容（Course Contents） 

 講義にあたっては、テキストの各章を受講者相互の議論を通じて読解していく。 

 受講者は、毎回の講義に先だって、テキストの各章を詳細に熟読し、読解して、論点や質問を整理したうえで参加しなければな

らない。その上で参加者全員が各文章、段落ごとの内容を説明、発表、報告しあい、また適宜討論をしながらまとめていく。また

必要に応じて、各章のレジュメやノート、課題の提出、関連する他の文献のレジュメ提出などしながら、適宜、講義の内容を深め、

整理することで、テキストを深く読解していく。 

 本講義では、単に内容を理解するというだけではなく、テキストの背景にある理論や様々な議論・論争、さらに筆者の考え方な

どにも言及しながら、受講者の理解が深まるまで、時間をかけて議論・読解を行うため予定通り進行するとは限らない。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合わせて学ぶ。 

 なお本講義は、春学期で学んだ続きから始めるので、春学期に「インダストリアルマネジメント１」を受講しておくことが望ましい。

また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ので、ガイダンスへ

の出席は必須である。 

 

In the lecture, each chapter of the text will be read through discussions among the students.Before each lecture, students 

should carefully read and understand each chapter of the text, read and comprehend issues and questions, and participate. 

After that, all the participants explain, present, and report the contents of each sentence and paragraph, and summarize them 

while discussing as appropriate. In addition, as necessary, the text of the lecture will be deeply understood by deepening and 

organizing the contents of the lecture, as appropriate, while submitting resumes, notes and assignments for each chapter, and 

submitting resumes for other related documents. 

In this lecture, we will take time not only to understand the content but also to deepen the students' understanding while 

referring to the theory behind the text, various debates and controversies, and the author's way of thinking. It does not always 

go as planned for discussion and reading. In this way, each participant learns how to write a dissertation. 

Because this lecture starts from the semester I learned in the spring semester, it is desirable to take “Industrial Management 1” 

in the spring semester. In addition, although the method of proceeding the lecture will be explained in the guidance, attendance 

to the guidance is indispensable because the method of proceeding and the contents may be changed depending on the number 

of students.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、春学期での学習の確認 

2. 組織の規模と市場の規模（１） 

3. 組織の規模と市場の規模（２） 

4. 破壊的技術と組織（１） 

5. 破壊的技術と組織（２） 

6. 新しい成長市場への進出（１） 

7. 新しい成長市場への進出（２） 

8. 組織の能力の枠組み（１） 

9. 組織の能力の枠組み（２） 

10. 性能の供給過剰と競争基盤の変化（１） 

11. 性能の供給過剰と競争基盤の変化（２） 

12. 破壊的イノベーションのマネジメント（１） 

13. 破壊的イノベーションのマネジメント（２） 

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

本講義受講にあたっては、テキストを入手し、毎回の講義に先だって、テキストの各章を読解し、論点の整理や疑問点の確認、課

題を済ませたうえで参加しなければならない。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

小レポート(40%)/毎回の提出物(35%)/出席・発言等(25%) 

【変更前】レポート試験(Report Exam)50%,平常点(In-class Points)50%(毎回の提出物(30%) 、出席・発言等(20%)) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. クレイトン・クリステンセン、『イノベーションのジレンマ』、翔泳社 

 

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） 

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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■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） 
井潟 正彦(IGATA MASAHIKO) 

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） 

コーポレート・ファイナンスの基礎を強化する。 

 

The goal of this course is enhancement of fundamental knowledge & skills of corporate finance.   

 

授業の内容（Course Contents） 

コーポレート・ファイナンスの基礎の強化を座学のみならず、グループ・ディスカッションや計算問題などをより重視して行う。 

 

We will strengthen fundamental knowledge & skills through not only classroom lectures but also group discussions and 

computational exercises/examples. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 株式会社の仕組みと役割 

2. 負債資本と株主資本の役割と相違 

3. 資本構成を巡る議論（MM 理論） 

4. 資本構成を巡る議論（エージェンシー理論） 

5. 資本構成を巡る議論（現実の財務データの観察・・・業種別、上場企業とスタートアップ、中小企業） 

6. 信用リスクと格付け 

7. 優先株式やメザニン・ファイナンス、種類株式 

8. 割引現在価値の考え方 

9. 資本コスト（WACC）と企業価値評価（インカムアプローチ） 

10. 企業価値評価（マーケットアプローチ） 

11. コーポレート・ガバナンスを巡る議論 

12. ゲストスピーカー（１） 

13. 総括と補論 

14. ゲストスピーカー（２） 

 

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

毎週原則、前週の内容確認のための小テスト（計 6 回）を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

小テスト（計 6 回）(60%)/ゲストスピーカー（１）感想文(20%)/ゲストスピーカー（２）感想文(20%) 

ゲストスピーカーの感想文は各々400 字前後。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 松田千恵子、2016、『コーポレートファイナンス実務の教科書』、日本実業出版社 (ISBN:978-4-534-05450-0) 

 

参考文献（Readings） 

1. ミヒル・A・デサイ、2018、『ハーバードのファイナンスの授業』、ダイヤモンド社 (ISBN:978-4-478-10402-6) 

2. 磯崎哲也、2015、『起業のファイナンス（第二版）』、日本実業出版社 (ISBN:978-4-534-05245-2) 

3. 朝倉祐介、2018、『ファイナンス思考』、ダイヤモンド社 (ISBN:978-4-478-10374-6) 

毎週、必要に応じて、上記以外の書籍や論文などについても紹介する。 

 

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） 
井潟 正彦(IGATA MASAHIKO) 

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） 

企業価値評価に具体的に取り組みながら、その方法論について実務的な理解と知見を高める。 

 

The goal of this course is to deepen practical understanding and knowledge of Valuation of Corporations. 

 

授業の内容（Course Contents） 

企業価値評価について「コーポレートファイナンス 戦略と実戦（田中・保田、2019、ダイヤモンド社）を教科書としながら、実際に

評価計算作業などを行いながら、手順や特徴などを習得する。 

座学だけでなく、グループ・ディスカッションやグループ・ワークなどを積極的に行う。 

 

Based on "Corporate Finance  strategy & practice" by Tanaka/Yasuda(2019, Diamond), we will practically learn procedures for 

valuation of corporations. 

In addition to classroom lectures, we will also actively hold group discussions, group work and calculating exercises. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. コーポレート・ファイナンスの基本についてのレビュー 

2. マーケット・アプローチ・・・PER 

3. マーケット・アプローチ・・・PBR、PCFR、EBITDAマルチプル 

4. 問題演習（1） 

5. インカム・アプローチ・・・DCF 

6. FCFの予測 

7. 資本コスト（WACC）の推定－負債資本コスト 

8. 資本コスト（WACC）の推定－株主資本コスト 

9. 節税効果 

10. ターミナル・バリューの計算 

11. 問題演習（2） 

12. 補論 

13. ゲストスピーカー（1） 

14. ゲストスピーカー（2） 

 

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

原則、毎週、授業内容に応じた課題あり（翌週必ず提出）。毎週配布する参考文献は必ず読むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎週の課題（全 5 回）(50%)/ゲストスピーカー（１）感想文(25%)/ゲストスピーカー（２）感想文(25%) 

ゲストスピーカーの感想文は各々400 字前後。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 田中・保田、2019、『コーポレートファイナンス 戦略と実践』、ダイヤモンド社 (ISBN:978-4-478-10541-2) 

 

参考文献（Readings） 

1. 伊藤邦雄、2014、『新・企業価値評価』、日本経済新聞出版社 (ISBN:978-4-534-13450-1) 

2. 砂川信幸 笠原真人、2015、『はじめての企業価値評価』、日本経済新聞出版社 (ISBN:978-4-532-11325-4) 

3. 渡辺茂、2003、『ケースと図解で学ぶ企業価値評価』、日本経済新聞社 (ISBN:4-532-31053-9) 

4. 鈴木一功、2018、『企業価値評価 入門編』、ダイヤモンド社 (ISBN:978-4-478-02862-9) 

毎週、必要に応じて、上記以外の書籍や論文などについても紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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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） 

経営戦略と組織の理論およびケース 

( Strategic and organizational management : theories and cases ) 

担当者名 

（Instructor） 

鈴木 秀一(SUZUKI SHUUICHI) 

林 征治(HAYASHI MASAHARU) 

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） 
MBU6200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経営戦略（設計図）と、組織（それを実行する人間的制度）について主要な理論とケースから学ぶ。理論には GBI（立教大学発の

Good Business Initiative）も含む。本講では、まず経営戦略論の基本的な理論を学び、その理論的フレームワークを用いて企業

ケースをグループで討議、ディベートする。 

 

This course aims for students to learn essential theories of strategic management, including the viewpoint of Rikkyo's Good 

Business Initiative (GBI) theory.  First, students master  basic knowledge of theories of strategic management and, second, 

solve problems of important cases by employing the strategic framework.  

 

授業の内容（Course Contents） 

本講では、経営戦略論を多くの論文を読み、企業ケースととりくむことで、イノベーション戦略と組織変革について学ぶ。経営倫

理、組織文化、リーダーシップ、イノベーションなどは戦略論のキーワードである。本講は、受講生のグループ・ディスカッション、

ディベートへの参加率を重視する。使用言語は日本語とする。 

 

In this course, students read many papers and books to study essential strategies of innovation and organizational 

transformation. Business ethics, organizational culture, leadership, and innovation are keywords related to strategic 

management. Students' participation rate is considered important, and  discussions occur in groups. The language used is 

Japanese. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. （講義）ガイダンス：なぜ近年の経営戦略論ではイノベーション戦略と組織変革が流行しているのか。この流行は、欧米企業

だけでなく、日本企業にも重要な問題を提起しているのか。 

2. （講義とケースによる討議）経営戦略論の代表的な考え方：競争戦略論、資源ベース戦略論、ブルー・オーシャン戦略をケ

ースで考察し、グループ討議とディベートを行う 

3. （解説）ブルー・オーシャン戦略のディベートにおける論点の整理と解説。 

（講義）経営にミッションは必要か：ビジョナリー・カンパニー論と現代経営戦略論の講義 

4. （ケース）「ダイソン」 

グループ討議とディベート 

5. （講義）クリステンセンの破壊的イノベーション論 

6. （ケース）「自作ケース：ソニーの組織プロセス・バリュー・リソース」 

グループ討議とディベート 

7. （ゲストスピーカーによる講義）デジタル・トランスフォーメーションによる日本の産業変革（大企業と中小企業のネットワー

ク） 

8. （ケース）「自作ケース：日本企業のデジタル化戦略と組織変革の課題」 

グループ討議とディベート 

9. （講義）ミンツバーグの創発戦略について 

10. （ケース）「ホンダ・エフェクト」ミンツバーグ 

グループ討議とディベート 

11. （講義）資源ベース戦略論と日本型ものづくり戦略 

12. （ケース）「場の論理」伊丹敬之 

グループ討議とディベート 

13. （講義）先端産業における戦略と組織変革 

14. （ケース）「TSMC」 

グループ討議とディベート 

 

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 
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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%) 

いかなる理由があっても、3 回以上欠席した場合は、自動的に単位取得ができなくなるので留意すること。 

 

テキスト（Textbooks） 

講義中にレジュメを配布する 

 

参考文献（Readings） 

ケースごとに指示する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

・本科目担当教員の１人は、5 年以上の実務経験を有する。 

・本科目は、講義に続いてクラスあるいはチーム単位でのディスカッション形式で授業を展開する。ディスカッションの論点を整理

してグループ間のディベートを行う。使用するケースは、講義の進度によって変わる場合がある。 

・双方向による授業の割合は 100%(14 回中 14 回)である。 

・シラバスにある授業の順番は、継続的に考察を深めるために、前後を変える場合がある。 
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■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。 

 

Learn basic marketing theory, and develop the ability to think critically to adapt to problems faced in research and practical 

business. 

 

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。 

 

Students read theoretical marketing books in turns. 

The participants summarize the chapters and report on the cases attached to the chapter theme in rotation. 

The books to be read in turns will be selected from the participants’ ideas and the topics that are discussed during the lectures. 

We plan to offer careful explanations so that even beginner marketing students can understand, but will discuss leading edge 

theories as appropriate according to student level. 

In order to ensure that students’ research activities in graduate school are productive, guidance will be offered in class as 

appropriate for how to write papers and how to think about case studies. 

 

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。 

 



 - 15 - 

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） 
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。 

 

Learn basic marketing theory, and develop the ability to think critically to adapt to problems faced in research and practical 

business. 

 

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。 

 

Students read theoretical marketing books in turns. 

The participants summarize the chapters and report on the cases attached to the chapter theme in rotation. 

The books to be read in turns will be selected from the participants’ ideas and the topics that are discussed during the lectures. 

We plan to offer careful explanations so that even beginner marketing students can understand, but will discuss leading edge 

theories as appropriate according to student level. 

In order to ensure that students’ research activities in graduate school are productive, guidance will be offered in class as 

appropriate for how to write papers and how to think about case studies. 

 

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。 
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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) 

担当者名 

（Instructor） 
佐々木 聡(SASAKI SATOSHI) 

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） 

戦略、組織、人材、それぞれの基礎理論と関係性を歴史的な背景を踏まえて体系的に理解し、最新動向を知ることで今後の人的

資源管理の展望を考察する 

 

The purpose of this course is to understand systematically the fundamental theories and relationships of strategies, 

organizations, human resources, and their fundamental attributes based on historical background and to consider the prospects 

for human resource management in the future by understanding the latest trends.  

 

授業の内容（Course Contents） 

・戦略（事業・人事）と組織、人材に関する基礎的な理論を知る 

・理論を理解したうえで、実在するケーススタディをもとに、採用、育成、処遇、配置、評価などの個々の人材施策の概要とその効

果性を、今日的な視点で把握する 

・人的資源管理における人材開発、組織開発の動向を知り、今後の展望を考察する 

 

In this course, students are expected:  

(1) to learn the basic theories about strategy (business, human resources, organization) 

(2) based on actual cases, to understand the outline and effectiveness of individual human resources measures such as 

recruitment, development, treatment, placement, and evaluation from a modern perspective 

(3) to understand trends in human resource development and organizational development in human resource management and 

consider future prospects.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 戦略的人的資源論とは／歴史考察 ~変遷例 

2. 歴史考察 ~歴史的視点で経営を考察する 

3. 企業戦略の基礎理論 

4. 企業戦略の実例 

5. 人材戦略の基礎理論と実例 

6. 組織の基礎理論 ①組織構造 

7. 組織の基礎理論 ②人事制度 

8. 組織の基礎理論 ③組織風土／中間テスト 

9. ケーススタディ（戦略、組織、人材の変革事例） 

10. 人材アセスメント ①アセスメントの潮流 

11. 人材アセスメント ②アセスメント技法 

12. 10 年後の人的資源管理 

13. ケーススタディ（戦略、組織、人材の変革事例②） 

14. 最終テスト／ラップアップ 

 

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

指定する文献を購読する。文献は授業中に指定する 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/中間テスト(30%)/平常点(30%) 

いかなる理由があっても、3 回以上欠席した場合は、自動的に単位取得ができなくなるので留意すること。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. ハーバード・ビジネス・スクール、2000 年、『IBM の企業再建』、Book Park 

授業内で指定 

 

参考文献（Readings） 

IBM の企業再建 ~ハーバード・ビジネス・スクール~ 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

・本科目担当教員は、5 年以上の実務経験を有する。 

・本科目は、講義に続いてクラスあるいはチーム単位でのディスカッション形式で授業を展開する。  

・双方向による授業の割合は 100%(14 回中 14 回)である。 
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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) 

担当者名 

（Instructor） 
櫻井 功(SAKURAI ISAO) 

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） 

最新の人事実務を、理論も引用しながら実例に基づき体系的に学ぶ｡ 

 

Citing theories, students systematically study the latest practices in human resources (HR) function based on actual cases. 

 

授業の内容（Course Contents） 

現代・将来の人事機能の在り方を、次の諸点の学習を通じて持論化できる人材を育成する｡ 

・採用・報酬・配置・評価などの個々の人事施策の役割と相互の関係性を把握しつつ、個々の施策が実務においてどのような効

果を期待されて実装され、運用されているかを、事例などを通じて理解すること｡ 

・日本型雇用／ジョブ型雇用、同一労働同一賃金、働き方改革、女性・シニア活用など、近年注目されている人事領域の話題の

背景や課題を、実務面から理解すること｡ 

・タレントマネジメント、人材・組織開発、リーダー育成・リーダーシップ開発などが現場においてどのような施策として実装され、ど

のような効果性か、また課題やチャレンジは何かを事例をもって理解すること｡ 

 

By teaching the following points, this course aims to develop human resources (HR) professionals with their own view on 

current and future HR functions: 

(1) While students grasp the roles and interrelationships of individual HR functions, such as recruitment, compensation and 

benefits, personnel assignment, and appraisals, they also understand that each individual policy is expected to be practically 

implemented and operated through examples. 

(2) Students understand the background and issues of topics in human resources that have been attracting attention in recent 

years, such as Japanese style employment/job-type employment, equal pay for equal value of work, work style reform, and 

utilization of women and seniors. 

(3) Students understand what measures, for instance, talent management, human resource/organizational development, leader 

development/leadership development, are implemented in the workplace, how effective they are, and what the issues and 

challenges are.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 戦略人事論１：「人事」の戦略的位置づけ、機能および組織の在り方 

2. 戦略人事論２：人事を取り巻く環境変化～人口動態、人手不足、労働者の意識、労働関連法、ケース討議 

3. 人事制度論：企業戦略と人事制度のマッチング、日本型雇用 vs.ジョブ型雇用 

4. 人事機能論１：等級・報酬理論と制度運用～報酬の種類、人件費予算と資源配分・コントロール、ケース討議 

5. 人事機能論２：評価制度～評価手法と運用、新しい取り組み 

6. 人事機能論３：採用戦略・戦術（新卒採用・キャリア採用）、ケース討議 

7. 人事機能論４：人材・組織開発１（リーダーシップ開発、リーダー育成）、サクセッションプランニングの実際 

8. 人事機能論５：人事配置～従業員情報の見える化｡中間テスト 

9. 人事データ活用論：ピープルアナリティクスと人事施策への応用 

10. 人事リスクマネジメント論：人事労務リスク管理概論、ケース討議    

11. グローバル人事：多国籍企業の人事マネジメント、日本企業におけるグローバル人事導入 

12. ダイバーシティ＆インクルージョン：これからの D＆Iを考える 

13. AI・ロボティクスの導入とこれからの人事機能に期待されること／人事担当者に求められる能力/コンピテンシー 

14. 最終テスト 

 

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

・準備学習の指示は必要に応じて事前に行う。各自確認のうえ予習して授業に臨むこと｡ 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

中間テスト(40%)/最終テスト(Final Test)(40%)/授業貢献度(20%) 

いかなる理由があっても、3 回以上欠席した場合は、自動的に単位取得ができなくなるので留意すること。 

 

テキスト（Textbooks） 
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特にテキストは設定しない 

 

参考文献（Readings） 

1. 平野光俊・江夏幾多郎、2018/6/28、『人事管理 人と企業、ともに活きるために』、有斐閣 (ISBN:978-4641150478) 

2. 守島 基博 , 藤村 博之他、2015/9/10、『人事の潮流―人と組織の未来像』、経団連出版 (ISBN:978-4818515055) 

3. 大湾 秀雄、2017/6/15、『日本の人事を科学する 因果推論に基づくデータ活用』、日本経済新聞出版社 (ISBN:978-

4532321505) 

4. ロバート・キーガン  (著), リサ・ラスコウ・レイヒー (著), 池村 千秋 (翻訳)、2013/10/24、『なぜ人と組織は変われないのか

――ハーバード流 自己変革の理論と実践』、英治出版 (ISBN:978-4862761545) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・シラバスにある授業の内容及び順番は、受講生のレベル・習得状況に応じ変更する場合がある。 

・授業は 1 日に 2 コマ続けて実施するため、奇数回の授業内容が一部次の偶数回にまで伸びることもある｡ 

 

注意事項（Notice） 

・本科目担当教員は、5 年以上の実務経験を有する。 

・本科目は、講義に続いてクラスあるいはチーム単位でのディスカッション形式で授業を展開する。  

・双方向による授業の割合は 100%(14 回中 14 回)である。 
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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。 

 

Distribution systems have been, at present, through various innovations up until now. In this class, while cases are introduced, 

the actual conditions of innovations are examined, and new opportunities are searched for. 

 

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。 

 

Today, distribution processes, from production to consumption, are diversified. What kind of innovation was there before that? 

What was the key element of this innovation? What is the motivation of the entrepreneurs involved? With regards to the actual 

conditions of history and evolution of distribution innovations in each country, the future will be investigated, while business 

cases are introduced. 

 

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） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業での発言(60%) 

 

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。 

 

With the changing of the times, innovators have produced various retail business models. In this class, the actual condition of 

these innovations and new future possibilities are investigated. 

 

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。 

 

Up until now, in advanced countries, the characteristic retail type has led the distribution industry, and distribution systems 

have changed. What kind of business conditions and when and why did they appear? Who took charge of the innovation? And, 

what was the essence of the innovation? We would like to take up and clarify these points in cases of representative 

corporations of Japan and overseas countries. 

 

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） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業での発言(60%) 

 

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。 
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■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） 

この授業では、組織行動論の基礎を理解することで、企業で実施されている人材マネジメントを理論的にとらえ、その今日的課題

を検討する力を養う。このようなプロセスを通じて、マネジメントの実践に際して必要な判断力とスキルが得られるようにすることを

最終的な目的とする。 

 

This course aims for students to develop the skill and ability to theoretically grasp the current issues of human resource 

management and to consider solutions for problems of organizational behavior in companies. The ultimate goal is to ensure the 

judgment and skills necessary for the practice of management. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ケース・ディスカッションや実習を通じて問題意識を明確化し、思考力を深め、実践的スキルを磨く。一方、講義によって、実践的

なスキルの理論的なフレームワークを作成するために必要となる基礎的な知識を身につける。 

 

In this course, students clarify their awareness of issues, boost the ability to think, and develop practical skills in organizational 

behavior through case discussions and workshops. Meanwhile, through the lectures, students acquire the basic knowledge 

necessary to create a theoretical framework for practical skills. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 職務態度 

3. モチベーション 1 

4. モチベーション 2 

5. リーダーシップ１ 

6. リーダーシップ２ 

7. 知覚１ 

8. 知覚２ 

9. グループ・ダイナミクス１ 

10. グループ・ダイナミクス２ 

11. コミュニケーション１ 

12. コミュニケーション２ 

13. キャリア 

14. 授業内テスト 

 

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

受講生には、授業の事前準備として以下が求められる。 

  １）指定されたテキストのパートを読み込んでくる。 

  ２）指定されたケースを読み込んだ上に、ケースに関わる設問をパワーポイントにまとめてくる。なお、当該パワーポイントは授

業後に提出が求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/各授業で提出が求められるパワーポイント(40%)/授業内発言(20%) 

いかなる理由があっても、3 回以上欠席した場合は、自動的に単位取得ができなくなるので留意すること。 

 

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:978-4478004593) 

 

参考文献（Readings） 

授業内で適宜指示する。 

 

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

• 本科目は、講義に続いてクラスあるいはチーム単位でのディスカッション形式で授業を展開する。 

• 双方向による授業の割合は 100%(14 回中 14 回)である。 
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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） 

ＡＩやビッグデータに代表される近年のデジタル革命の進展に伴う「デジタルトランフォー

メーション（ＤＸ）」がビジネスプロセスやｅビジネス及びマーケティングの変化・進化に大

きな影響を与えている。これらの動向や課題について、実態把握と研究面の両方から学

ぶ。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） 

デジタルトランフォーメーション（ＤＸ）と呼ばれるデジタル革命の新潮流で、あらゆるビジネス活動のデジタル化や、ｅビジネス及び

マーケティングの進化が早まっている。このような動向を、具体的な事例も交えて理解する。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。 

 

In this course, students will gain an understanding of e-businesses and marketing trends/characteristics amidst the flow of 

information-oriented society through actual case examples. Develop the ability to study, think about and give presentations on 

the three sides of policy, business and research, which are the background causes of recent developments. 

 

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。 

 

This course explains the transition to an information-based society and the basics of e-business, going into the main factors 

behind new trends in e-business and marketing reform, etc. Through papers, reports and case studies, students study the latest 

trends and advanced examples, conduct research individually, give presentations and have discussions. This helps students to 

learn practical research skills, discussion skills and presentation skills. 

Students may be required to perform their own fieldwork if necessary. 

 

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. 輪読とディスカッション 

7. 輪読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） 

デジタル革命や、ｅビジネス、デジタル・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、テキストを都度参

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） 
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1. 大嶋淳俊、2016、『ｅビジネス＆マーケティングの教科書』、学文社 (ISBN:978-4762026102) 

2020 年 4 月 20 日付変更[変更前]大嶋淳俊  デジタル経営学（仮題） 学文社  2020  

 

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)） 

◆『大嶋淳俊 研究室 公式サイト』 

   https://oshima-lab.wixsite.com/research 

 

◆「地域活性化 ｘ IT事務局」 ←地域活性化のための IT活用プロジェクト 

   https://www.youtube.com/channel/UCWpN-1t9pN4YimVkFAvsvpw 

 

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） 

ＡＩやビッグデータに代表される近年のデジタル革命の進展に伴う「デジタルトランフォー

メーション（ＤＸ）」がビジネスプロセスやｅビジネス及びマーケティングの変化・進化に大

きな影響を与えている。これらの動向や課題について、実態把握と研究面の両方から学

ぶ。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） 

ＡＩやビッグデータに代表される近年のデジタル革命の進展に伴う「デジタルトランフォーメーション（ＤＸ）」がビジネスプロセスやｅ

ビジネス及びマーケティングの変化・進化に大きな影響を与えている。これらの動向や課題について、実態把握と研究面の両方

から学ぶ。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。 

 

In this course, students will gain an understanding of e-businesses and marketing trends/characteristics amidst the flow of 

information-oriented society through actual case examples. Develop the ability to study, think about and give presentations on 

the three sides of policy, business and research, which are the background causes of recent developments. 

 

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。 

 

This course explains the transition to an information-based society and the basics of e-business, going into the main factors 

behind new trends in e-business and marketing reform, etc. Through papers, reports and case studies, students study the latest 

trends and advanced examples, conduct research individually, give presentations and have discussions. This helps students to 

learn practical research skills, discussion skills and presentation skills. 

Students may be required to perform their own fieldwork if necessary. 

 

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. 輪読とディスカッション 

7. 輪読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） 

デジタル革命や、ｅビジネス、デジタル・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、テキストを都度参

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） 
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1. 大嶋淳俊、2020、『デジタル経営学（仮題』、学文社 

本講義で従来利用していた『ｅビジネス&マーケティングの教科書＜第二版＞』を大幅に改訂した新著『デジタル経営学（仮題）』

（学文社）を 2020 年春に出版予定です。詳細は、2020 年 3 月下旬頃にインターネットでアマゾン等や、下記の『大嶋淳俊 研究室 

公式サイト』を検索して下さい。 

受講を希望する者は、『経営情報特論１』とあわせて履修することが望ましい。 

 

参考文献（Readings） 

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

4762023118) 

2. 大嶋淳俊、2016、『ｅビジネス＆マーケティングの教科書』、学文社 (ISBN:978-4762026102) 

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)） 

◆『大嶋淳俊 研究室 公式サイト』 

   https://oshima-lab.wixsite.com/research 

 

◆「地域活性化 ｘ IT事務局」 ←地域活性化のための IT活用プロジェクト 

   https://www.youtube.com/channel/UCWpN-1t9pN4YimVkFAvsvpw 

 

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) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
データアナリティクス演習１ 

担当者名 

（Instructor） 

山口 和範(YAMAGUCHI KAZUNORI) 

田中 聡(TANAKA SATOSHI) 

藤澤 広美(FUJISAWA HIROMI) 

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） 
MBU6100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１．人材開発・組織開発・リーダーシップ開発にまつわる調査を実施・分析するための基礎的概念について理解を深めること 

２．人材開発・組織開発・リーダーシップ開発にまつわる評価・効果性検証を行うための基礎的概念・知識について理解を深める

こと 

 

The objectives of this course is as follows: 

1. To understand basic concepts of statistical analysis and quantitative research methods on human resource development, 

organizational development, and leadership development. 

2. To understand basic concepts and knowledge of evaluations of the effectiveness of human resource development, 

organizational development, and leadership development.  

 

授業の内容（Course Contents） 

理論編（１〜８）：統計・データアナリティクスに関する基礎的概念・手法を学ぶ 

実習前編（９〜１４）：調査設計の実習を通じて、データアナリティクスの実践知を獲得する 

※本科目は「データアナリティクス演習２」と連動した授業である 

 

This course deals with the following: 

 

Part 1 (1–8): students are expected to learn basic concepts and methods related to statistics and data analysis. 

Part 2 (9–14): students are expected to practice data analysis and building a research design. 

 

Please note that this course is linked to "Seminar in Data Analytics 2." 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス：学習目標・講義の進め方・評価基準 

2. 今なぜ「ひとと組織の領域」にデータアナリティクスなのか？ 

データアナリティクスの目的・活用イメージ・限界 

3. データアナリティクスの基本的な進め方 

課題→仮説→調査→集計→分析→解決提案 

4. データについての基本的な考え方 

データの種類、尺度水準、代表値など 

5. 統計基礎：記述統計の基本 

度数分布、散布図、（多重）クロス集計、相関分析など 

6. 統計基礎：推測統計の基本 

統計的推定と仮説検定 

7. 統計基礎：多変量解析の基本① 

回帰分析・重回帰分析など 

8. 統計基礎：多変量解析の基本② 

クラスター分析など 

9. 調査実習：問いと仮説を立てる（レクチャー） 

調査課題と仮説の設定について 

10. 調査実習：問いと仮説を立てる（グループワーク） 

11. 調査実習：調査項目を作成する（レクチャー） 

既存尺度の調べ方、調査項目の作り方など 

12. 調査実習：調査項目を作成する（グループワーク） 

13. 調査実習：調査票作成ワーク（グループワーク） 

14. 調査実習：調査票作成ワーク（グループワーク） 
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

データアナリティクスに関する基礎的な知識の習得を目的として講義内容に関連する課題を授業後に適宜提示し、グループ・個

人単位で課題に取り組んでいただく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席状況・授業への参加態度(50%)/提出課題の内容(50%) 

いかなる理由があっても、3 回以上欠席した場合は、自動的に単位取得ができなくなるので留意すること。 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない 

 

参考文献（Readings） 

授業の初回に指定する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

• 本科目は、講義に続いてクラスあるいはチーム単位でのディスカッション形式で授業を展開する。 

• 双方向による授業の割合は 100%(14 回中 14 回)である。 
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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) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
データアナリティクス演習２ 

担当者名 

（Instructor） 

山口 和範(YAMAGUCHI KAZUNORI) 

田中 聡(TANAKA SATOSHI) 

藤澤 広美(FUJISAWA HIROMI) 

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） 
MBU6100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１．調査および施策の評価を行うために、統計ソフトに習熟すること 

２．実データを分析・レポートしながら、データアナリティクスにまつわる実践知を獲得すること 

 

The objectives of this course is as follows: 

1. To become familiar with statistical software to conduct surveys and evaluate salient measures 

2. To gain practical knowledge regarding data analytics while analyzing and reporting on actual data 

 

授業の内容（Course Contents） 

分析演習編（１〜８）：実データの分析演習を通じて、データアナリティクスの実践知を獲得する 

実習後編（９〜１４）：調査データ分析・レポートの実習を通じて、データアナリティクス（全般）の実践知を獲得する 

※本科目は、「データアナリティクス演習１」と連動した授業である 

 

This course deads with the following: 

 

Part 1: students are expected to gain practical knowledge of data analytics through data analysis practice. 

Part 2: students are expected to gain practical knowledge of data analytics through practical training of data analysis of survey 

data and reporting. 

 

Please note that this course is linked to " Seminar in Data Analytics 1." 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 演習：統計ソフトインストール / BLPデータインポート 

2. 演習：統計ソフト操作方法 

3. 演習：記述統計を実践する 

度数分布、クロス集計、相関分析 

4. 演習：推測統計を実践する 

t検定、分散分析 

5. 演習：多変量解析を実践する 

回帰分析・重回帰分析 

6. 演習：多変量解析を実践する 

クラスター分析 

7. 演習：分析結果を効果的に伝えるには？（レクチャー） 

データ要約のルール、グラフ化の基本と陥りがちな罠 

8. 演習：分析結果を効果的に伝えるには？（グループワーク） 

9. 分析実習：調査データを分析する（グループワーク） 

10. 分析実習：調査データを分析する（グループワーク） 

11. 分析実習：調査データを分析する（グループワーク） 

12. 分析実習：調査データを分析する（グループワーク） 

13. 分析実習：最終プレゼンテーション 

14. まとめ 

 

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

分析手法の理解および分析手続きの習熟を目的として講義内容に関連する課題を授業後に適宜提示し、グループ・個人単位で

課題に取り組んでいただく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 
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出席状況・授業への参加態度(30%)/提出課題の内容(30%)/最終プレゼンテーションの内容(40%) 

いかなる理由があっても、3 回以上欠席した場合は、自動的に単位取得ができなくなるので留意すること。 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない 

 

参考文献（Readings） 

授業の初回に提示する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

• 本科目は、講義に続いてクラスあるいはチーム単位でのディスカッション形式で授業を展開する。 

• 双方向による授業の割合は 100%(14 回中 14 回)である。 
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■KM231 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KM231／人材・組織開発特論１ 

(Special Lecture on Human Resource and Organization Development 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

「人材開発・組織開発論１」は、人材開発・組織開発の基礎理論・基礎知識を習得するこ

とを目的とする授業である。これらの基礎理論・基礎知識を基盤にしながら、実際の組

織を対象に「働きかけ（介入）」を行うスキルを学ぶことのできる「人材開発・組織開発論

２」の受講につなげる。 

担当者名 

（Instructor） 

中原 淳(NAKAHARA JUN) 

藤澤 広美(FUJISAWA HIROMI) 

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） 
MBU6200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「人材開発・組織開発論１」は、人材開発・組織開発の基礎理論・基礎知識を習得することを目的とする授業である。 

 

This course aims for students to acquire the basic theory and fundamental knowledge about human resource development and 

organizational development. 

 

授業の内容（Course Contents） 

「人材・組織開発論１」の前半は組織開発の基礎を習得することからはじまる。「人材・組織開発論１」の後半は、人材開発の基礎

知識を論文購読のかたちで購読し、ディスカッションを行う。 

 

In the first part of this course, students are expected to learn the fundamental theory and knowledge of organization itself. In 

the second part, they are expected to read the textbook of human resource development and participate in discussions. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：人材開発と組織開発の概要 

2. 組織開発とは何か？ ：コンテントとプロセスの理解 

3. 組織開発体験(1)ーカード型ＯＤ 

4. 組織開発の起源（1）ーデューイ・フッサール・フロイト 

5. 組織開発の起源（2）ー心理療法 

6. 組織開発体験(2)ーレゴ型ＯＤ 

7. 組織開発の起源（3）ーＴグループとサーベイの統合 

8. 組織開発の起源（4）ー社会構成主義とＡＩ 

9. 組織開発・実践者に聞く 

10. 人材開発の基礎理論ー組織社会化 

11. 人材開発の基礎理論ー職場学習とＯＪＴ 

12. 人材開発の基礎理論ーリーダーシップ開発 

13. 人材開発のリアルー女性のリーダー育成 

14. 人材開発のリアルー研修転移とまとめ 

 

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

グループでのプレゼンテーションに備え、リーディングアサインメントを読み、資料をつくる必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/プレゼンテーション(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 中原淳・中村和彦、2018、『組織開発の探究』、ダイヤモンド社 (ISBN:9784478106440) 

2. 中原淳、2012、『経営学習論』、東京大学出版会 (ISBN:9784130402576) 

・本授業は集中講義である。6 月あたりにグループを組成し、シラバスの詳細を説明する会をもうける 

・テキストは追って指示する 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 



 - 35 - 

 

注意事項（Notice） 

• 本科目は、講義に続いてクラスあるいはチーム単位でのディスカッション形式で授業を展開する。 

• 双方向による授業の割合は 100%(14 回中 14 回)である。 
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■KM232 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

KM232／人材・組織開発特論２ 

(Special Lecture on Human Resource and Organization Development 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

「人材・組織開発論２」では、授業中、指示のあるいくつかのクライアント企業に対して、

学生がグループになって、人材開発・組織開発・リーダーシップ開発を行うことをめざす 

担当者名 

（Instructor） 

中原 淳(NAKAHARA JUN) 

藤澤 広美(FUJISAWA HIROMI) 

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） 
MBU6200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「人材・組織開発論２」では、授業中、指示のあるいくつかのクライアント企業に対して、学生がグループになって、人材開発・組織

開発・リーダーシップ開発を行うことをめざす 

 

In this course, students are expected to form a group and implement human resource development, organizational development, 

and leadership development for a client company.  

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業を通して、学生は、人材開発・組織開発・リーダーシップ開発のリアルなプロセスを体験することができる。エントリー、契

約、データ収集、フィードバックミーティングまでの開催までを追体験することができる。 

 

In this course, students gain some experience in the real process of human resource development, organizational development, 

and leadership development. They can experience all processes including entry, contract, data collection, and feedback. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーションと振り返り 

2. 経営活動のなかの人材開発・組織開発 

3. 人材開発手法の体感ワークショップ 

4. アクション計画のための学習(1)・・・人材開発 

5. アクション計画のための学習(2)・・・組織開発 

6. データの収集と課題設定 

7. 中間発表① 

8. 中間発表② 

9. 評価の計画をたてる 

10. プレファイナル発表会：グループでの相互フィードバック 

11. 実践者に聴く：人材開発 

12. 実践者に聴く：組織開発 

13. 最終発表 

14. リフレクション 

 

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

グループでの課題解決を行わなくてはならない 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/プレゼンテーション(60%) 

いかなる理由があっても、3 回以上欠席した場合は、自動的に単位取得ができなくなるので留意すること。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 中原淳・中村和彦、2018、『組織開発の探究』、ダイヤモンド社 (ISBN:9784478106440) 

2. 中原淳、2012、『経営学習論』、東京大学出版会 (ISBN:9784130402576) 

この授業を終えたあと、リーダーシップ開発コースの学生は、リーダーシップファイナルプロジェクトに向かう。ファイナルプロジェク

トにおいては学生が個別に課題解決を行わなくてはならない。この授業はそのための知的基盤を構築することを目的とする。 

 

なお、この授業は実際のクライアントに人材開発・組織開発をなす。それにあたっては、倫理的配慮を行うとともに、個人情報等

の流出には、留意する。また、授業で行った議論は決して口外してはいけない。守秘義務を守ることのできる受講生のみ、受講さ

れたい。 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・授業進行の詳細は、人材開発・組織開発特論 1 の際に説明するので、そちらを参考にされたい 

・この授業は、経営学研究科リーダーシップ開発コースの受講生しか受講できない 

 

注意事項（Notice） 

• 本科目は、講義に続いてクラスあるいはチーム単位でのディスカッション形式で授業を展開する。 

• 双方向による授業の割合は 100%(14 回中 14 回)である。 
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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。 

 

By understanding advanced knowledge and techniques related to financial accounting, students become able to correctly read 

international consolidated financial statements in today’s developed international capital market disclosure system.   Particular 

emphasis is placed on the structure of consolidated financial statements and properly understanding IFRS. 

 

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。 

 

We discuss important financial accounting standards related to IFRS and ASBJ standards. Specifically, the first half of the 

lecture focuses on teaching students to understand basic financial statements in financial accounting (consolidated balance 

sheets, consolidated profit and loss statements and consolidated cashflow statements). In the second half, students deepen 

their understanding of important standards stipulated in the IFRS through lectures. Finally, we will discuss and overview the 

future of today’s international capital markets and corporate financial accounting. 

 

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） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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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。  

 

Students learn how to formulate a company's competitive strategy that is appropriate within a particular competitive 

environment? They also learn how a firm should strategically and organizationally adapt to changes in the environment. 

Corporate Strategy 1 and 2 classes focus on the topics of the Porter's 5 Forces and generic strategies.  

 

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。  

 

Students will learn how to identify the profit potential (past, present, and future) of an industry through the Porter’s 5 Forces 

analysis, and to formulate a competitive strategy suitable for the external and internal environments. First, students will learn 

the basics of competitive strategy theory. Next, they will conduct case studies. In Corporate Strategy 2, by conducting some 

case studies, students will learn how a corporation adapts to Japanese business environments. Groups consisting of 2 to 3 

people will be made to do case studies. Also, assignments of homework and short reports will be given most every week. 

 

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 

14. 産業分析発表 

 

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。 

 

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） 
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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。 

 

Students learn how to formulate a company's competitive strategy that is appropriate within a particular competitive 

environment? They also learn how a firm should strategically and organizationally adapt to changes in the environment. 

Corporate Strategy 1 and 2 classes focus on the topics of the Porter's 5 Forces and generic strategies.  

 

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。 

 

Students will learn how to identify the profit potential (past, present, and future) of an industry through the Porter’s 5 Forces 

analysis, and to formulate a competitive strategy suitable for the external and internal environments. First, students will learn 

the basics of competitive strategy theory. Next, they will conduct case studies. In Corporate Strategy 2, by conducting some 

case studies, students will learn how a corporation adapts to Japanese business environments. Groups consisting of 2 to 3 

people will be made to do case studies. Also, assignments of homework and short reports will be given most every week. 

 

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. レクチャー コアコンピテンス 

8. レクチャー Resource Based View; 多角化戦略等 

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. 企業分析発表 

14. 企業分析発表 

 

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。 

 

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。 
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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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■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） 

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 Global Strategic Management１，２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。 

 

Students learn how to formulate a company's competitive strategy that is appropriate within a particular competitive 

environment? They also learn how a firm should strategically and organizationally adapt to changes in the environment.Global 

Strategic Management 1 and 2 classes focus on the topics of the Porter's 5 Forces and generic strategies.  

 

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 Global Strategic Management２では，多くのケース・スタディを使って企業・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。学生の語学力にあわせて

日本語でも授業を行う。 

 

Students will learn how to identify the profit potential (past, present, and future) of an industry through the Porter’s 5 Forces 

analysis, and to formulate a competitive strategy suitable for the external and internal environments. First, students will learn 

the basics of competitive strategy theory. Next, they will conduct case studies. In Corporate Strategy 2, by conducting some 

case studies, students will learn how a corporation adapts to Japanese business environments. Groups consisting of 2 to 3 

people will be made to do case studies. Also, assignments of homework and short reports will be given most every week. 

 

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. 産業構造分析 発表 

14. 産業構造分析 発表 

 

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。 

 

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） 

授業時に指示。ケースを使う。 

 

参考文献（Readings） 
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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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■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） 

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 Global Strategic Management 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。  

 

Students learn how to formulate a company's competitive strategy that is appropriate within a particular competitive 

environment? They also learn how a firm should strategically and organizationally adapt to changes in the environment.Global 

Strategic Management 1 and 2 classes focus on the topics of the Porter's 5 Forces and generic strategies.  

 

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 Global Strategic Management２では，多くのケース・スタディを使って企業・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。学生の語学力にあわせて

日本語でも授業を行う。. 

 

Students will learn how to identify the profit potential (past, present, and future) of an industry through the Porter’s 5 Forces 

analysis, and to formulate a competitive strategy suitable for the external and internal environments. First, students will learn 

the basics of competitive strategy theory. Next, they will conduct case studies. In Corporate Strategy 2, by conducting some 

case studies, students will learn how a corporation adapts to Japanese business environments. Groups consisting of 2 to 3 

people will be made to do case studies. Also, assignments of homework and short reports will be given most every week. 

 

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. レクチャー コアコンピテンス 

10. レクチャー Resource Based View; 多角化戦略 

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. 企業分析発表 

14. 企業分析発表 

 

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

ケース発表の準備。産業・企業の調査・発表。 

 

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） 

授業時に指示。 

 

参考文献（Readings） 
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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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■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。 

 

All participants of this class will discuss the strategy and organization for creating innovation. The objective of this class is to 

reach the following three goals: 

(1) Participants deepen their understanding of the basic concepts and theories related to management of innovation. 

(2) Based on (1), participants have their own views on how to solve the organizational and strategic challenges that companies 

face in creating innovation. 

(3) Participants apply new knowledge and perspectives learned in this class to their own research. 

 

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。 

 

This class will be conducted by using papers on strategic management of innovation (Harvard Business Review, Strategic 

Management Journal, etc.) and discussing the issues related on it with all participants. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 討論(1)：SCPパラダイムと戦略フレームワーク 

3. 討論(2)：リソース・ベースト・ビュー 

4. 討論(3)：知の探索・知の深化の理論 1 

5. 討論(4)：知の探索・知の深化の理論 2 

6. 討論(5)：組織の記憶の理論 

7. 討論(6)：組織の知識創造理論(SECIモデル) 

8. 討論(7)：認知心理学ベースの進化理論 

9. 討論(8)：ダイナミック・ケイパビリティ理論 

10. 討論(9)：リーダーシップの理論 

11. 討論(10)：モチベーションの理論 

12. 討論(11)：認知バイアスの理論 

13. 討論(12)：センスメイキング理論 

14. まとめ 

 

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. 入山章栄、2019、『世界標準の経営理論』、ダイヤモンド社 

2. 安本雅典・真鍋誠司、2017、『オープン化戦略 境界を越えるイノベーション』、有斐閣 (ISBN:978-4641164659) 
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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。 

 

All participants of this class will discuss the strategy and organization for creating innovation. The objective of this class is to 

reach the following three goals: 

(1) Participants deepen their understanding of the basic concepts and theories related to management of innovation. 

(2) Based on (1), participants have their own views on how to solve the organizational and strategic challenges that companies 

face in creating innovation. 

(3) Participants apply new knowledge and perspectives learned in this class to their own research. 

 

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。 

 

This class will be conducted by using papers on strategic management of innovation (Harvard Business Review, Strategic 

Management Journal, etc.) and discussing the issues related on it with all participants. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 討論(1)： 「弱いつながりの強さ」理論 

3. 討論(2)：ストラクチャル・ホール理論 

4. 討論(3)：ソーシャルキャピタル理論 

5. 討論(4)：資源依存理論 

6. 討論(5)：組織エコロジー理論 

7. 討論(6)：エコロジーベースの進化理論 

8. 討論(7)： 戦略とイノベーションと経営理論 

9. 討論(8)：組織行動・人事と経営理論 

10. 討論(9)：企業ガバナンスと経営理論 

11. 討論(10)： グローバル経営の理論 

12. 討論(11)：アントレプレナーシップと経営理論 

13. 討論(12)：企業組織のあり方と経営理論 

14. まとめ 

 

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. 入山章栄、2019、『世界標準の経営理論』、ダイヤモンド社 

2. ヘンリー・チェスブロウ他、2008、『オープンイノベーション 組織を越えたネットワークが成長を加速する』、英治出版 

(ISBN:978-4862760463) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 52 - 

■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。 

 

Take up the theme of quantifying CSR activities that businesses should deal with, and deepen your understanding of cost 

management systems. 

 

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。 

 

To deepen understanding of cost management, which is the basis of managerial accounting, we will examine individual items 

while focusing on CSR issues which are attracting increasing interest today, to clarify the overall picture. In this lecture, a 

report and discussion is planned for each theme. 

 

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） 

報告レポートとディスカッションへの取り組み(100%) 

2020.6.2 付変更【変更前】平常点 100%：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)） 
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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。 

 

Utilize cost management methods to approach quantitative problems of CSR activities. 

 

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。 

 

Focusing on CSR issues which are attracting growing interest today, we tackle CSR accounting framework design issues from a 

cost management point of view. In this lecture, a report and discussion is planned for each theme. 

 

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） 

修士論文もしくはビジネスケースを作成するための 2 年間の研究を始めるにあたって、修士論文あるいはビジネスケースとは何

かを考えさせながら、研究の基本的な知識と方法、および研究姿勢を身につける。 

 

Learn the fundamental research knowledge and methods and research approach for beginning a two-year study to create a 

master’s thesis or business case, while considering what the master’s thesis or business case is. 

 

授業の内容（Course Contents） 

2 年間の研究の開始時期となるので、基本的な先行研究の収集とその読解・整理を進める。これと平行して論文作成に当たって

の研究の方法とテーマの確定に向けて、研究分野の文献を読解し、その進捗報告を行いながら、それに対する指導教授の指導

と他の教員や学生とのディスカションなどを通じて、基本的な研究に関する知識と研究方法、そして研究に対する姿勢を学んでい

く。 

 

Since this is the start of two years of research, students collect basic prior research, read and organize it. Along with this, 

students read literature in the research area suitable for thesis creation and research methods and determining a theme, and 

learn basic research related knowledge and research methods as well as research approaches through guidance from the 

guidance professor and discussions with other teaching staff and students, while making a report of their progress. 

 

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） 

修士論文もしくはビジネスケースを作成するための 2 年間の研究を始めるにあたって、修士論文あるいはビジネスケースとは何

かを考えさせながら、研究の基本的な知識と方法、および研究姿勢を身につける。 

 

Learn the fundamental research knowledge and methods and research approach for beginning a two-year study to create a 

master’s thesis or business case, while considering what the master’s thesis or business case is. 

 

授業の内容（Course Contents） 

2 年間の研究の開始時期となるので、基本的な先行研究の収集とその読解・整理を進める。これと平行して論文作成に当たって

の研究の方法とテーマの確定に向けて、研究分野の文献を読解し、その進捗報告を行いながら、それに対する指導教授の指導

と他の教員や学生とのディスカションなどを通じて、基本的な研究に関する知識と研究方法、そして研究に対する姿勢を学んでい

く。 

 

Since this is the start of two years of research, students collect basic prior research, read and organize it. Along with this, 

students read literature in the research area suitable for thesis creation and research methods and determining a theme, and 

learn basic research related knowledge and research methods as well as research approaches through guidance from the 

guidance professor and discussions with other teaching staff and students, while making a report of their progress. 

 

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） 

修士論文もしくはビジネスケースを作成するための 2 年間の研究を始めるにあたって、修士論文あるいはビジネスケースとは何

かを考えさせながら、研究の基本的な知識と方法、および研究姿勢を身につける。 

 

Learn the fundamental research knowledge and methods and research approach for beginning a two-year study to create a 

master’s thesis or business case, while considering what the master’s thesis or business case is. 

 

授業の内容（Course Contents） 

2 年間の研究の開始時期となるので、基本的な先行研究の収集とその読解・整理を進める。これと平行して論文作成に当たって

の研究の方法とテーマの確定に向けて、研究分野の文献を読解し、その進捗報告を行いながら、それに対する指導教授の指導

と他の教員や学生とのディスカションなどを通じて、基本的な研究に関する知識と研究方法、そして研究に対する姿勢を学んでい

く。 

 

Since this is the start of two years of research, students collect basic prior research, read and organize it. Along with this, 

students read literature in the research area suitable for thesis creation and research methods and determining a theme, and 

learn basic research related knowledge and research methods as well as research approaches through guidance from the 

guidance professor and discussions with other teaching staff and students, while making a report of their progress. 

 

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） 

修士論文もしくはビジネスケースを作成するための 2 年間の研究を始めるにあたって、修士論文あるいはビジネスケースとは何

かを考えさせながら、研究の基本的な知識と方法、および研究姿勢を身につける。 

 

Learn the fundamental research knowledge and methods and research approach for beginning a two-year study to create a 

master’s thesis or business case, while considering what the master’s thesis or business case is. 

 

授業の内容（Course Contents） 

2 年間の研究の開始時期となるので、基本的な先行研究の収集とその読解・整理を進める。これと平行して論文作成に当たって

の研究の方法とテーマの確定に向けて、研究分野の文献を読解し、その進捗報告を行いながら、それに対する指導教授の指導

と他の教員や学生とのディスカションなどを通じて、基本的な研究に関する知識と研究方法、そして研究に対する姿勢を学んでい

く。 

 

Since this is the start of two years of research, students collect basic prior research, read and organize it. Along with this, 

students read literature in the research area suitable for thesis creation and research methods and determining a theme, and 

learn basic research related knowledge and research methods as well as research approaches through guidance from the 

guidance professor and discussions with other teaching staff and students, while making a report of their progress. 

 

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） 

修士論文もしくはビジネスケースを作成するための 2 年間の研究を始めるにあたって、修士論文あるいはビジネスケースとは何

かを考えさせながら、研究の基本的な知識と方法、および研究姿勢を身につける。 

 

Learn the fundamental research knowledge and methods and research approach for beginning a two-year study to create a 

master’s thesis or business case, while considering what the master’s thesis or business case is. 

 

授業の内容（Course Contents） 

2 年間の研究の開始時期となるので、基本的な先行研究の収集とその読解・整理を進める。これと平行して論文作成に当たって

の研究の方法とテーマの確定に向けて、研究分野の文献を読解し、その進捗報告を行いながら、それに対する指導教授の指導

と他の教員や学生とのディスカションなどを通じて、基本的な研究に関する知識と研究方法、そして研究に対する姿勢を学んでい

く。 

 

Since this is the start of two years of research, students collect basic prior research, read and organize it. Along with this, 

students read literature in the research area suitable for thesis creation and research methods and determining a theme, and 

learn basic research related knowledge and research methods as well as research approaches through guidance from the 

guidance professor and discussions with other teaching staff and students, while making a report of their progress. 

 

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） 

修士論文もしくはビジネスケースを作成するための 2 年間の研究を始めるにあたって、修士論文あるいはビジネスケースとは何

かを考えさせながら、研究の基本的な知識と方法、および研究姿勢を身につける。 

 

Learn the fundamental research knowledge and methods and research approach for beginning a two-year study to create a 

master’s thesis or business case, while considering what the master’s thesis or business case is. 

 

授業の内容（Course Contents） 

2 年間の研究の開始時期となるので、基本的な先行研究の収集とその読解・整理を進める。これと平行して論文作成に当たって

の研究の方法とテーマの確定に向けて、研究分野の文献を読解し、その進捗報告を行いながら、それに対する指導教授の指導

と他の教員や学生とのディスカションなどを通じて、基本的な研究に関する知識と研究方法、そして研究に対する姿勢を学んでい

く。 

 

Since this is the start of two years of research, students collect basic prior research, read and organize it. Along with this, 

students read literature in the research area suitable for thesis creation and research methods and determining a theme, and 

learn basic research related knowledge and research methods as well as research approaches through guidance from the 

guidance professor and discussions with other teaching staff and students, while making a report of their progress. 

 

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） 

修士論文もしくはビジネスケースを作成するための 2 年間の研究を始めるにあたって、修士論文あるいはビジネスケースとは何

かを考えさせながら、研究の基本的な知識と方法、および研究姿勢を身につける。 

 

Learn the fundamental research knowledge and methods and research approach for beginning a two-year study to create a 

master’s thesis or business case, while considering what the master’s thesis or business case is. 

 

授業の内容（Course Contents） 

2 年間の研究の開始時期となるので、基本的な先行研究の収集とその読解・整理を進める。これと平行して論文作成に当たって

の研究の方法とテーマの確定に向けて、研究分野の文献を読解し、その進捗報告を行いながら、それに対する指導教授の指導

と他の教員や学生とのディスカションなどを通じて、基本的な研究に関する知識と研究方法、そして研究に対する姿勢を学んでい

く。 

 

Since this is the start of two years of research, students collect basic prior research, read and organize it. Along with this, 

students read literature in the research area suitable for thesis creation and research methods and determining a theme, and 

learn basic research related knowledge and research methods as well as research approaches through guidance from the 

guidance professor and discussions with other teaching staff and students, while making a report of their progress. 

 

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） 

修士論文もしくはビジネスケースを作成するための 2 年間の研究を始めるにあたって、修士論文あるいはビジネスケースとは何

かを考えさせながら、研究の基本的な知識と方法、および研究姿勢を身につける。 

 

Learn the fundamental research knowledge and methods and research approach for beginning a two-year study to create a 

master’s thesis or business case, while considering what the master’s thesis or business case is. 

 

授業の内容（Course Contents） 

2 年間の研究の開始時期となるので、基本的な先行研究の収集とその読解・整理を進める。これと平行して論文作成に当たって

の研究の方法とテーマの確定に向けて、研究分野の文献を読解し、その進捗報告を行いながら、それに対する指導教授の指導

と他の教員や学生とのディスカションなどを通じて、基本的な研究に関する知識と研究方法、そして研究に対する姿勢を学んでい

く。 

 

Since this is the start of two years of research, students collect basic prior research, read and organize it. Along with this, 

students read literature in the research area suitable for thesis creation and research methods and determining a theme, and 

learn basic research related knowledge and research methods as well as research approaches through guidance from the 

guidance professor and discussions with other teaching staff and students, while making a report of their progress. 

 

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） 

修士論文もしくはビジネスケースを作成するための 2 年間の研究を始めるにあたって、修士論文あるいはビジネスケースとは何

かを考えさせながら、研究の基本的な知識と方法、および研究姿勢を身につける。 

 

Learn the fundamental research knowledge and methods and research approach for beginning a two-year study to create a 

master’s thesis or business case, while considering what the master’s thesis or business case is. 

 

授業の内容（Course Contents） 

2 年間の研究の開始時期となるので、基本的な先行研究の収集とその読解・整理を進める。これと平行して論文作成に当たって

の研究の方法とテーマの確定に向けて、研究分野の文献を読解し、その進捗報告を行いながら、それに対する指導教授の指導

と他の教員や学生とのディスカションなどを通じて、基本的な研究に関する知識と研究方法、そして研究に対する姿勢を学んでい

く。 

 

Since this is the start of two years of research, students collect basic prior research, read and organize it. Along with this, 

students read literature in the research area suitable for thesis creation and research methods and determining a theme, and 

learn basic research related knowledge and research methods as well as research approaches through guidance from the 

guidance professor and discussions with other teaching staff and students, while making a report of their progress. 

 

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） 

修士論文あるいはビジネスケースについての理解および研究に対する姿勢を身につけた上で、研究のテーマと方法、構成を確

定するための学習を進める。 

 

After acquiring an understanding of the master’s thesis or business case and research approaches, students continue to study 

to determine the research theme, method and structure. 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期での学習を踏まえた上で、研究テーマと方法を確定するための学習を進めていく。春学期同様、先行研究の収集とその読

解・整理を進め、当該研究領域の理解を深めながら、自身の研究テーマと研究方法を確定する。ビジネスケースについては、学

術的な基礎を決定し、それに基づいてケース本文とティーチングノートの概要について確定する。春学期同様に、学生の進捗報

告を基本とし、それに対する指導教授の指導と他の教員や学生とのディスカションなどを通じて、自身の研究分野に関する知識と

方法を一層深めていきながら、秋学期終了時には、修士論文、ビジネスケースそれぞれの課題を確定する。  

 

Based on studies in the spring spring semester, students continue to study to determine research themes and methods. Like in 

the spring semester, students continue collecting, reading and organizing prior research and determine their personal research 

themes and research methods while deepening their understanding of the appropriate research areas. For business cases, the 

academic basis is determined, and the case outline and teaching notes are decided based on this. Like in the spring semester, 

at the end of the fall semester, students determine each subject for the master’s thesis or business case while dramatically 

deepening their knowledge and methods related to their research area through guidance from the guidance professor and 

discussions with other teaching staff and students, based on their progress report.  

 

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。 
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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） 

修士論文あるいはビジネスケースについての理解および研究に対する姿勢を身につけた上で、研究のテーマと方法、構成を確

定するための学習を進める。 

 

After acquiring an understanding of the master’s thesis or business case and research approaches, students continue to study 

to determine the research theme, method and structure. 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期での学習を踏まえた上で、研究テーマと方法を確定するための学習を進めていく。春学期同様、先行研究の収集とその読

解・整理を進め、当該研究領域の理解を深めながら、自身の研究テーマと研究方法を確定する。ビジネスケースについては、学

術的な基礎を決定し、それに基づいてケース本文とティーチングノートの概要について確定する。春学期同様に、学生の進捗報

告を基本とし、それに対する指導教授の指導と他の教員や学生とのディスカションなどを通じて、自身の研究分野に関する知識と

方法を一層深めていきながら、秋学期終了時には、修士論文、ビジネスケースそれぞれの課題を確定する。  

 

Based on studies in the spring spring semester, students continue to study to determine research themes and methods. Like in 

the spring semester, students continue collecting, reading and organizing prior research and determine their personal research 

themes and research methods while deepening their understanding of the appropriate research areas. For business cases, the 

academic basis is determined, and the case outline and teaching notes are decided based on this. Like in the spring semester, 

at the end of the fall semester, students determine each subject for the master’s thesis or business case while dramatically 

deepening their knowledge and methods related to their research area through guidance from the guidance professor and 

discussions with other teaching staff and students, based on their progress report.  

 

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。 
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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） 

修士論文あるいはビジネスケースについての理解および研究に対する姿勢を身につけた上で、研究のテーマと方法、構成を確

定するための学習を進める。 

 

After acquiring an understanding of the master’s thesis or business case and research approaches, students continue to study 

to determine the research theme, method and structure. 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期での学習を踏まえた上で、研究テーマと方法を確定するための学習を進めていく。春学期同様、先行研究の収集とその読

解・整理を進め、当該研究領域の理解を深めながら、自身の研究テーマと研究方法を確定する。ビジネスケースについては、学

術的な基礎を決定し、それに基づいてケース本文とティーチングノートの概要について確定する。春学期同様に、学生の進捗報

告を基本とし、それに対する指導教授の指導と他の教員や学生とのディスカションなどを通じて、自身の研究分野に関する知識と

方法を一層深めていきながら、秋学期終了時には、修士論文、ビジネスケースそれぞれの課題を確定する。  

 

Based on studies in the spring spring semester, students continue to study to determine research themes and methods. Like in 

the spring semester, students continue collecting, reading and organizing prior research and determine their personal research 

themes and research methods while deepening their understanding of the appropriate research areas. For business cases, the 

academic basis is determined, and the case outline and teaching notes are decided based on this. Like in the spring semester, 

at the end of the fall semester, students determine each subject for the master’s thesis or business case while dramatically 

deepening their knowledge and methods related to their research area through guidance from the guidance professor and 

discussions with other teaching staff and students, based on their progress report.  

 

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。 
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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） 

修士論文あるいはビジネスケースについての理解および研究に対する姿勢を身につけた上で、研究のテーマと方法、構成を確

定するための学習を進める。 

 

After acquiring an understanding of the master’s thesis or business case and research approaches, students continue to study 

to determine the research theme, method and structure. 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期での学習を踏まえた上で、研究テーマと方法を確定するための学習を進めていく。春学期同様、先行研究の収集とその読

解・整理を進め、当該研究領域の理解を深めながら、自身の研究テーマと研究方法を確定する。ビジネスケースについては、学

術的な基礎を決定し、それに基づいてケース本文とティーチングノートの概要について確定する。春学期同様に、学生の進捗報

告を基本とし、それに対する指導教授の指導と他の教員や学生とのディスカションなどを通じて、自身の研究分野に関する知識と

方法を一層深めていきながら、秋学期終了時には、修士論文、ビジネスケースそれぞれの課題を確定する。  

 

Based on studies in the spring spring semester, students continue to study to determine research themes and methods. Like in 

the spring semester, students continue collecting, reading and organizing prior research and determine their personal research 

themes and research methods while deepening their understanding of the appropriate research areas. For business cases, the 

academic basis is determined, and the case outline and teaching notes are decided based on this. Like in the spring semester, 

at the end of the fall semester, students determine each subject for the master’s thesis or business case while dramatically 

deepening their knowledge and methods related to their research area through guidance from the guidance professor and 

discussions with other teaching staff and students, based on their progress report.  

 

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。 
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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） 

修士論文あるいはビジネスケースについての理解および研究に対する姿勢を身につけた上で、研究のテーマと方法、構成を確

定するための学習を進める。 

 

After acquiring an understanding of the master’s thesis or business case and research approaches, students continue to study 

to determine the research theme, method and structure. 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期での学習を踏まえた上で、研究テーマと方法を確定するための学習を進めていく。春学期同様、先行研究の収集とその読

解・整理を進め、当該研究領域の理解を深めながら、自身の研究テーマと研究方法を確定する。ビジネスケースについては、学

術的な基礎を決定し、それに基づいてケース本文とティーチングノートの概要について確定する。春学期同様に、学生の進捗報

告を基本とし、それに対する指導教授の指導と他の教員や学生とのディスカションなどを通じて、自身の研究分野に関する知識と

方法を一層深めていきながら、秋学期終了時には、修士論文、ビジネスケースそれぞれの課題を確定する。  

 

Based on studies in the spring spring semester, students continue to study to determine research themes and methods. Like in 

the spring semester, students continue collecting, reading and organizing prior research and determine their personal research 

themes and research methods while deepening their understanding of the appropriate research areas. For business cases, the 

academic basis is determined, and the case outline and teaching notes are decided based on this. Like in the spring semester, 

at the end of the fall semester, students determine each subject for the master’s thesis or business case while dramatically 

deepening their knowledge and methods related to their research area through guidance from the guidance professor and 

discussions with other teaching staff and students, based on their progress report.  

 

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。 
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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） 

修士論文あるいはビジネスケースについての理解および研究に対する姿勢を身につけた上で、研究のテーマと方法、構成を確

定するための学習を進める。 

 

After acquiring an understanding of the master’s thesis or business case and research approaches, students continue to study 

to determine the research theme, method and structure. 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期での学習を踏まえた上で、研究テーマと方法を確定するための学習を進めていく。春学期同様、先行研究の収集とその読

解・整理を進め、当該研究領域の理解を深めながら、自身の研究テーマと研究方法を確定する。ビジネスケースについては、学

術的な基礎を決定し、それに基づいてケース本文とティーチングノートの概要について確定する。春学期同様に、学生の進捗報

告を基本とし、それに対する指導教授の指導と他の教員や学生とのディスカションなどを通じて、自身の研究分野に関する知識と

方法を一層深めていきながら、秋学期終了時には、修士論文、ビジネスケースそれぞれの課題を確定する。  

 

Based on studies in the spring spring semester, students continue to study to determine research themes and methods. Like in 

the spring semester, students continue collecting, reading and organizing prior research and determine their personal research 

themes and research methods while deepening their understanding of the appropriate research areas. For business cases, the 

academic basis is determined, and the case outline and teaching notes are decided based on this. Like in the spring semester, 

at the end of the fall semester, students determine each subject for the master’s thesis or business case while dramatically 

deepening their knowledge and methods related to their research area through guidance from the guidance professor and 

discussions with other teaching staff and students, based on their progress report.  

 

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。 
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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） 

修士論文あるいはビジネスケースについての理解および研究に対する姿勢を身につけた上で、研究のテーマと方法、構成を確

定するための学習を進める。 

 

After acquiring an understanding of the master’s thesis or business case and research approaches, students continue to study 

to determine the research theme, method and structure. 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期での学習を踏まえた上で、研究テーマと方法を確定するための学習を進めていく。春学期同様、先行研究の収集とその読

解・整理を進め、当該研究領域の理解を深めながら、自身の研究テーマと研究方法を確定する。ビジネスケースについては、学

術的な基礎を決定し、それに基づいてケース本文とティーチングノートの概要について確定する。春学期同様に、学生の進捗報

告を基本とし、それに対する指導教授の指導と他の教員や学生とのディスカションなどを通じて、自身の研究分野に関する知識と

方法を一層深めていきながら、秋学期終了時には、修士論文、ビジネスケースそれぞれの課題を確定する。  

 

Based on studies in the spring spring semester, students continue to study to determine research themes and methods. Like in 

the spring semester, students continue collecting, reading and organizing prior research and determine their personal research 

themes and research methods while deepening their understanding of the appropriate research areas. For business cases, the 

academic basis is determined, and the case outline and teaching notes are decided based on this. Like in the spring semester, 

at the end of the fall semester, students determine each subject for the master’s thesis or business case while dramatically 

deepening their knowledge and methods related to their research area through guidance from the guidance professor and 

discussions with other teaching staff and students, based on their progress report.  

 

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。 
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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） 

修士論文あるいはビジネスケースについての理解および研究に対する姿勢を身につけた上で、研究のテーマと方法、構成を確

定するための学習を進める。 

 

After acquiring an understanding of the master’s thesis or business case and research approaches, students continue to study 

to determine the research theme, method and structure. 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期での学習を踏まえた上で、研究テーマと方法を確定するための学習を進めていく。春学期同様、先行研究の収集とその読

解・整理を進め、当該研究領域の理解を深めながら、自身の研究テーマと研究方法を確定する。ビジネスケースについては、学

術的な基礎を決定し、それに基づいてケース本文とティーチングノートの概要について確定する。春学期同様に、学生の進捗報

告を基本とし、それに対する指導教授の指導と他の教員や学生とのディスカションなどを通じて、自身の研究分野に関する知識と

方法を一層深めていきながら、秋学期終了時には、修士論文、ビジネスケースそれぞれの課題を確定する。  

 

Based on studies in the spring spring semester, students continue to study to determine research themes and methods. Like in 

the spring semester, students continue collecting, reading and organizing prior research and determine their personal research 

themes and research methods while deepening their understanding of the appropriate research areas. For business cases, the 

academic basis is determined, and the case outline and teaching notes are decided based on this. Like in the spring semester, 

at the end of the fall semester, students determine each subject for the master’s thesis or business case while dramatically 

deepening their knowledge and methods related to their research area through guidance from the guidance professor and 

discussions with other teaching staff and students, based on their progress report.  

 

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。 
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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） 

修士論文あるいはビジネスケースについての理解および研究に対する姿勢を身につけた上で、研究のテーマと方法、構成を確

定するための学習を進める。 

 

After acquiring an understanding of the master’s thesis or business case and research approaches, students continue to study 

to determine the research theme, method and structure. 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期での学習を踏まえた上で、研究テーマと方法を確定するための学習を進めていく。春学期同様、先行研究の収集とその読

解・整理を進め、当該研究領域の理解を深めながら、自身の研究テーマと研究方法を確定する。ビジネスケースについては、学

術的な基礎を決定し、それに基づいてケース本文とティーチングノートの概要について確定する。春学期同様に、学生の進捗報

告を基本とし、それに対する指導教授の指導と他の教員や学生とのディスカションなどを通じて、自身の研究分野に関する知識と

方法を一層深めていきながら、秋学期終了時には、修士論文、ビジネスケースそれぞれの課題を確定する。  

 

Based on studies in the spring spring semester, students continue to study to determine research themes and methods. Like in 

the spring semester, students continue collecting, reading and organizing prior research and determine their personal research 

themes and research methods while deepening their understanding of the appropriate research areas. For business cases, the 

academic basis is determined, and the case outline and teaching notes are decided based on this. Like in the spring semester, 

at the end of the fall semester, students determine each subject for the master’s thesis or business case while dramatically 

deepening their knowledge and methods related to their research area through guidance from the guidance professor and 

discussions with other teaching staff and students, based on their progress report.  

 

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。 
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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） 

2 年目に入り、論文執筆に向け、研究テーマの明確化、章構成の確定、データ等の収集、分析を通じて、論文の本文の作成を進

めていく。 

 

Entering the second year, continue writing the thesis body by clarifying the research theme, determining chapter organization, 

collecting data and performing analysis for thesis writing. 

 

授業の内容（Course Contents） 

1 年間の多数の先行研究や研究対象に対する実態の理解の上に、研究テーマおよび論点を明確化しつつ、各章構成を確定した

上で、先行研究、必要なデータや論拠を収集、整理しながら、文章化を進めていく。なおビジネスケースについては、ケース本文

とティーチングノートそれぞれの作成に向けて、その教育の効果や方法、その詳細内内容について検討と文章化を進める。その

ために学生による進捗報告とそれに対する指導教授の指導に加え、他の教員や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。春学期終了前には中間報告会があるので、1 年半の成果をまとめて報告し、それに対するコメントを踏

まえて、夏休みおよび秋学期での論文作成に向けて課題を明確にし、論文執筆に向けてのスケジュールを決定する。 

 

After understanding the actual condition for a great number of previous research and research subjects over the course of a 

year, while clarifying the research theme and points in question, after establishing the organization of each chapter, students 

continue with the writing process while collecting and organizing previous research, necessary data and arguments. For business 

cases, to prepare the case text and teaching notes, students examine the effectiveness and results of the education and their 

detailed contents and continue writing. To this end, in addition to the student’s progress report and guidance from the guidance 

professor, individual research gradually continues through discussions with other teaching staff and students. Because there is 

an interim report meeting before the end of the spring semester, the results of the year and a half are collected and reported 

together, and based on the comments on it, students clarify the challenges for thesis creation in the summer and fall semesters 

and determine the schedule for thesis writing. 

 

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。 
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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） 

 

 

  



 - 84 - 

■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） 

2 年目に入り、論文執筆に向け、研究テーマの明確化、章構成の確定、データ等の収集、分析を通じて、論文の本文の作成を進

めていく。 

 

Entering the second year, continue writing the thesis body by clarifying the research theme, determining chapter organization, 

collecting data and performing analysis for thesis writing. 

 

授業の内容（Course Contents） 

1 年間の多数の先行研究や研究対象に対する実態の理解の上に、研究テーマおよび論点を明確化しつつ、各章構成を確定した

上で、先行研究、必要なデータや論拠を収集、整理しながら、文章化を進めていく。なおビジネスケースについては、ケース本文

とティーチングノートそれぞれの作成に向けて、その教育の効果や方法、その詳細内内容について検討と文章化を進める。その

ために学生による進捗報告とそれに対する指導教授の指導に加え、他の教員や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。春学期終了前には中間報告会があるので、1 年半の成果をまとめて報告し、それに対するコメントを踏

まえて、夏休みおよび秋学期での論文作成に向けて課題を明確にし、論文執筆に向けてのスケジュールを決定する。 

 

After understanding the actual condition for a great number of previous research and research subjects over the course of a 

year, while clarifying the research theme and points in question, after establishing the organization of each chapter, students 

continue with the writing process while collecting and organizing previous research, necessary data and arguments. For business 

cases, to prepare the case text and teaching notes, students examine the effectiveness and results of the education and their 

detailed contents and continue writing. To this end, in addition to the student’s progress report and guidance from the guidance 

professor, individual research gradually continues through discussions with other teaching staff and students. Because there is 

an interim report meeting before the end of the spring semester, the results of the year and a half are collected and reported 

together, and based on the comments on it, students clarify the challenges for thesis creation in the summer and fall semesters 

and determine the schedule for thesis writing. 

 

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。 
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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） 

2 年目に入り、論文執筆に向け、研究テーマの明確化、章構成の確定、データ等の収集、分析を通じて、論文の本文の作成を進

めていく。 

 

Entering the second year, continue writing the thesis body by clarifying the research theme, determining chapter organization, 

collecting data and performing analysis for thesis writing. 

 

授業の内容（Course Contents） 

1 年間の多数の先行研究や研究対象に対する実態の理解の上に、研究テーマおよび論点を明確化しつつ、各章構成を確定した

上で、先行研究、必要なデータや論拠を収集、整理しながら、文章化を進めていく。なおビジネスケースについては、ケース本文

とティーチングノートそれぞれの作成に向けて、その教育の効果や方法、その詳細内内容について検討と文章化を進める。その

ために学生による進捗報告とそれに対する指導教授の指導に加え、他の教員や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。春学期終了前には中間報告会があるので、1 年半の成果をまとめて報告し、それに対するコメントを踏

まえて、夏休みおよび秋学期での論文作成に向けて課題を明確にし、論文執筆に向けてのスケジュールを決定する。 

 

After understanding the actual condition for a great number of previous research and research subjects over the course of a 

year, while clarifying the research theme and points in question, after establishing the organization of each chapter, students 

continue with the writing process while collecting and organizing previous research, necessary data and arguments. For business 

cases, to prepare the case text and teaching notes, students examine the effectiveness and results of the education and their 

detailed contents and continue writing. To this end, in addition to the student’s progress report and guidance from the guidance 

professor, individual research gradually continues through discussions with other teaching staff and students. Because there is 

an interim report meeting before the end of the spring semester, the results of the year and a half are collected and reported 

together, and based on the comments on it, students clarify the challenges for thesis creation in the summer and fall semesters 

and determine the schedule for thesis writing. 

 

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。 

 



 - 87 - 

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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■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） 

2 年目に入り、論文執筆に向け、研究テーマの明確化、章構成の確定、データ等の収集、分析を通じて、論文の本文の作成を進

めていく。 

 

Entering the second year, continue writing the thesis body by clarifying the research theme, determining chapter organization, 

collecting data and performing analysis for thesis writing. 

 

授業の内容（Course Contents） 

1 年間の多数の先行研究や研究対象に対する実態の理解の上に、研究テーマおよび論点を明確化しつつ、各章構成を確定した

上で、先行研究、必要なデータや論拠を収集、整理しながら、文章化を進めていく。なおビジネスケースについては、ケース本文

とティーチングノートそれぞれの作成に向けて、その教育の効果や方法、その詳細内内容について検討と文章化を進める。その

ために学生による進捗報告とそれに対する指導教授の指導に加え、他の教員や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。春学期終了前には中間報告会があるので、1 年半の成果をまとめて報告し、それに対するコメントを踏

まえて、夏休みおよび秋学期での論文作成に向けて課題を明確にし、論文執筆に向けてのスケジュールを決定する。 

 

After understanding the actual condition for a great number of previous research and research subjects over the course of a 

year, while clarifying the research theme and points in question, after establishing the organization of each chapter, students 

continue with the writing process while collecting and organizing previous research, necessary data and arguments. For business 

cases, to prepare the case text and teaching notes, students examine the effectiveness and results of the education and their 

detailed contents and continue writing. To this end, in addition to the student’s progress report and guidance from the guidance 

professor, individual research gradually continues through discussions with other teaching staff and students. Because there is 

an interim report meeting before the end of the spring semester, the results of the year and a half are collected and reported 

together, and based on the comments on it, students clarify the challenges for thesis creation in the summer and fall semesters 

and determine the schedule for thesis writing. 

 

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。 
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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） 

2 年目に入り、論文執筆に向け、研究テーマの明確化、章構成の確定、データ等の収集、分析を通じて、論文の本文の作成を進

めていく。 

 

Entering the second year, continue writing the thesis body by clarifying the research theme, determining chapter organization, 

collecting data and performing analysis for thesis writing. 

 

授業の内容（Course Contents） 

1 年間の多数の先行研究や研究対象に対する実態の理解の上に、研究テーマおよび論点を明確化しつつ、各章構成を確定した

上で、先行研究、必要なデータや論拠を収集、整理しながら、文章化を進めていく。なおビジネスケースについては、ケース本文

とティーチングノートそれぞれの作成に向けて、その教育の効果や方法、その詳細内内容について検討と文章化を進める。その

ために学生による進捗報告とそれに対する指導教授の指導に加え、他の教員や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。春学期終了前には中間報告会があるので、1 年半の成果をまとめて報告し、それに対するコメントを踏

まえて、夏休みおよび秋学期での論文作成に向けて課題を明確にし、論文執筆に向けてのスケジュールを決定する。 

 

After understanding the actual condition for a great number of previous research and research subjects over the course of a 

year, while clarifying the research theme and points in question, after establishing the organization of each chapter, students 

continue with the writing process while collecting and organizing previous research, necessary data and arguments. For business 

cases, to prepare the case text and teaching notes, students examine the effectiveness and results of the education and their 

detailed contents and continue writing. To this end, in addition to the student’s progress report and guidance from the guidance 

professor, individual research gradually continues through discussions with other teaching staff and students. Because there is 

an interim report meeting before the end of the spring semester, the results of the year and a half are collected and reported 

together, and based on the comments on it, students clarify the challenges for thesis creation in the summer and fall semesters 

and determine the schedule for thesis writing. 

 

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。 
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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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■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） 

2 年目に入り、論文執筆に向け、研究テーマの明確化、章構成の確定、データ等の収集、分析を通じて、論文の本文の作成を進

めていく。 

 

Entering the second year, continue writing the thesis body by clarifying the research theme, determining chapter organization, 

collecting data and performing analysis for thesis writing. 

 

授業の内容（Course Contents） 

1 年間の多数の先行研究や研究対象に対する実態の理解の上に、研究テーマおよび論点を明確化しつつ、各章構成を確定した

上で、先行研究、必要なデータや論拠を収集、整理しながら、文章化を進めていく。なおビジネスケースについては、ケース本文

とティーチングノートそれぞれの作成に向けて、その教育の効果や方法、その詳細内内容について検討と文章化を進める。その

ために学生による進捗報告とそれに対する指導教授の指導に加え、他の教員や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。春学期終了前には中間報告会があるので、1 年半の成果をまとめて報告し、それに対するコメントを踏

まえて、夏休みおよび秋学期での論文作成に向けて課題を明確にし、論文執筆に向けてのスケジュールを決定する。 

 

After understanding the actual condition for a great number of previous research and research subjects over the course of a 

year, while clarifying the research theme and points in question, after establishing the organization of each chapter, students 

continue with the writing process while collecting and organizing previous research, necessary data and arguments. For business 

cases, to prepare the case text and teaching notes, students examine the effectiveness and results of the education and their 

detailed contents and continue writing. To this end, in addition to the student’s progress report and guidance from the guidance 

professor, individual research gradually continues through discussions with other teaching staff and students. Because there is 

an interim report meeting before the end of the spring semester, the results of the year and a half are collected and reported 

together, and based on the comments on it, students clarify the challenges for thesis creation in the summer and fall semesters 

and determine the schedule for thesis writing. 

 

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。 
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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） 

2 年目に入り、論文執筆に向け、研究テーマの明確化、章構成の確定、データ等の収集、分析を通じて、論文の本文の作成を進

めていく。 

 

Entering the second year, continue writing the thesis body by clarifying the research theme, determining chapter organization, 

collecting data and performing analysis for thesis writing. 

 

授業の内容（Course Contents） 

1 年間の多数の先行研究や研究対象に対する実態の理解の上に、研究テーマおよび論点を明確化しつつ、各章構成を確定した

上で、先行研究、必要なデータや論拠を収集、整理しながら、文章化を進めていく。なおビジネスケースについては、ケース本文

とティーチングノートそれぞれの作成に向けて、その教育の効果や方法、その詳細内内容について検討と文章化を進める。その

ために学生による進捗報告とそれに対する指導教授の指導に加え、他の教員や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。春学期終了前には中間報告会があるので、1 年半の成果をまとめて報告し、それに対するコメントを踏

まえて、夏休みおよび秋学期での論文作成に向けて課題を明確にし、論文執筆に向けてのスケジュールを決定する。 

 

After understanding the actual condition for a great number of previous research and research subjects over the course of a 

year, while clarifying the research theme and points in question, after establishing the organization of each chapter, students 

continue with the writing process while collecting and organizing previous research, necessary data and arguments. For business 

cases, to prepare the case text and teaching notes, students examine the effectiveness and results of the education and their 

detailed contents and continue writing. To this end, in addition to the student’s progress report and guidance from the guidance 

professor, individual research gradually continues through discussions with other teaching staff and students. Because there is 

an interim report meeting before the end of the spring semester, the results of the year and a half are collected and reported 

together, and based on the comments on it, students clarify the challenges for thesis creation in the summer and fall semesters 

and determine the schedule for thesis writing. 

 

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。 
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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） 

2 年目に入り、論文執筆に向け、研究テーマの明確化、章構成の確定、データ等の収集、分析を通じて、論文の本文の作成を進

めていく。 

 

Entering the second year, continue writing the thesis body by clarifying the research theme, determining chapter organization, 

collecting data and performing analysis for thesis writing. 

 

授業の内容（Course Contents） 

1 年間の多数の先行研究や研究対象に対する実態の理解の上に、研究テーマおよび論点を明確化しつつ、各章構成を確定した

上で、先行研究、必要なデータや論拠を収集、整理しながら、文章化を進めていく。なおビジネスケースについては、ケース本文

とティーチングノートそれぞれの作成に向けて、その教育の効果や方法、その詳細内内容について検討と文章化を進める。その

ために学生による進捗報告とそれに対する指導教授の指導に加え、他の教員や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。春学期終了前には中間報告会があるので、1 年半の成果をまとめて報告し、それに対するコメントを踏

まえて、夏休みおよび秋学期での論文作成に向けて課題を明確にし、論文執筆に向けてのスケジュールを決定する。 

 

After understanding the actual condition for a great number of previous research and research subjects over the course of a 

year, while clarifying the research theme and points in question, after establishing the organization of each chapter, students 

continue with the writing process while collecting and organizing previous research, necessary data and arguments. For business 

cases, to prepare the case text and teaching notes, students examine the effectiveness and results of the education and their 

detailed contents and continue writing. To this end, in addition to the student’s progress report and guidance from the guidance 

professor, individual research gradually continues through discussions with other teaching staff and students. Because there is 

an interim report meeting before the end of the spring semester, the results of the year and a half are collected and reported 

together, and based on the comments on it, students clarify the challenges for thesis creation in the summer and fall semesters 

and determine the schedule for thesis writing. 

 

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。 
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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） 

2 年目に入り、論文執筆に向け、研究テーマの明確化、章構成の確定、データ等の収集、分析を通じて、論文の本文の作成を進

めていく。 

 

Entering the second year, continue writing the thesis body by clarifying the research theme, determining chapter organization, 

collecting data and performing analysis for thesis writing. 

 

授業の内容（Course Contents） 

1 年間の多数の先行研究や研究対象に対する実態の理解の上に、研究テーマおよび論点を明確化しつつ、各章構成を確定した

上で、先行研究、必要なデータや論拠を収集、整理しながら、文章化を進めていく。なおビジネスケースについては、ケース本文

とティーチングノートそれぞれの作成に向けて、その教育の効果や方法、その詳細内内容について検討と文章化を進める。その

ために学生による進捗報告とそれに対する指導教授の指導に加え、他の教員や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。春学期終了前には中間報告会があるので、1 年半の成果をまとめて報告し、それに対するコメントを踏

まえて、夏休みおよび秋学期での論文作成に向けて課題を明確にし、論文執筆に向けてのスケジュールを決定する。 

 

After understanding the actual condition for a great number of previous research and research subjects over the course of a 

year, while clarifying the research theme and points in question, after establishing the organization of each chapter, students 

continue with the writing process while collecting and organizing previous research, necessary data and arguments. For business 

cases, to prepare the case text and teaching notes, students examine the effectiveness and results of the education and their 

detailed contents and continue writing. To this end, in addition to the student’s progress report and guidance from the guidance 

professor, individual research gradually continues through discussions with other teaching staff and students. Because there is 

an interim report meeting before the end of the spring semester, the results of the year and a half are collected and reported 

together, and based on the comments on it, students clarify the challenges for thesis creation in the summer and fall semesters 

and determine the schedule for thesis writing. 

 

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。 
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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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■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） 

2 年間の研究の総仕上げとして、論文完成に向け、研究を進め、最終的に論文を執筆する。 

 

As the complete end of two years of research, research continues towards thesis completion, and the thesis is finally written. 

 

授業の内容（Course Contents） 

論文作成に当たっての最後の学期となるので、論文の執筆とそれに対応した内容の吟味、修正を基本に進めていく。論文執筆に

当たっての先行研究の整理と検討、必要な事実、データ、論拠のまとめを通して、文章化を進める。ビジネスケースについては、

ケース本文とティーチングノート、教育の効果や方法を踏まえたディスカッションの進め方などについて具体的に検討し、文章化

する。論文執筆に当たっては、適宜、学生による進捗報告を受け、それに対する指導教授の指導を加え、必要に応じて論文の加

筆や修正を行ない、論文を完成させる。 

 

As this is the last semester for thesis creation, students proceed with writing their theses as well as scrutinizing and revising 

the corresponding content. Students continue writing through the organization and examination of prior research and collection 

of necessary facts, data and arguments for writing the thesis. For business cases, students concretely examine the case text 

and teaching notes, as well as discussion formats based on education results and methods, and continue writing. When writing 

the thesis, each student receives a progress report, the guidance professor adds their guidance and the student corrects and 

revises the thesis as necessary before completing the thesis. 

 

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)） 
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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） 

2 年間の研究の総仕上げとして、論文完成に向け、研究を進め、最終的に論文を執筆する。 

 

As the complete end of two years of research, research continues towards thesis completion, and the thesis is finally written. 

 

授業の内容（Course Contents） 

論文作成に当たっての最後の学期となるので、論文の執筆とそれに対応した内容の吟味、修正を基本に進めていく。論文執筆に

当たっての先行研究の整理と検討、必要な事実、データ、論拠のまとめを通して、文章化を進める。ビジネスケースについては、

ケース本文とティーチングノート、教育の効果や方法を踏まえたディスカッションの進め方などについて具体的に検討し、文章化

する。論文執筆に当たっては、適宜、学生による進捗報告を受け、それに対する指導教授の指導を加え、必要に応じて論文の加

筆や修正を行ない、論文を完成させる。 

 

As this is the last semester for thesis creation, students proceed with writing their theses as well as scrutinizing and revising 

the corresponding content. Students continue writing through the organization and examination of prior research and collection 

of necessary facts, data and arguments for writing the thesis. For business cases, students concretely examine the case text 

and teaching notes, as well as discussion formats based on education results and methods, and continue writing. When writing 

the thesis, each student receives a progress report, the guidance professor adds their guidance and the student corrects and 

revises the thesis as necessary before completing the thesis. 

 

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)） 
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注意事項（Notice） 
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■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） 

2 年間の研究の総仕上げとして、論文完成に向け、研究を進め、最終的に論文を執筆する。 

 

As the complete end of two years of research, research continues towards thesis completion, and the thesis is finally written. 

 

授業の内容（Course Contents） 

論文作成に当たっての最後の学期となるので、論文の執筆とそれに対応した内容の吟味、修正を基本に進めていく。論文執筆に

当たっての先行研究の整理と検討、必要な事実、データ、論拠のまとめを通して、文章化を進める。ビジネスケースについては、

ケース本文とティーチングノート、教育の効果や方法を踏まえたディスカッションの進め方などについて具体的に検討し、文章化

する。論文執筆に当たっては、適宜、学生による進捗報告を受け、それに対する指導教授の指導を加え、必要に応じて論文の加

筆や修正を行ない、論文を完成させる。 

 

As this is the last semester for thesis creation, students proceed with writing their theses as well as scrutinizing and revising 

the corresponding content. Students continue writing through the organization and examination of prior research and collection 

of necessary facts, data and arguments for writing the thesis. For business cases, students concretely examine the case text 

and teaching notes, as well as discussion formats based on education results and methods, and continue writing. When writing 

the thesis, each student receives a progress report, the guidance professor adds their guidance and the student corrects and 

revises the thesis as necessary before completing the thesis. 

 

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)） 
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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） 

2 年間の研究の総仕上げとして、論文完成に向け、研究を進め、最終的に論文を執筆する。 

 

As the complete end of two years of research, research continues towards thesis completion, and the thesis is finally written. 

 

授業の内容（Course Contents） 

論文作成に当たっての最後の学期となるので、論文の執筆とそれに対応した内容の吟味、修正を基本に進めていく。論文執筆に

当たっての先行研究の整理と検討、必要な事実、データ、論拠のまとめを通して、文章化を進める。ビジネスケースについては、

ケース本文とティーチングノート、教育の効果や方法を踏まえたディスカッションの進め方などについて具体的に検討し、文章化

する。論文執筆に当たっては、適宜、学生による進捗報告を受け、それに対する指導教授の指導を加え、必要に応じて論文の加

筆や修正を行ない、論文を完成させる。 

 

As this is the last semester for thesis creation, students proceed with writing their theses as well as scrutinizing and revising 

the corresponding content. Students continue writing through the organization and examination of prior research and collection 

of necessary facts, data and arguments for writing the thesis. For business cases, students concretely examine the case text 

and teaching notes, as well as discussion formats based on education results and methods, and continue writing. When writing 

the thesis, each student receives a progress report, the guidance professor adds their guidance and the student corrects and 

revises the thesis as necessary before completing the thesis. 

 

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)） 
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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） 

2 年間の研究の総仕上げとして、論文完成に向け、研究を進め、最終的に論文を執筆する。 

 

As the complete end of two years of research, research continues towards thesis completion, and the thesis is finally written. 

 

授業の内容（Course Contents） 

論文作成に当たっての最後の学期となるので、論文の執筆とそれに対応した内容の吟味、修正を基本に進めていく。論文執筆に

当たっての先行研究の整理と検討、必要な事実、データ、論拠のまとめを通して、文章化を進める。ビジネスケースについては、

ケース本文とティーチングノート、教育の効果や方法を踏まえたディスカッションの進め方などについて具体的に検討し、文章化

する。論文執筆に当たっては、適宜、学生による進捗報告を受け、それに対する指導教授の指導を加え、必要に応じて論文の加

筆や修正を行ない、論文を完成させる。 

 

As this is the last semester for thesis creation, students proceed with writing their theses as well as scrutinizing and revising 

the corresponding content. Students continue writing through the organization and examination of prior research and collection 

of necessary facts, data and arguments for writing the thesis. For business cases, students concretely examine the case text 

and teaching notes, as well as discussion formats based on education results and methods, and continue writing. When writing 

the thesis, each student receives a progress report, the guidance professor adds their guidance and the student corrects and 

revises the thesis as necessary before completing the thesis. 

 

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)） 
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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） 

2 年間の研究の総仕上げとして、論文完成に向け、研究を進め、最終的に論文を執筆する。 

 

As the complete end of two years of research, research continues towards thesis completion, and the thesis is finally written. 

 

授業の内容（Course Contents） 

論文作成に当たっての最後の学期となるので、論文の執筆とそれに対応した内容の吟味、修正を基本に進めていく。論文執筆に

当たっての先行研究の整理と検討、必要な事実、データ、論拠のまとめを通して、文章化を進める。ビジネスケースについては、

ケース本文とティーチングノート、教育の効果や方法を踏まえたディスカッションの進め方などについて具体的に検討し、文章化

する。論文執筆に当たっては、適宜、学生による進捗報告を受け、それに対する指導教授の指導を加え、必要に応じて論文の加

筆や修正を行ない、論文を完成させる。 

 

As this is the last semester for thesis creation, students proceed with writing their theses as well as scrutinizing and revising 

the corresponding content. Students continue writing through the organization and examination of prior research and collection 

of necessary facts, data and arguments for writing the thesis. For business cases, students concretely examine the case text 

and teaching notes, as well as discussion formats based on education results and methods, and continue writing. When writing 

the thesis, each student receives a progress report, the guidance professor adds their guidance and the student corrects and 

revises the thesis as necessary before completing the thesis. 

 

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)） 

 

 



 - 111 - 

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） 

2 年間の研究の総仕上げとして、論文完成に向け、研究を進め、最終的に論文を執筆する。 

 

As the complete end of two years of research, research continues towards thesis completion, and the thesis is finally written. 

 

授業の内容（Course Contents） 

論文作成に当たっての最後の学期となるので、論文の執筆とそれに対応した内容の吟味、修正を基本に進めていく。論文執筆に

当たっての先行研究の整理と検討、必要な事実、データ、論拠のまとめを通して、文章化を進める。ビジネスケースについては、

ケース本文とティーチングノート、教育の効果や方法を踏まえたディスカッションの進め方などについて具体的に検討し、文章化

する。論文執筆に当たっては、適宜、学生による進捗報告を受け、それに対する指導教授の指導を加え、必要に応じて論文の加

筆や修正を行ない、論文を完成させる。 

 

As this is the last semester for thesis creation, students proceed with writing their theses as well as scrutinizing and revising 

the corresponding content. Students continue writing through the organization and examination of prior research and collection 

of necessary facts, data and arguments for writing the thesis. For business cases, students concretely examine the case text 

and teaching notes, as well as discussion formats based on education results and methods, and continue writing. When writing 

the thesis, each student receives a progress report, the guidance professor adds their guidance and the student corrects and 

revises the thesis as necessary before completing the thesis. 

 

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)） 
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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） 

2 年間の研究の総仕上げとして、論文完成に向け、研究を進め、最終的に論文を執筆する。 

 

As the complete end of two years of research, research continues towards thesis completion, and the thesis is finally written. 

 

授業の内容（Course Contents） 

論文作成に当たっての最後の学期となるので、論文の執筆とそれに対応した内容の吟味、修正を基本に進めていく。論文執筆に

当たっての先行研究の整理と検討、必要な事実、データ、論拠のまとめを通して、文章化を進める。ビジネスケースについては、

ケース本文とティーチングノート、教育の効果や方法を踏まえたディスカッションの進め方などについて具体的に検討し、文章化

する。論文執筆に当たっては、適宜、学生による進捗報告を受け、それに対する指導教授の指導を加え、必要に応じて論文の加

筆や修正を行ない、論文を完成させる。 

 

As this is the last semester for thesis creation, students proceed with writing their theses as well as scrutinizing and revising 

the corresponding content. Students continue writing through the organization and examination of prior research and collection 

of necessary facts, data and arguments for writing the thesis. For business cases, students concretely examine the case text 

and teaching notes, as well as discussion formats based on education results and methods, and continue writing. When writing 

the thesis, each student receives a progress report, the guidance professor adds their guidance and the student corrects and 

revises the thesis as necessary before completing the thesis. 

 

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)） 
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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） 

2 年間の研究の総仕上げとして、論文完成に向け、研究を進め、最終的に論文を執筆する。 

 

As the complete end of two years of research, research continues towards thesis completion, and the thesis is finally written. 

 

授業の内容（Course Contents） 

論文作成に当たっての最後の学期となるので、論文の執筆とそれに対応した内容の吟味、修正を基本に進めていく。論文執筆に

当たっての先行研究の整理と検討、必要な事実、データ、論拠のまとめを通して、文章化を進める。ビジネスケースについては、

ケース本文とティーチングノート、教育の効果や方法を踏まえたディスカッションの進め方などについて具体的に検討し、文章化

する。論文執筆に当たっては、適宜、学生による進捗報告を受け、それに対する指導教授の指導を加え、必要に応じて論文の加

筆や修正を行ない、論文を完成させる。 

 

As this is the last semester for thesis creation, students proceed with writing their theses as well as scrutinizing and revising 

the corresponding content. Students continue writing through the organization and examination of prior research and collection 

of necessary facts, data and arguments for writing the thesis. For business cases, students concretely examine the case text 

and teaching notes, as well as discussion formats based on education results and methods, and continue writing. When writing 

the thesis, each student receives a progress report, the guidance professor adds their guidance and the student corrects and 

revises the thesis as necessary before completing the thesis. 

 

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)） 
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注意事項（Notice） 
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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)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■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１(Fall Semester 1) 

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 (introduction) 

 

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 1 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. 2017. Fundamentals of Multinational Finance. Pearson (ISBN:978-0134472133) 

 

参考文献（Readings） 

1. Alan Shapiro, Peter Moles. 2014. International Financial Management. John Wiley & Sons (ISBN:978-1118929322) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Prerequisite: MIB Module 5 or equivalent.   

 

注意事項（Notice） 
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■KM801 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／経営学概論 

(Introduction to Business Administration) 

担当者名 

（Instructor） 
佐々木 宏(SASAKI HIROSHI) 

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） 
MBU5000 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

リーダーシップ開発コースの学生が入学後すぐに履修する科目で、経営学の基礎知識の修得と、実践的スキルの向上を目指

す。受講生は多様なバックグラウンドをもつと想定されるため、経営学や経済学を系統的に学んできたことを前提とせず、経営学

の主要分野（事業戦略、組織と意思決定、アカウンティング、オペレーションとサプライチェーンマネジメント、サステナビリティマネ

ジメント)を広く網羅的に扱うことにする。ケーススタディを活用して、事業戦略立案のための基本フレームワークを理解し、適用

し、分析を行い、リサーチレポートを作成できるようになることを目的にする。 

 

This course aims to provide students with an opportunity to gain academic knowledge and practical skills in business and 

management. The course covers basic management theories such as strategic planning, marketing, accounting, operation and 

supply chain management, and sustainability management. All content has been selected to meet the needs of students with 

diverse backgrounds. Using case studies, students can experience business analysis and mid-term planning processes. 

 

授業の内容（Course Contents） 

2 コマ連続で授業を行う。毎回、前半は、各回のテーマに応じた講義を行い、後半はグループワークを中心に、ケースの分析を行

う形で講義を展開していく（ただし、ビジネスゲームを行う場合はこの限りではない）。最終回には、各チームが創り上げた事業計

画のプレゼンテーションを実施するとともに、学修の達成度をはかるため最終試験を行う。なお、講義の何回かは、ゲスト講師を

招く予定である。 

 

This course consists of two consecutive sessions each day. The first half presents a lecture on each topic, and the second half 

conducts team-based research work. On the final day, student teams deliver a short presentation on the business strategy and 

mid-term plans. A final examination will be held as well. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 社会科学と経営学（パート１）：講義 

Social science and management theories (Part 1): Lecture 

2. 社会科学と経営学（パート 2）、ケーススタディ 

Social science and management theories (Part 2): Case study 

3. 事業戦略(パート 1)：講義 

Business strategy and planning (Part 1): Lecture 

4. 事業戦略(パート 2)、チームでのリサーチワーク 

Business strategy and planning (Part 2): Research work 

5. 組織と意思決定(パート 1)：講義 

Innovation and marketing (Part 1): Lecture 

6. 組織と意思決定(パート 2)、チームでのリサーチワーク 

Innovation and marketing (Part 2): Research work 

7. 財務諸表(パート 1)：講義  

Accounting (Part 1): Lecture 

8. 財務諸表(パート 2)、チームでのリサーチワーク 

Accounting (Part 2): Research work 

9. オペレーションとサプライチェーン(パート 1)：講義 

Business operation and supply chain (Part 1): Lecture 

10. オペレーションとサプライチェーン(パート 2)、ビジネスゲーム 

Business operation and supply chain (Part 2): Business game 

11. サステナビリティ(パート 1)：講義 

Sustainability management (Part 1): Lecture 

12. サステナビリティ(パート 2)、チームでのリサーチワーク 

Sustainability management (Part 1): Research work 

13. 各チームのプレゼン大会 

Final presentation 

14. 全体振り返り、最終テスト 

Course wrap-up and a final test 
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

①毎回、授業のテーマに関するテキストの該当部分(あるいは指示された文献)を読み込んでくること。 

②リアクションペーパーを提出し、自己レビューを行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/リサーチレポートとプレゼンテーション(30%)/授業への参加度(リアクションペーパー含む）(30%) 

いかなる理由があっても、3 回以上欠席した場合は、自動的に単位取得ができなくなるので留意すること。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 三谷宏治、2019、『新しい経営学』、ディスカヴァー・トゥエンティワン (ISBN:978-4-7993-2555-1) 

上記以外は、講義内容に応じて都度指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 入山章栄、2019、『世界標準の経営理論』、ダイヤモンド社 (ISBN:978-4-478-10957-1) 

上記以外は、講義内容に応じて都度指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

• 本科目は、講義に続いてクラスあるいはチーム単位でのディスカッション形式で授業を展開する。 

• 双方向による授業の割合は 100%(14 回中 14 回)である。 

 

  



 - 122 - 

■KM802 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／経営戦略論 

(Strategic Management) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

経営戦略と組織の理論およびケース 

( Strategic and organizational management : theories and cases ) 

担当者名 

（Instructor） 

鈴木 秀一(SUZUKI SHUUICHI) 

林 征治(HAYASHI MASAHARU) 

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） 
MBU5000 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経営戦略（設計図）と、組織（それを実行する人間的制度）について主要な理論とケースから学ぶ。理論には GBI（立教大学発の

Good Business Initiative）も含む。本講では、まず経営戦略論の基本的な理論を学び、その理論的フレームワークを用いて企業

ケースをグループで討議、ディベートする。 

 

This course aims for students to learn essential theories of strategic management, including the viewpoint of Rikkyo's Good 

Business Initiative (GBI) theory.  First, students master  basic knowledge of theories of strategic management and, second, 

solve problems of important cases by employing the strategic framework.  

 

授業の内容（Course Contents） 

本講では、経営戦略論を多くの論文を読み、企業ケースととりくむことで、イノベーション戦略と組織変革について学ぶ。経営倫

理、組織文化、リーダーシップ、イノベーションなどは戦略論のキーワードである。本講は、受講生のグループ・ディスカッション、

ディベートへの参加率を重視する。使用言語は日本語とする。 

 

In this course, students read many papers and books to study essential strategies of innovation and organizational 

transformation. Business ethics, organizational culture, leadership, and innovation are keywords related to strategic 

management. Students' participation rate is considered important, and  discussions occur in groups. The language used is 

Japanese. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. （講義）ガイダンス：なぜ近年の経営戦略論ではイノベーション戦略と組織変革が流行しているのか。この流行は、欧米企業

だけでなく、日本企業にも重要な問題を提起しているのか。 

2. （講義とケースによる討議）経営戦略論の代表的な考え方：競争戦略論、資源ベース戦略論、ブルー・オーシャン戦略をケ

ースで考察し、グループ討議とディベートを行う 

3. （解説）ブルー・オーシャン戦略のディベートにおける論点の整理と解説。 

（講義）経営にミッションは必要か：ビジョナリー・カンパニー論と現代経営戦略論の講義 

4. （ケース）「ダイソン」 

グループ討議とディベート 

5. （講義）クリステンセンの破壊的イノベーション論 

6. （ケース）「自作ケース：ソニーの組織プロセス・バリュー・リソース」 

グループ討議とディベート 

7. （ゲストスピーカーによる講義）デジタル・トランスフォーメーションによる日本の産業変革（大企業と中小企業のネットワー

ク） 

8. （ケース）「自作ケース：日本企業のデジタル化戦略と組織変革の課題」 

グループ討議とディベート 

9. （講義）ミンツバーグの創発戦略について 

10. （ケース）「ホンダ・エフェクト」ミンツバーグ 

グループ討議とディベート 

11. （講義）資源ベース戦略論と日本型ものづくり戦略 

12. （ケース）「場の論理」伊丹敬之 

グループ討議とディベート 

13. （講義）先端産業における戦略と組織変革 

14. （ケース）「TSMC」 

グループ討議とディベート 

 

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 
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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%) 

いかなる理由があっても、3 回以上欠席した場合は、自動的に単位取得ができなくなるので留意すること。 

 

テキスト（Textbooks） 

講義中にレジュメを配布する 

 

参考文献（Readings） 

ケースごとに指示する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

・本科目担当教員の１人は、5 年以上の実務経験を有する。 

・本科目は、講義に続いてクラスあるいはチーム単位でのディスカッション形式で授業を展開する。ディスカッションの論点を整理

してグループ間のディベートを行う。使用するケースは、講義の進度によって変わる場合がある。 

・双方向による授業の割合は 100%(14 回中 14 回)である。 

・シラバスにある授業の順番は、継続的に考察を深めるために、前後を変える場合がある。 
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■KM803 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／戦略的人的資源管理 

(Strategic Human Resource Management) 

担当者名 

（Instructor） 
佐々木 聡(SASAKI SATOSHI) 

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） 
MBU5000 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
パーソルグループ寄付講座 

 

授業の目標（Course Objectives） 

戦略、組織、人材、それぞれの基礎理論と関係性を歴史的な背景を踏まえて体系的に理解し、最新動向を知ることで今後の人的

資源管理の展望を考察する 

 

The purpose of this course is to understand systematically the fundamental theories and relationships of strategies, 

organizations, human resources, and their fundamental attributes based on historical background and to consider the prospects 

for human resource management in the future by understanding the latest trends.  

 

授業の内容（Course Contents） 

・戦略（事業・人事）と組織、人材に関する基礎的な理論を知る 

・理論を理解したうえで、実在するケーススタディをもとに、採用、育成、処遇、配置、評価などの個々の人材施策の概要とその効

果性を、今日的な視点で把握する 

・人的資源管理における人材開発、組織開発の動向を知り、今後の展望を考察する 

 

In this course, students are expected:  

(1) to learn the basic theories about strategy (business, human resources, organization) 

(2) based on actual cases, to understand the outline and effectiveness of individual human resources measures such as 

recruitment, development, treatment, placement, and evaluation from a modern perspective 

(3) to understand trends in human resource development and organizational development in human resource management and 

consider future prospects.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 戦略的人的資源論とは／歴史考察 ~変遷例 

2. 歴史考察 ~歴史的視点で経営を考察する 

3. 企業戦略の基礎理論 

4. 企業戦略の実例 

5. 人材戦略の基礎理論と実例 

6. 組織の基礎理論 ①組織構造 

7. 組織の基礎理論 ②人事制度 

8. 組織の基礎理論 ③組織風土／中間テスト 

9. ケーススタディ（戦略、組織、人材の変革事例） 

10. 人材アセスメント ①アセスメントの潮流 

11. 人材アセスメント ②アセスメント技法 

12. 10 年後の人的資源管理 

13. ケーススタディ（戦略、組織、人材の変革事例②） 

14. 最終テスト／ラップアップ 

 

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

指定する文献を購読する。文献は授業中に指定する 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/中間テスト(30%)/平常点(30%) 

いかなる理由があっても、3 回以上欠席した場合は、自動的に単位取得ができなくなるので留意すること。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. ハーバード・ビジネス・スクール、2000 年、『IBM の企業再建』、Book Park 

授業内で指定 

 

参考文献（Readings） 

IBM の企業再建 ~ハーバード・ビジネス・スクール~ 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

・本科目担当教員は、5 年以上の実務経験を有する。 

・本科目は、講義に続いてクラスあるいはチーム単位でのディスカッション形式で授業を展開する。  

・双方向による授業の割合は 100%(14 回中 14 回)である。 
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■KM804 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／組織行動論 

(Organizational Behavior) 

担当者名 

（Instructor） 
石川 淳(ISHIKAWA 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） 
MBU5000 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業では、組織行動論の基礎を理解することで、企業で実施されている人材マネジメントを理論的にとらえ、その今日的課題

を検討する力を養う。このようなプロセスを通じて、マネジメントの実践に際して必要な判断力とスキルが得られるようにすることを

最終的な目的とする。 

 

This course aims for students to develop the skill and ability to theoretically grasp the current issues of human resource 

management and to consider solutions for problems of organizational behavior in companies. The ultimate goal is to ensure the 

judgment and skills necessary for the practice of management. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ケース・ディスカッションや実習を通じて問題意識を明確化し、思考力を深め、実践的スキルを磨く。一方、講義によって、実践的

なスキルの理論的なフレームワークを作成するために必要となる基礎的な知識を身につける。 

 

In this course, students clarify their awareness of issues, boost the ability to think, and develop practical skills in organizational 

behavior through case discussions and workshops. Meanwhile, through the lectures, students acquire the basic knowledge 

necessary to create a theoretical framework for practical skills. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 職務態度 

3. モチベーション 1 

4. モチベーション 2 

5. リーダーシップ１ 

6. リーダーシップ２ 

7. 知覚１ 

8. 知覚２ 

9. グループ・ダイナミクス１ 

10. グループ・ダイナミクス２ 

11. コミュニケーション１ 

12. コミュニケーション２ 

13. キャリア 

14. 授業内テスト 

 

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

受講生には、授業の事前準備として以下が求められる。 

  １）指定されたテキストのパートを読み込んでくる。 

  ２）指定されたケースを読み込んだ上に、ケースに関わる設問をパワーポイントにまとめてくる。なお、当該パワーポイントは授

業後に提出が求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/各授業で提出が求められるパワーポイント(40%)/授業内発言(20%) 

いかなる理由があっても、3 回以上欠席した場合は、自動的に単位取得ができなくなるので留意すること。 

 

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:978-4478004593) 

 

参考文献（Readings） 

授業内で適宜指示する。 

 

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

• 本科目は、講義に続いてクラスあるいはチーム単位でのディスカッション形式で授業を展開する。 

• 双方向による授業の割合は 100%(14 回中 14 回)である。 
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■KM805 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／人材開発・組織開発論１ 

(Human Resource and Organization Development 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

「人材開発・組織開発論１」は、人材開発・組織開発の基礎理論・基礎知識を習得するこ

とを目的とする授業である。これらの基礎理論・基礎知識を基盤にしながら、実際の組

織を対象に「働きかけ（介入）」を行うスキルを学ぶことのできる「人材開発・組織開発論

２」の受講につなげる。 

担当者名 

（Instructor） 

中原 淳(NAKAHARA JUN) 

藤澤 広美(FUJISAWA HIROMI) 

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） 
MBU5000 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「人材開発・組織開発論１」は、人材開発・組織開発の基礎理論・基礎知識を習得することを目的とする授業である。 

 

This course aims for students to acquire the basic theory and fundamental knowledge about human resource development and 

organizational development. 

 

授業の内容（Course Contents） 

「人材・組織開発論１」の前半は組織開発の基礎を習得することからはじまる。「人材・組織開発論１」の後半は、人材開発の基礎

知識を論文購読のかたちで購読し、ディスカッションを行う。 

 

In the first part of this course, students are expected to learn the fundamental theory and knowledge of organization itself. In 

the second part, they are expected to read the textbook of human resource development and participate in discussions. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：人材開発と組織開発の概要 

2. 組織開発とは何か？ ：コンテントとプロセスの理解 

3. 組織開発体験(1)ーカード型ＯＤ 

4. 組織開発の起源（1）ーデューイ・フッサール・フロイト 

5. 組織開発の起源（2）ー心理療法 

6. 組織開発体験(2)ーレゴ型ＯＤ 

7. 組織開発の起源（3）ーＴグループとサーベイの統合 

8. 組織開発の起源（4）ー社会構成主義とＡＩ 

9. 組織開発・実践者に聞く 

10. 人材開発の基礎理論ー組織社会化 

11. 人材開発の基礎理論ー職場学習とＯＪＴ 

12. 人材開発の基礎理論ーリーダーシップ開発 

13. 人材開発のリアルー女性のリーダー育成 

14. 人材開発のリアルー研修転移とまとめ 

 

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

グループでのプレゼンテーションに備え、リーディングアサインメントを読み、資料をつくる必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/プレゼンテーション(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 中原淳・中村和彦、2018、『組織開発の探究』、ダイヤモンド社 (ISBN:9784478106440) 

2. 中原淳、2012、『経営学習論』、東京大学出版会 (ISBN:9784130402576) 

・本授業は集中講義である。6 月あたりにグループを組成し、シラバスの詳細を説明する会をもうける 

・テキストは追って指示する 

 

参考文献（Readings） 

 

 

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

• 本科目は、講義に続いてクラスあるいはチーム単位でのディスカッション形式で授業を展開する。 

• 双方向による授業の割合は 100%(14 回中 14 回)である。 
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■KM806 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／人材開発・組織開発論２ 

(Human Resource and Organization Development 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

「人材・組織開発論２」では、授業中、指示のあるいくつかのクライアント企業に対して、

学生がグループになって、人材開発・組織開発・リーダーシップ開発を行うことをめざす 

担当者名 

（Instructor） 

中原 淳(NAKAHARA JUN) 

藤澤 広美(FUJISAWA HIROMI) 

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） 
MBU5000 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「人材・組織開発論２」では、授業中、指示のあるいくつかのクライアント企業に対して、学生がグループになって、人材開発・組織

開発・リーダーシップ開発を行うことをめざす 

 

In this course, students are expected to form a group and implement human resource development, organizational development, 

and leadership development for a client company.  

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業を通して、学生は、人材開発・組織開発・リーダーシップ開発のリアルなプロセスを体験することができる。エントリー、契

約、データ収集、フィードバックミーティングまでの開催までを追体験することができる。 

 

In this course, students gain some experience in the real process of human resource development, organizational development, 

and leadership development. They can experience all processes including entry, contract, data collection, and feedback. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーションと振り返り 

2. 経営活動のなかの人材開発・組織開発 

3. 人材開発手法の体感ワークショップ 

4. アクション計画のための学習(1)・・・人材開発 

5. アクション計画のための学習(2)・・・組織開発 

6. データの収集と課題設定 

7. 中間発表① 

8. 中間発表② 

9. 評価の計画をたてる 

10. プレファイナル発表会：グループでの相互フィードバック 

11. 実践者に聴く：人材開発 

12. 実践者に聴く：組織開発 

13. 最終発表 

14. リフレクション 

 

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

グループでの課題解決を行わなくてはならない 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/プレゼンテーション(60%) 

いかなる理由があっても、3 回以上欠席した場合は、自動的に単位取得ができなくなるので留意すること。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 中原淳・中村和彦、2018、『組織開発の探究』、ダイヤモンド社 (ISBN:9784478106440) 

2. 中原淳、2012、『経営学習論』、東京大学出版会 (ISBN:9784130402576) 

この授業を終えたあと、リーダーシップ開発コースの学生は、リーダーシップファイナルプロジェクトに向かう。ファイナルプロジェク

トにおいては学生が個別に課題解決を行わなくてはならない。この授業はそのための知的基盤を構築することを目的とする。 

 

なお、この授業は実際のクライアントに人材開発・組織開発をなす。それにあたっては、倫理的配慮を行うとともに、個人情報等

の流出には、留意する。また、授業で行った議論は決して口外してはいけない。守秘義務を守ることのできる受講生のみ、受講さ

れたい。 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・授業進行の詳細は、人材開発・組織開発特論 1 の際に説明するので、そちらを参考にされたい 

・この授業は、経営学研究科リーダーシップ開発コースの受講生しか受講できない 

 

注意事項（Notice） 

• 本科目は、講義に続いてクラスあるいはチーム単位でのディスカッション形式で授業を展開する。 

• 双方向による授業の割合は 100%(14 回中 14 回)である。 
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■KM807 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／リーダーシップ教育論 

(Leadership Education) 

担当者名 

（Instructor） 
舘野 泰一(TATENO YOSHIKAZU) 

学期 

（Semester） 
秋学期２(Fall Semester 2) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MBU5000 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本授業の目標は、企業におけるリーダーシップ開発・教育機関におけるリーダーシップ教育の設計手法を学び、リーダーシップ教

育のプログラム開発ができるようになることである。具体的な目標は、（１）リーダーシップ教育の事例を体験・理解する、（２）リー

ダーシップ教育・リーダーシップ開発に関する基礎理論・基本的概念を理解する、（３）ワークショップの開発手法の理解する、の３

つである。 

 

The purpose of this course is to learn how to design leadership development in companies and leadership education in 

educational institutions, specifically to understand: 

(1) cases of leadership education and leadership development 

(2) basic theories and basic concepts related to leadership education and leadership development 

(3) how to develop a workshop. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 最初に、リーダーシップ教育・開発に関する実践事例を体験してもらい、その上で背景となる基礎理論・基本的概念について理

解する。関連する文献を購読し、ディスカッションすることで理解を深める。 

 次に、リーダーシップ教育・開発に関するプログラムを開発し、実践してもらう。実践したプログラムを評価することで、プログラム

の改善方法について理解する。 

 

First, students experience a leadership program and then understand its underlying theories and basic concepts. Students read 

and discuss the literature to learn about theory. Next, students develop and practice programs related to leadership education 

and development, evaluate the program, and understand how to improve it. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. リーダーシップ教育の体験・構造理解 

3. リーダーシップ教育の基本設計（１） 

4. リーダーシップ教育の基本設計（２） 

5. リーダーシップ教育プログラムのプラン検討（１） 

6. リーダーシップ教育プログラムのプラン検討（２） 

7. リーダーシップ教育プログラムのプラン検討（３） 

8. リーダーシップ教育プログラムのプラン検討（４） 

9. リーダーシップ・プログラムの相互フィードバック（１） 

10. リーダーシップ・プログラムの相互フィードバック（２） 

11. リーダーシップ・プログラムの実践・評価（１） 

12. リーダーシップ・プログラムの実践・評価（２） 

13. リーダーシップ・プログラムの評価 

14. 授業全体の振り返り 

 

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

各授業ごとに、授業内容に関連した課題がだされる。文献の購読や、リーダーシップ・プログラムの開発に関するグループワーク

を実施する必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業期間中の複数回に渡る提出物(30%)/グループワークの成果(50%)/授業中の発表・討議・質疑応答(20%) 

いかなる理由があっても、3 回以上欠席した場合は、自動的に単位取得ができなくなるので留意すること。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 中原淳、舘野泰一、高橋俊之、2018、『リーダーシップ教育のフロンティア【研究編】: 高校生・大学生・社会人を成長させる「全

員発揮のリーダーシップ』、北大路書房 (ISBN:4762830224) 

2. 中原淳、高橋俊之、舘野泰一、2018、『リーダーシップ教育のフロンティア【実践編】: 高校生・大学生・社会人を成長させる「全
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員発揮のリーダーシップ』、北大路書房 (ISBN:4762830232) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

• 本科目は、講義に続いてクラスあるいはチーム単位でのディスカッション形式で授業を展開する。 

• 双方向による授業の割合は 100%(14 回中 14 回)である。 
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■KM808 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／データアナリティクス演習１ 

(Seminar in Data Analytics 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
データアナリティクス演習１ 

担当者名 

（Instructor） 

山口 和範(YAMAGUCHI KAZUNORI) 

田中 聡(TANAKA SATOSHI) 

藤澤 広美(FUJISAWA HIROMI) 

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） 
MBU5010 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１．人材開発・組織開発・リーダーシップ開発にまつわる調査を実施・分析するための基礎的概念について理解を深めること 

２．人材開発・組織開発・リーダーシップ開発にまつわる評価・効果性検証を行うための基礎的概念・知識について理解を深める

こと 

 

The objectives of this course is as follows: 

1. To understand basic concepts of statistical analysis and quantitative research methods on human resource development, 

organizational development, and leadership development. 

2. To understand basic concepts and knowledge of evaluations of the effectiveness of human resource development, 

organizational development, and leadership development.  

 

授業の内容（Course Contents） 

理論編（１〜８）：統計・データアナリティクスに関する基礎的概念・手法を学ぶ 

実習前編（９〜１４）：調査設計の実習を通じて、データアナリティクスの実践知を獲得する 

※本科目は「データアナリティクス演習２」と連動した授業である 

 

This course deals with the following: 

 

Part 1 (1–8): students are expected to learn basic concepts and methods related to statistics and data analysis. 

Part 2 (9–14): students are expected to practice data analysis and building a research design. 

 

Please note that this course is linked to "Seminar in Data Analytics 2." 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス：学習目標・講義の進め方・評価基準 

2. 今なぜ「ひとと組織の領域」にデータアナリティクスなのか？ 

データアナリティクスの目的・活用イメージ・限界 

3. データアナリティクスの基本的な進め方 

課題→仮説→調査→集計→分析→解決提案 

4. データについての基本的な考え方 

データの種類、尺度水準、代表値など 

5. 統計基礎：記述統計の基本 

度数分布、散布図、（多重）クロス集計、相関分析など 

6. 統計基礎：推測統計の基本 

統計的推定と仮説検定 

7. 統計基礎：多変量解析の基本① 

回帰分析・重回帰分析など 

8. 統計基礎：多変量解析の基本② 

クラスター分析など 

9. 調査実習：問いと仮説を立てる（レクチャー） 

調査課題と仮説の設定について 

10. 調査実習：問いと仮説を立てる（グループワーク） 

11. 調査実習：調査項目を作成する（レクチャー） 

既存尺度の調べ方、調査項目の作り方など 

12. 調査実習：調査項目を作成する（グループワーク） 

13. 調査実習：調査票作成ワーク（グループワーク） 

14. 調査実習：調査票作成ワーク（グループワーク） 
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

データアナリティクスに関する基礎的な知識の習得を目的として講義内容に関連する課題を授業後に適宜提示し、グループ・個

人単位で課題に取り組んでいただく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席状況・授業への参加態度(50%)/提出課題の内容(50%) 

いかなる理由があっても、3 回以上欠席した場合は、自動的に単位取得ができなくなるので留意すること。 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない 

 

参考文献（Readings） 

授業の初回に指定する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

• 本科目は、講義に続いてクラスあるいはチーム単位でのディスカッション形式で授業を展開する。 

• 双方向による授業の割合は 100%(14 回中 14 回)である。 
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■KM809 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／データアナリティクス演習２ 

(Seminar in Data Analytics 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
データアナリティクス演習２ 

担当者名 

（Instructor） 

山口 和範(YAMAGUCHI KAZUNORI) 

田中 聡(TANAKA SATOSHI) 

藤澤 広美(FUJISAWA HIROMI) 

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） 
MBU5010 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１．調査および施策の評価を行うために、統計ソフトに習熟すること 

２．実データを分析・レポートしながら、データアナリティクスにまつわる実践知を獲得すること 

 

The objectives of this course is as follows: 

1. To become familiar with statistical software to conduct surveys and evaluate salient measures 

2. To gain practical knowledge regarding data analytics while analyzing and reporting on actual data 

 

授業の内容（Course Contents） 

分析演習編（１〜８）：実データの分析演習を通じて、データアナリティクスの実践知を獲得する 

実習後編（９〜１４）：調査データ分析・レポートの実習を通じて、データアナリティクス（全般）の実践知を獲得する 

※本科目は、「データアナリティクス演習１」と連動した授業である 

 

This course deads with the following: 

 

Part 1: students are expected to gain practical knowledge of data analytics through data analysis practice. 

Part 2: students are expected to gain practical knowledge of data analytics through practical training of data analysis of survey 

data and reporting. 

 

Please note that this course is linked to " Seminar in Data Analytics 1." 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 演習：統計ソフトインストール / BLPデータインポート 

2. 演習：統計ソフト操作方法 

3. 演習：記述統計を実践する 

度数分布、クロス集計、相関分析 

4. 演習：推測統計を実践する 

t検定、分散分析 

5. 演習：多変量解析を実践する 

回帰分析・重回帰分析 

6. 演習：多変量解析を実践する 

クラスター分析 

7. 演習：分析結果を効果的に伝えるには？（レクチャー） 

データ要約のルール、グラフ化の基本と陥りがちな罠 

8. 演習：分析結果を効果的に伝えるには？（グループワーク） 

9. 分析実習：調査データを分析する（グループワーク） 

10. 分析実習：調査データを分析する（グループワーク） 

11. 分析実習：調査データを分析する（グループワーク） 

12. 分析実習：調査データを分析する（グループワーク） 

13. 分析実習：最終プレゼンテーション 

14. まとめ 

 

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

分析手法の理解および分析手続きの習熟を目的として講義内容に関連する課題を授業後に適宜提示し、グループ・個人単位で

課題に取り組んでいただく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 
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出席状況・授業への参加態度(30%)/提出課題の内容(30%)/最終プレゼンテーションの内容(40%) 

いかなる理由があっても、3 回以上欠席した場合は、自動的に単位取得ができなくなるので留意すること。 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない 

 

参考文献（Readings） 

授業の初回に提示する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

• 本科目は、講義に続いてクラスあるいはチーム単位でのディスカッション形式で授業を展開する。 

• 双方向による授業の割合は 100%(14 回中 14 回)である。 
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■KM821 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／リーダーシップ・ウエルカム・プロジェクト 

(Introduction to Leadership Project) 

担当者名 

（Instructor） 

石川 淳(ISHIKAWA JUN) 

中原 淳(NAKAHARA JUN) 

山口 和範(YAMAGUCHI KAZUNORI) 

鈴木 秀一(SUZUKI SHUUICHI) 

佐々木 宏(SASAKI HIROSHI) 

舘野 泰一(TATENO YOSHIKAZU) 

田中 聡(TANAKA SATOSHI) 

藤澤 広美(FUJISAWA HIROMI) 

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） 
MBU5010 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

異種混交チームでの課題解決を通して 

１．組織変革プロセスにおいて発揮されるリーダーシップについて理解を深め、それをわかりやすく伝えるコンテンツを作成できる

能力をもつこと 

２．リフレクションやフィードバックなど、人材開発、リーダーシップ開発、組織開発に必要な概念を学ぶこと 

３．課題解決プロセスをリフレクションしながら、セルフアウェアネスを高め、自己のリーダーシップ課題を明確化すること 

４．リーダーシップ開発コースのカリキュラムマップを学び、かつ、リーダーシップ開発コースの大学院生としてのアイデンティティを

確立すること 

 

Through tackling the assignment by diversity team, 

1. students deeply understand the leadership that is effective for the process of organizational change and acquire the ability to 

create the program that develop such leadership. 

2. students learn reflection, feedback, and so on those are necessary for human resource development, leadership development, 

and organizational development. 

3. students promote self-awareness and clarify the challenge of their leadership by the reflection of the problem-solving 

process. 

4. students learn the curriculum of leadership development course and develop the identity as the students of leadership 

development course. 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期に入学した新大学院生が、４人で１組のチームを組み、チームで課題解決を３ヶ月かけて成し遂げる。課題は下記のとお

りである。 

 1)変革への抵抗・葛藤に対処しつつも、試行・実施された組織変革プロセスを調査しつつ、そこでどのようなリーダーシップが発

揮されていたのかを明らかにせよ 

 2)上記の調査を通して、20 人の新任管理職（課長レベル）が、仕事を為すなかで発揮しなければならないリーダーシップ行動に

ついて理解を深める 30 分のコンテンツをデザインし、実践せよ 

期間内には何回かのフィードバック機会がある。各教員からのフィードバックを糧にして、最終発表のコンペティションに向かう。最

終発表後は、経験学習型のリーダーシップ開発モデルにもとづき、チームリフレクションと相互フィードバックを行い、リーダーシッ

プ行動の補正を行う。 

 

Freshers make teams those are composed four people and complete the assignment for three months by the teams.  The 

assignment is as follows. 

1) Investigate the process of the organizational change that overcome the resistance and conflict against the change and clarify 

the leadership that promote the process of organizational change. 

2) Design and run the program, which deepen the understanding of leadership that promotes the organizational change, for 

twenty section chief managers. 

Students can receive the feedback on several times.  

Students prepare for the final presentation based on the feedback from instructors. 

After final presentation, students brush up their own leadership behavior based on team reflection and mutual feedback coming 

from experiential learning style’s leadership development model. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 「聞き取りの作法」を学ぶ１ 

2. 「聞き取りの作法」を学ぶ２ 

3. 人材開発とラーニングデザイン１ 
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4. 人材開発とラーニングデザイン２ 

5. 中間発表１ 

6. 中間発表２ 

7. 中間発表３ 

8. 中間発表４ 

9. コンテンツデザイン案のブラシュアップ１ 

10. コンテンツデザイン案のブラシュアップ２ 

11. 最終発表１ 

12. 最終発表２ 

13. リーダーシップ開発１ 

14. リーダーシップ開発２ 

 

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

グループで課題解決のための各種のプレゼンテーション準備、ディスカッションを必要とする。これに加えて、毎回課題が課され

る。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終プレゼンテーション(40%)/課題(40%)/グループワークへの参加状況(20%) 

いかなる理由があっても、3 回以上欠席した場合は、自動的に単位取得ができなくなるので留意すること。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 石川淳、2016、『シェアド・リーダーシップ: チーム全員の影響力が職場を強くする』、中央経済社 

2. 中原淳・中村和彦、2018、『組織開発の探究』、ダイヤモンド社 

3. 舘野秦一・高橋俊之（編）・中原淳（監修）、2018、『リーダーシップ教育のフロンティアー研究編』、北大路書房 

Day, D. V. (2011). Integrative perspectives on longitudinal investigations of leader development: From childhood through 

adulthood. The Leadership Quarterly, 22(3), 561-571. doi:10.1016/j.leaqua.2011.04.012 

Day, D. V., Fleenor, J. W., Atwater, L. E., Sturm, R. E., & McKee, R. A. (2014a). Advances in leader and leadership development: A 

review of 25years of research and theory. The Leadership Quarterly, 25(1), 63-82. doi:10.1016/j.leaqua.2013.11.004 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

• 本科目は、講義に続いてクラスあるいはチーム単位でのディスカッション形式で授業を展開する。 

• 双方向による授業の割合は 100%(14 回中 14 回)である。 
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■KM822 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／インターンシップ１ 

(Internship 1) 

担当者名 

（Instructor） 

石川 淳(ISHIKAWA JUN) 

中原 淳(NAKAHARA JUN) 

田中 聡(TANAKA SATOSHI) 

藤澤 広美(FUJISAWA HIROMI) 

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） 
MBU5020 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

リーダーシップ開発に関わるインターンシップを通して 

１．リフレクションやフィードバックなど、人材開発、リーダーシップ開発、組織開発に必要な概念を学ぶこと 

２．課題解決プロセスをリフレクションしながら、セルフアウェアネスを高め、自己のリーダーシップ課題を明確化すること 

３．リーダーシップ開発コースのカリキュラムマップを学び、かつ、リーダーシップ開発コースの大学院生としてのアイデンティティを

確立すること 

 

Through the internship regarding leadership development, 

1.students learn reflection, feedback, and so on those are necessary for human resource development, leadership development, 

and organizational development. 

2. students promote self-awareness and clarify the challenge of their leadership by the reflection of the problem-solving 

process. 

3. students learn the curriculum of leadership development course and develop the identity as the students of leadership 

development course. 

 

授業の内容（Course Contents） 

リーダーシップ開発の現場において、実際のリーダーシップ開発の企画・運営に参加する。また、実践後に振り返りを行うと同時

に、実践および振り返りの内容の報告を行う。 

 

Students participate in the planning and operation of actual leadership development program in the field. After the program, 

students reflect the process of the planning and operation and present the results of the program and reflection. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 現地実習（オリエンテーション） 

3. 現地実習（リーダーシップ開発プログラム企画１） 

4. 現地実習（リーダーシップ開発プログラム企画２） 

5. 現地実習（リーダーシップ開発プログラム企画３） 

6. 現地実習（リーダーシップ開発プログラム企画４） 

7. 現地実習（リーダーシップ開発プログラム運営１） 

8. 現地実習（リーダーシップ開発プログラム運営２） 

9. 現地実習（リーダーシップ開発プログラム運営３） 

10. 現地実習（リーダーシップ開発プログラム運営４） 

11. 現地実習（リーダーシップ開発プログラム運営５） 

12. 現地実習（リーダーシップ開発プログラム運営６） 

13. 現地実習の振り返り 

14. 現地実習の報告プレゼンテーション 

 

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

授業時間外にもリーダーシップ開発実践のための準備を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

実習先の評価(40%)/実習の報告プレゼンテーション(40%)/実習の振り返り(20%) 

 

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） 

• 本科目は、講義に続いてクラスあるいはチーム単位でのディスカッション形式で授業を展開する。 

• 双方向による授業の割合は 100%(14 回中 14 回)である。 
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■KM851 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ケースで学ぶリーダーシップ 

(Case in Leadership) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
実践の視点でリーダーシップを学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
本間 浩輔(HOMMA KOUSUKE) 

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） 
MBU6200 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 

集中講義 

8 月 3 日（月） 13 時 25 分～17時 05 分   

8 月 7 日（金） 18 時 30 分～21時 55 分 

8 月 8 日（土） 8 時 50 分～15時 05 分 

8 月 9 日（日） 8 時 50 分～15時 05 分 

8 月 10 日（月） 8時 50 分～17時 00 分 

 

2020 年 7 月 31 日付変更（変更理由：日程調整のため） 

[変更前] 

8 月 7 日（金） 18 時 55 分～20時 35 分 

8 月 8 日（土） 8 時 50 分～18時 50 分 

8 月 9 日（日） 8 時 50 分～18時 50 分 

8 月 10 日（月） 8 時 50 分～15時 05 分 

学内および学外で行う 

 

2020 年 3 月 27 日付変更（変更理由：開講学期の変更） 

[変更前](春学期 1（Spring Semester1）土曜日 3 時限・4 時限 7204) 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義では、Kurt Lewin の There is nothing as practical as a good theory（よい理論ほど実践的である）という考え方のもと、参

加者が教材をもとに経験や理論を通して、リーダーシップを実践するための理論や考え方を学ぶことを目指す。使用言語は日本

語とする。 

 

Based on Kurt Lewin's "There is nothing as practical as a good theory," this course aims for students to learn theories and 

ideas for practicing leadership through experience and theory based on the teaching materials. The language used is Japanese. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ケースや動画教材をもとに、リーダーシップ現象を理解し、参加者の持論やアカデミックな理論と統合することにより、実践的なリ

ーダーシップを習得する。 

 

This course aims for students to learn practical leadership by understanding leadership phenomena based on cases and video 

materials and by integrating them with the theories and theories of participants. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Overture 講義の全体像について（The Brighton Miracle） 

2. オリエンテーションとリーダーシップ理論の概説 

3. ケース（１）組織変革の危険性の落とし穴 

4. ケース（１）の解説 

5. ケース（２）星野佳路さんのリーダーシップ 

6. ケース（２）の解説 

7. ケース（３）エディジョーンズさんのリーダーシップ 

8. ケース（３）の解説とゲスト講演 

9. 中間まとめと小さなリーダーシップ 

10. ケース（４） レストランのリーダーシップ①と解説 

11. ケース（４） レストランのリーダーシップ②と解説 

12. ケース（４） レストランのリーダーシップ③と解説 

13. ケース（４） レストランのリーダーシップ④と解説 

14. テスト 

 

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

第３回の講義までにケース「組織変革の危険性の落とし穴」を熟読してくること。ケースは初回の講義で配布する。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/討議への貢献(40%)/振り返りの内容と貢献(20%) 

いかなる理由があっても、3 回以上欠席した場合は、自動的に単位取得ができなくなるので留意すること。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

参考文献は授業内で指定する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

参加者は毎講義後、24 時間以内に振り返りを指定する SNSサイトに投稿する。方法は第１回の講義で説明する。いかなる理由

があっても、3 回以上欠席した場合は、自動的に単位取得ができなくなるので留意のこと。 

 

本科目担当教員は、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る。加えて、主にグループ討議のサポートを目的と

して、ヤフー社の人事担当社員がアシスタントとして参加する。 

 

本科目は、講義に続いてクラスあるいはチーム単位でのディスカッション形式で授業を展開する。 

双方向による授業の割合は 100%(14 回中 14 回)である。 

 

注意事項（Notice） 

・本科目担当教員は、5 年以上の実務経験を有する。 

・本科目は、講義に続いてクラスあるいはチーム単位でのディスカッション形式で授業を展開する。  

・双方向による授業の割合は 100%(14 回中 14 回)である。 
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■KM853 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／戦略的人事実務論 

(Strategic Personnel Practice) 

担当者名 

（Instructor） 
櫻井 功(SAKURAI ISAO) 

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） 
 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

最新の人事実務を、理論も引用しながら実例に基づき体系的に学ぶ｡ 

 

Citing theories, students systematically study the latest practices in human resources (HR) function based on actual cases. 

 

授業の内容（Course Contents） 

現代・将来の人事機能の在り方を、次の諸点の学習を通じて持論化できる人材を育成する｡ 

・採用・報酬・配置・評価などの個々の人事施策の役割と相互の関係性を把握しつつ、個々の施策が実務においてどのような効

果を期待されて実装され、運用されているかを、事例などを通じて理解すること｡ 

・日本型雇用／ジョブ型雇用、同一労働同一賃金、働き方改革、女性・シニア活用など、近年注目されている人事領域の話題の

背景や課題を、実務面から理解すること｡ 

・タレントマネジメント、人材・組織開発、リーダー育成・リーダーシップ開発などが現場においてどのような施策として実装され、ど

のような効果性か、また課題やチャレンジは何かを事例をもって理解すること｡ 

 

By teaching the following points, this course aims to develop human resources (HR) professionals with their own view on 

current and future HR functions: 

(1) While students grasp the roles and interrelationships of individual HR functions, such as recruitment, compensation and 

benefits, personnel assignment, and appraisals, they also understand that each individual policy is expected to be practically 

implemented and operated through examples. 

(2) Students understand the background and issues of topics in human resources that have been attracting attention in recent 

years, such as Japanese style employment/job-type employment, equal pay for equal value of work, work style reform, and 

utilization of women and seniors. 

(3) Students understand what measures, for instance, talent management, human resource/organizational development, leader 

development/leadership development, are implemented in the workplace, how effective they are, and what the issues and 

challenges are.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 戦略人事論１：「人事」の戦略的位置づけ、機能および組織の在り方 

2. 戦略人事論２：人事を取り巻く環境変化～人口動態、人手不足、労働者の意識、労働関連法、ケース討議 

3. 人事制度論：企業戦略と人事制度のマッチング、日本型雇用 vs.ジョブ型雇用 

4. 人事機能論１：等級・報酬理論と制度運用～報酬の種類、人件費予算と資源配分・コントロール、ケース討議 

5. 人事機能論２：評価制度～評価手法と運用、新しい取り組み 

6. 人事機能論３：採用戦略・戦術（新卒採用・キャリア採用）、ケース討議 

7. 人事機能論４：人材・組織開発１（リーダーシップ開発、リーダー育成）、サクセッションプランニングの実際 

8. 人事機能論５：人事配置～従業員情報の見える化｡中間テスト 

9. 人事データ活用論：ピープルアナリティクスと人事施策への応用 

10. 人事リスクマネジメント論：人事労務リスク管理概論、ケース討議    

11. グローバル人事：多国籍企業の人事マネジメント、日本企業におけるグローバル人事導入 

12. ダイバーシティ＆インクルージョン：これからの D＆Iを考える 

13. AI・ロボティクスの導入とこれからの人事機能に期待されること／人事担当者に求められる能力/コンピテンシー 

14. 最終テスト 

 

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

・準備学習の指示は必要に応じて事前に行う。各自確認のうえ予習して授業に臨むこと｡ 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

中間テスト(40%)/最終テスト(Final Test)(40%)/授業貢献度(20%) 

いかなる理由があっても、3 回以上欠席した場合は、自動的に単位取得ができなくなるので留意すること。 

 

テキスト（Textbooks） 
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特にテキストは設定しない 

 

参考文献（Readings） 

1. 平野光俊・江夏幾多郎、2018/6/28、『人事管理 人と企業、ともに活きるために』、有斐閣 (ISBN:978-4641150478) 

2. 守島 基博 , 藤村 博之他、2015/9/10、『人事の潮流―人と組織の未来像』、経団連出版 (ISBN:978-4818515055) 

3. 大湾 秀雄、2017/6/15、『日本の人事を科学する 因果推論に基づくデータ活用』、日本経済新聞出版社 (ISBN:978-

4532321505) 

4. ロバート・キーガン  (著), リサ・ラスコウ・レイヒー (著), 池村 千秋 (翻訳)、2013/10/24、『なぜ人と組織は変われないのか

――ハーバード流 自己変革の理論と実践』、英治出版 (ISBN:978-4862761545) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・シラバスにある授業の内容及び順番は、受講生のレベル・習得状況に応じ変更する場合がある。 

・授業は 1 日に 2 コマ続けて実施するため、奇数回の授業内容が一部次の偶数回にまで伸びることもある｡ 

 

注意事項（Notice） 

・本科目担当教員は、5 年以上の実務経験を有する。 

・本科目は、講義に続いてクラスあるいはチーム単位でのディスカッション形式で授業を展開する。  

・双方向による授業の割合は 100%(14 回中 14 回)である。 
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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） 
尾﨑 俊哉(OZAKI TOSHIYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
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 strategic management. To gain expertise in 

applying these concepts, frameworks and techniques to challenges of multinational firms in evaluating strategic options.  

 

授業の内容（Course Contents） 

The course is to help students develop a holistic understanding of the firm by examining markets, industries, and competition, 

organizational resources and capabilities and the boundary of the firm, and the importance of strategy for a firm to move 

forward and stay competitive.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction to the course 

2. What is strategy? Why is strategy important? 

3. Vision, Mission, Objectives, and Strategy 

4. Organization, Value Chain, Supply Chain  

5. Market based approach to strategy (1) 

6. Market based approach to strategy (2) 

7. Resource based approach to strategy (1) 

8. Resource based approach to strategy (1) 

9. Boundary of firm - vertical integration 

10. Boundary of firm - vertical integration 

11. Boundary of firm - horizontal diversification 

12. Boundary of firm - horizontal diversification 

13. Cases 

14. Cases 

 

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(40%)/Quizzes(30%)/Case presentation and mini-report(30%) 

The participation in the class discussion is essential for the assessment. 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Thompson, Arthur A. 2015. Crafting and Executing Strategy: The Quest for Competitive Advantage: Concepts and Cases. 

McGrawHill (ISBN:978-0077720599) 

 

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） 
キャロライン(CAROLINE TAN) 

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 in business settings. 

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

3. Develop a creative strategy for solving marketing issues, 

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. 

 

The following 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. Case Study 2 

6. Segmentation, Targeting, & Positioning  

7. Case Study 3 

8. Marketing Mix 

9. Case Study 4 

10. Market Research 

11. Case Study 5 

12. Consumer Behaviour 

13. Final Presentation 

14. Final Presentation 

 

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

Students are expected to have read the cases and materials before class.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Final Report and Presentation(30%)/Individual Report(30%)/Class participation(10%)/Weekly Case(30%) 

 

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. Will be assigned during class 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

The above schedule is tentative and is subject to change.  

 

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 

 

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） 

This module is an 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 and IRR: 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 

 

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

Detailed course outline will be posted on Blackboard.  Notes will be made available 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%) 

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） 

1. Eugene Brigham, Joel Houston. 2019. Fundamentals of Financial Management . Engage Learning (978-133790257) 

2. Brealey, Myers, Marcus. Fundamentals of Corporate Finance. McGraw Hill 

3. Brealey, Myers, Allen. Principles of Corporate Finance. McGraw Hill (ISBN:978-1259253331) 

4. Akashi Hongo. 2019. A Bilingual Introduction to Corporate Finance. Chuo Keizai 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Prerequisites: BT188 Financial Accounting and BT183 Finance (or equivalent). Familiarity with concepts covered in 
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undergraduate level introductory finance and financial accounting courses. 

 

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） 

シュールズ，Ｄ(SCHULES,DOUGLAS) 

トンプソン，Ｇ(THOMPSON GENE ROBERT) 

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 

 

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 

 

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.) 

松本 茂(MATSUMOTO SHIGERU) 

竹澤 伸哉(TAKEZAWA NOBUYA) 

岡本 紀明(OKAMOTO NORIAKI) 

シュールズ，Ｄ(SCHULES,DOUGLAS) 

トンプソン，Ｇ(THOMPSON GENE ROBERT) 

西原 文乃(NISHIHARA AYANO) 

尾﨑 俊哉(OZAKI TOSHIYA) 

フォウラー，Ｒ(FOWLER RANDY) 

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)） 
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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.) 

松本 茂(MATSUMOTO SHIGERU) 

竹澤 伸哉(TAKEZAWA NOBUYA) 

岡本 紀明(OKAMOTO NORIAKI) 

辻 洋右(TSUJI YOSUKE) 

シュールズ，Ｄ(SCHULES,DOUGLAS) 

トンプソン，Ｇ(THOMPSON GENE ROBERT) 

西原 文乃(NISHIHARA AYANO) 

尾﨑 俊哉(OZAKI TOSHIYA) 

フォウラー，Ｒ(FOWLER RANDY) 

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)） 
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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 HRM is very famous as a special style because it is generally understood based on Japanese cultural 

characteristics. However, in this course, we analyze it from the viewpoint of the theoretical framework. We also learn the 

knowledge of HRM necessary for managers in international business fields. So the course objective is to understand the HRM in 

japan with the theoretical HRM viewpoints. For this goal, in the learning process, this course analyzes both the traditional 

Japanese HRM model and recent movement in HRM in Japan, in comparison with the HRM in international business.  

 

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 prior 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 guest speakers for further practical understanding of 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. Recruitment, HR Planning, Career path and HR Development 

*Japanese Recruitment 

*Business Strategy and HR Planning 

*Organization and Individuals  

*Job Rotation and HR Development 

4. External and Internal Labor Market 

*Case Study 1: United Parcel Service (A) (tentative) 

5. Evaluation and Grade Structure 

*Grading Method 

*Evaluation System 

6. Guest Speaker Session 1(tentative) 

7. Rewarding System and Motivation 

*Incentive and Motivation 

*Individual and Team 

*Long term and Short term 

*Structuring Reward - Pay for what? 

8. Managing Competitive Evaluation and Rewarding System Balance    

*Case Study 2: Nordstrom : Dissension in the Ranks?(A) (tentative) 

9. Performance Management 

*Management and Leadership 

*Process and Results 

*Job base and Ability base 

*Trait and Training 

10. Guest Speaker Session 2(tentative) 
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11. Social Culture, Organizational Culture and HRM 

*What is Organizational Culture? 

*Meaning of Organization Culture 

*Organization Culture and HRM 

12. Culture and System in HRM 

*Case Study 3: Human Resources at Hewlett-Packard(tentative) 

13. Organizational Structure and Management 

*Type and Purpose of Structure 

*Change through Growth 

*Centralization vs Decentralization 

*Official and Unofficial Function 

14. HRM for Globalization and Recent HRM Topics in Japan 

*HRM in Cross Culture 

*HRM in Cross Generation 

*HRM 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） 

The instructor will provide you with materials to read by the next class, including case studies. In addition, you have a one-page 

short report assignment on a case as homework several times during the course period (3 times last year). 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/Individual assignments (short report as homework)(20%)/Group presentation (quality of 

contents)(15%)/Individual class discussion contribution (quantity and quality)(15%)/Group presentation (quantity and quality as 

presenter)(10%) 

 

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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■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） 
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) 

grasping the trends on technological innovation in Asia, and b) coming up with a proposal to selected countries for their 

strategic technological innovation. 

 

授業の内容（Course Contents） 

This is a student-led active learning course in which students will; a) conduct research on technological innovation in Asian 

countries, and b) come up with a proposal to the selected country as a group project. Students are requested to utilize their 

knowledge and experience in conducting research and pursuing projects. Guest speakers and possibly a site visit will be 

arranged. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 1.Introduction: Strategy x Technology x Innovation x Asia 

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

3. 3.Trends on Technological Innovation in Asia: Japan, South Korea, Taiwan 

4. 4.Guest Speaker 

5. 5.Trends on Technological Innovation in Asia: China, India, Bangladesh 

6. 6.Guest Speaker 

7. 7.Trends on Technological Innovation in Asia: Vietnam, Laos, Cambodia, Thailand, Myanmar 

8. 8.Guest Speaker 

9. 9.Trends on Technological Innovation in Asia: Phillipines, Burunei, Indonesia, Singapore, Malaysia 

10. 10.Site Visit 

11. 11.Group Work 

12. 12.Group Presentation 

13. 13.Group Presentation 

14. 14.Group Presentation and 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. Students are requested to read material or watch videos before coming to the class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Individual Final Report(30%)/Pre-class assignment(20%)/In-class contribution(10%)/After-class reaction(20%)/Group 

Presentation(20%) 

【変更前】平常点(In-class Points)100% (最終レポート(Final Report)40%,Class Contribution10%,Reaction Paper20%,Group 

Presentation and Report30%) 

 

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 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Comparative Institutional Analysis of Firms, Strategies and Value Chains in East Asia 

担当者名 

（Instructor） 
尾﨑 俊哉(OZAKI TOSHIYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MIB6201 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

（1）Understand diversity and contrast of Asian Markets;（2）Develop theoretical perspectives to analyze national differences;（3）

Develop firm strategies to cope with distinct institutional characteristics of Asian markets 

 

授業の内容（Course Contents） 

Asia is the center of dynamic growth. It is also full of diversity and contrast. Firms must be fully prepared to understand unique 

social, political, and economic institutions of Asian countries in order for them to develop strategies. What are the theoretical 

perspectives necessary to analyze Asian markets? What opportunities and challenges do they present to firms? What strategies 

may be more effective? This course helps students develop perspectives to analyze the global business environment for 

internationalization strategies. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Orientation 

2. National Institutions, Markets and Corporate Strategy (1) 

3. National Institutions, Markets and Corporate Strategy (2) 

4. Overview of East Asia (1) 

5. Overview of East Asia (2) 

6. East Asian States and Governments (1): Japan 

7. East Asian States and Governments (2): Korea, Taiwan, China 

8. National Business Systems (1): Supply Chain 

9. National Business Systems (2): Labor 

10. National Business Systems (3): Finance 

11. National Business Systems (4): Innovation and Entrepreneurship 

12. National Business Systems (5): Corporate Governance 

13. Wrap up (1) 

14. Wrap up (2) 

 

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

Intro to corp strategy is a prerequisite 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Final Report(30%)/in-class presentation(2 times)(40%)/mid term report(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

to be instructed during the first session 

 

参考文献（Readings） 

to be instructed during the first session 

 

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 

担当者名 

（Instructor） 
マードック(MURDOCH STEPHEN J.) 

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） 

(1)Course Introduction, Objectives, Outcomes and Teaching Approach 

 

In a time of global warming, unchecked pollution in developing countries, substantial increases in the gap between the incredibly 

rich and the hopelessly poor, child labour to support families, and discrimination in hiring, the expression “Corporate Social 

Responsibility” has attained a status of trying to cure all of the ills created through years of unfettered economic development 

and a limitless focus on maximizing profits. Very often, economic development has not improved the social situations it should 

be achieving. Increased wealth, through increased corporate earnings, has very often been passed along to shareholders and 

company executives in the form of mind-boggling salaries, dividends and increased stock values. It has not been passed on to 

the other communities either at the centre or periphery of the company. 

 

The objectives of this course are to firstly examine the origins and reasons for the development of CSR; secondly, to provide 

examples of those areas of community and individual activity which can and should benefit from corporations and firms acting 

responsibly towards society and its citizens for a positive and lasting impact; and finally, the course will move to an in-depth 

look at CSR in the Japanese context through a review and analysis of numerous Japanese companies in the following sectors of 

activity: Industry; Power Generation; Banking, Finance and Insurance; Marketing and Communication; Retail;  and 

Transportation. 

 

Through cases, readings, governmental/organizational studies, discussions and an in-depth review of social responsibility 

policies and practices in selected Japanese companies, students will analyze how successful – both in Japan and abroad – 

these companies’ actions are in positively impacting the communities they seek to benefit. 

 

In order to ensure an analysis on a global scale, students will then compare these Japanese companies and firms to similar 

companies incorporated and/or operating outside of Japan. This will show whether Japanese companies can be benchmarked as 

‘best practices’; or whether they are lagging behind other world-class multinational companies in their fields. Students will then 

be expected, after a thorough analysis, to give their recommendations on how Japanese companies can improve their CSR 

policies and practices in order to better impact Japanese society. 

 

Learning Outcomes: at the end of the course, each student should be able to: 

1.Gather relevant data concerning Japanese and other companies’ CSR policies and find concrete evidence of putting policy 

into action; and to analyze this data to see whether these actions are having impact on the communities it seeks to benefit; 

2.Determine whether CSR is a valid activity to a company or firm in both Japan and abroad; 

3.Understand the issues giving rise to CSR policies and to analyze the reasons these issues exist on both a Japanese and a 

global scale; 

4.Conduct a critical analysis of these policies to seek areas of improvement in order to determine best practices in the area of 

CSR in Japan and abroad; 

5.Give concrete and practical suggestions for Japanese companies to improve on their CSR policies to actively benefit the 

various communities they impact. 

 

 Teaching Approach:  this is a highly interactive course wherein students will be conducting active searches of corporate 

policy as it deals with the many social and responsibility issues in both Japan and globally. Students must be prepared to 

conduct a critical analysis of these policies and be prepared to offer their own suggestions on improving these policies.  

Discussion and debate will be at the forefront of the course. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Part 1:  Introduction to Corporate Social Responsibility 

a)Definitions 

b)Communities 

c)Action and inaction 

d)Combatting global ethical and legal problems 

e)Shareholder concerns 
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f)Making an impact 

g)OECD 2020 Report on Income Inequality 

 

Part 2: CSR in Japanese Companies 

a)Examples of Japanese small, medium and large companies and their CSR policy and activities in various sectors of activity 

b)Case study and analysis of 2 multinational companies carrying on business in Japan and their impact on various communities 

 

Part 3: Comparative Analysis of Japanese Companies vs. Companies in Other Countries in CSR Policy and Practice 

 

Part 4: Best Practices and Benchmarking CSR in Japanese Companies 

 

Part 5: Conclusion and the Future.  Is it too late for companies to play an active role in impacting global issues in CSR as this 

should be left to governments and individuals?  Are cultural norms in various countries too ingrained to change the way 

companies and firms operate in their communities and abroad? 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction to Corporate Social Responsibility 

2. Introduction to Corporate Social Responsibility 

3. CSR in Japanese Companies 

4. In-Class Written Group Assignment 

Continuation of CSR in Japanese Companies 

5. CSR in Japanese Companies 

6. Comparative Analysis of Japanese Companies vs. Companies in Other Countries in CSR Policy 

7. Comparative Analysis of Japanese Companies vs. Companies in Other Countries in CSR Policy 

8. In-Class Group Oral Presentations 

9. In-Class Group Oral Presentations 

10. In-Class Group Oral Presentations 

11. Best Practices and Benchmarking CSR in Japanese Companies 

12. Best Practices and Benchmarking CSR in Japanese Companies 

13. Conclusion and the Future for CSR in Japan and Abroad 

14. Final In-Class Test 

 

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

a)Students will be required to prepare their group oral presentations outside of class time. 

 

b)Students will be required to complete the readings and cases provided by the professor outside of class time. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/In-Class Written Group Assignment(20%)/In-Class Oral Group Assignment(40%) 

a)20 % of final mark: in-class group written assignment (subject area will be ‘The Purpose of a Corporation – Maximize Profits 

vs. Impact Society and Communities’); b)40 % of final mark: in-class group oral presentation (each group will conduct an in-

depth study and analysis of a Japanese company or firm to find, analyze, critique and make improvement suggestions on their 

CSR policy); c) 40 % of final mark: in-class individual final test (2 essay type questions) 

 

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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■KN162 

科目コード／科目名 

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

担当者名 

（Instructor） 
キャロライン(CAROLINE TAN) 

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 consumer behavior/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. Marketing: Core Concepts 

3. Case A Discussion 

4. Case A Presentation 

5. Case B Discussion 

6. Case B Presentation 

7. Mid Term Evaluation 

8. Mid-Term Discussion 

9. Case C: Discussion 

10. Case C: Presentation 

11. Case D: Discussion 

12. Case D: Presentation 

13. Final Presentation  

14. Final Presentation and Recap 

 

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） 

Final Project and Presentation(30%)/Individual (Mid term)(30%)/In-Class Participation(20%)/Case study analyses (weekly 

group)(20%) 

 

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) 

These texts are NOT mandatory 

 

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

5. de Mooij. 2011. Consumer behavior and culture. Sage (ISBN:9781412979900) 

The readings are recommended but not mandatory. Short articles and case studies that are required readings will be advised 

during class accordingly.  

 

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） 
Introduction to 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 (individual)(15%)/Midterm 

Test(15%)/Final Presentation (group)(10%)/Final Report (individual)(30%) 

Assessment will be announced in class and posted on Blackboard. 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Akashi Hongo. 2019. A Bilingual Introduction to Valuation. Chuo Keizai (ISBN:978-4-502-31671-5) 

 

参考文献（Readings） 

1. Aswath Damodaran. The Dark Side of Valuation 3rd ed. Pearson FT Press 

2. Aswath Damodaran. Narrative and Numbers: The Value of Stories in Business. Columbia University Press 

3. Stephan Penman. Accounting for Value. Columbia U. Press 

4. Akashi Hongo. A Bilingual Introduction to Corporate Finance. Chuo Keizai 

5. G. Bennett Stewart III. Best Practice EVA. Wiley 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Prerequisite: MIB Module 5 (Finance & Financial Accounting) 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 Sustaining to Rejuvenating 

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） 

Through this course student will understand the UN Sustainable Development Goals (SDGs) and how they have shaped the 

underlying definition of Sustainability in business. Given the dramatic environmental challenges the world is facing today, we will 

analyse the impact of human activities on the planet and look at various mechanisms that could be employed to alter the 

imbalances that we see growing around us.  We will also explore how historical events may have led us to the current state of 

the world and explore the role of leadership in context of both the past journey and the road ahead.  

 

 “Factory Manager”, using a simple model, we will: 1) analyse how the planet is currently being managed, 2) assess the 

effectiveness of that management (looking to real-world statistics about the state of the planet) and 3) assess how the planet’s 

limited resources might be more effectively managed in order to increases capacity and maximize benefits. 

 

4. Understand how closed loop systems work, looking at examples of businesses in which they are being applied. We will also 

explore how they can be integrated into other currently unsustainable practices. 

 

5. Looking at successful cases where sustainable resource management has resulted in a stable cycle of restorative – not 

disruptive –outputs we will analyse how we measure success and failure. 

 

6. Personalize Sustainability through using measurement tools: 1) exploring personal carbon footprints and what they mean – 2) 

understand the role that carbon plays in the world and 3) look at how and why businesses should also consider creating value 

through carbon reduction and sequestration. We will explore how carbon credits are calculated and how cap and trade schemes 

work. 

 

7. 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 – what are the opportunities arising from the emerging 

sustainability-related issues around us? How is it driving technology?  We will look at new technologies that have grown out of 

new issues and capabilities that did not exist even 10 years ago - that are addressing issues relating to sustainability. 

 

8. Understand the roots of socially responsible thinking (CSR):  From the Lunar Society to the Global Compact and how and 

why it has changed the economy. How have the concepts of Social Venture, Impact Investing, SRI and ESG approaches 

influenced the way business is being done, investments are made and the way that innovators behave? 

 

9. Relate the impact of globalization to sustainable co-existence between mankind and the planet. We will explore how “Fourth 

Wave” leadership can contribute to establishing proactive CSR-mindsets in organizations. 

 

10. Participate in group work – putting together a closed loop Waste to Energy Project - from initial site identification, through 

due diligence processes, bankability analysis, viability assessment, environmental impact assessment and to funding mechanisms 

and financial modelling 

 

授業の内容（Course Contents） 

1. Understand the UN Sustainable Development Goals (SDGs) and how they have shaped the underlying definition of 

Sustainability in business – especially for Social Ventures. Explore the linkage between Sustainability and Business, using real 

business cases that “walk the talk” of sustainability and seek to address the SDGs. 

 

2. Understand the environmental challenges the world is facing today – in the Age of the Anthropocene. 

 

3. Placing ourselves in the position of “Factory Manager”, using a simple model, we will: 1) analyse how the planet is currently 

being managed, 2) assess the effectiveness of that management (looking to real-world statistics about the state of the planet) 

and 3) assess how the planet’s limited resources might be more effectively managed in order to increases capacity and 

maximize benefits. 
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4. Understand how closed loop systems work, looking at examples of businesses in which they are being applied. We will also 

explore how they can be integrated into other currently unsustainable practices. 

 

5. Looking at successful cases where sustainable resource management has resulted in a stable cycle of restorative – not 

disruptive –outputs we will analyse how we measure success and failure. 

 

6. Personalize Sustainability through using measurement tools: 1) exploring personal carbon footprints and what they mean – 2) 

understand the role that carbon plays in the world and 3) look at how and why businesses should also consider creating value 

through carbon reduction and sequestration. We will explore how carbon credits are calculated and how cap and trade schemes 

work. 

 

7. 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 – what are the opportunities arising from the emerging 

sustainability-related issues around us? How is it driving technology?  We will look at new technologies that have grown out of 

new issues and capabilities that did not exist even 10 years ago - that are addressing issues relating to sustainability. 

 

8. Understand the roots of socially responsible thinking (CSR):  From the Lunar Society to the Global Compact and how and 

why it has changed the economy. How have the concepts of Social Venture, Impact Investing, SRI and ESG approaches 

influenced the way business is being done, investments are made and the way that innovators behave? 

 

9. Relate the impact of globalization to sustainable co-existence between mankind and the planet. We will explore how “Fourth 

Wave” leadership can contribute to establishing proactive CSR-mindsets in organizations. 

 

10. Participate in group work – putting together a closed loop Waste to Energy Project - from initial site identification, through 

due diligence processes, bankability analysis, viability assessment, environmental impact assessment and to funding mechanisms 

and financial modelling. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Understand what is assessed under the UN Sustainable Development Goals (SDGs) and how they have shaped the 

underlying definition of Sustainability in business. Explore the linkage between Sustainability and Business, using real 

business cases that “walk the talk” of sustainability and seek to address the SDGs. 

2. Understand the environmental challenges the world is facing today – in the Age of the Anthropocene. 

3. Placing ourselves in the position of “Factory Manager”, using a simple model, we will: 1) analyse how the planet is 

currently being managed, 2) assess the effectiveness of that management (looking to real-world statistics about the state 

of the planet) and 3) assess how the planet’s limited resources might be more effectively managed in order to increases 

capacity and maximize benefits. Understanding Natural Capital and how the concept is increasingly being factored into 

business decisions. 

4. Understand how closed loop systems work, looking at examples of businesses in which they are being applied. We will also 

explore how they can be integrated into other currently unsustainable practices.  

5. Looking at successful cases where sustainable resource management has resulted in a stable cycle of restorative – not 

disruptive –outputs we will analyse how we measure success and failure. 

6. Personalize Sustainability through using measurement tools: 1) exploring personal carbon footprints and what they mean – 

2) understand the role that carbon plays in the world and 3) look at how and why businesses should also consider creating 

value through carbon reduction and sequestration. We will explore how carbon credits are calculated and how cap and 

trade schemes work. 

7. 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 – what are the opportunities arising from the emerging 

sustainability-related issues around us? How is it driving technology?  We will look at new technologies that have grown 

out of new issues and capabilities that did not exist even 10 years ago - that are addressing issues relating to 

sustainability. 

8. Understand the roots of socially responsible thinking (CSR):  From the Lunar Society to the Global Compact and how and 

why it has changed the economy. How have the concepts of Social Venture, Impact Investing, SRI and ESG approaches 

influenced the way business is being done, investments are made and the way that innovators behave? 

9. Relate the impact of globalization to sustainable co-existence between mankind and the planet. We will explore how 

“Fourth Wave” leadership can contribute to establishing proactive CSR-mindsets in organizations. 

10. Participate in group work – putting together a closed loop Waste to Energy Project - from initial site identification, 

through due diligence processes, bankability analysis, viability assessment, environmental impact assessment and to 

funding mechanisms and financial modelling. Introduction to planning a project from identifying sustainable objectives 

through to funding 

11. Understand what goes into assessing the viability of sustainable investments and what is factored into the due diligence 

of assessing energy projects using a waste to energy case study as a model 

12. in-class presentations 
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13. Looking at technologies that will play a role in shaping how work is done and things are made in the future. Bio-mimicry, 

automation, AI etc. 

14. Final in-class exam of key concepts. 

 

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

A case study of an outside company and or project will be required. 

 

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%)/Carbon Footprint analysis(15%)/Class participation(10%)/Case 

Study report(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

Recommended reading:  Fourth Wave  

http://www.theguardian.com/sustainable-business/unilver-ceo-paul-polman-purpose-profits  

Recommended Reading: The Fourth Wave, Business in the 21st Century 

by Herman Maynard, Susan Mehrtens 

Publication date: 07/01/1996 

 

TOWARDS THE CIRCULAR ECONOMY 

Economic and business rationale for an accelerated transition 

 -the Ellen MacArthur Foundation 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

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 advanced accounting knowledge to record and classify various business transactions in specific areas. 

 

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 choice 

questions in order to gain a foothold towards USCPA exam. In addition to US accounting standards (US GAAP), Japanese (J-

GAAP) and international accountiung standards (IFRS) are discussed in the class. 

 

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. Valuation and fair value accounting① 

6. Valuation and fair value accounting② 

7. Globalization of accounting and the IFRS① 

8. Globalization of accounting and the IFRS② 

9. General-purpose financial statements (balance sheet, income statement, statement of comprehensive income, statement 

of cash flows)① 

10. General-purpose financial statements (balance sheet, income statement, statement of comprehensive income, statement 

of cash flows)② 

11. General-purpose financial statements (balance sheet, income statement, statement of comprehensive income, statement 

of cash flows)③ 

12. Evaluating financial statements-ratios 

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. During the course, 

students are also required to write a report by reading assigned academic paper. In 2019, the theme was "Is financial reporting 

better now than in the past?". 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Assignments(40%)/Review test(20%)/Final presenttaion(20%)/Participation/Discussion(20%) 

Final presentation was added. 

【変更前】平常点(In-class Points)100% (Assignments20%,Participation/Discussion20%,最終テスト(Final Test)40%,最終レポート

(Final Report)20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Donald, E. Kieso, Jerry, J. Weygandt, and Terry, D. Warfield. 2018. Intermediate Accounting: IFRS Edition 3rd edition. Wiley 

(ISBN:978-4-589-03861-6) 

Students do not need to purchase the textbook. 

 

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) 
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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 revenue streams for sports competitions and 

leagues, as well as how intellectual property and 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, OTT Platforms, 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/14.  

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 Marketing & 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 sport marketing & 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. 

 

This is a spring 1 intensive course. 

 

授業の内容（Course Contents） 

This course introduces students to the principles of sport marketing & 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. Mark Dodds, Kevin Heisey, Aila Ahonen. 2017. Routledge Handbook of International Sport Business. Routledge 

(ISBN:9781138891548) 

2. John Nauright, Sarah Zipp. 2020. Routledge Handbook of Global Sport. Routledge (ISBN:9781138887237) 

3. Brian P. McCullough, Timothy B. Kellison. 2017. Routledge Handbook of Sport and the Environment. Routledge 

(ISBN:9781138666153) 

4. Jacquelyn Cuneen, David Tobar, David A. Tobar, Jacquelyn Cuneen. 2020. Sport Industry Research and Analysis. Routledge 

(ISBN:9780367275259) 
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5. Dilwyn Porter, Wray Vamplew. 2020. Sport and Entrepreneurship. Routledge (ISBN:9780367862626) 

6. Joe Favorito. 2020. Sports Publicity. Routledge (ISBN:9780367440510) 

7. T Bettina Cornwell. 2020. Sponsorship in Marketing. Routledge (ISBN:9780367343439) 

TBA 

 

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. Equity: Sports Teams 

8. Valuation of Teams: Multiples Based Analysis 

9. Stadiums: Debt, Securitization, Project Finance 

10. Securitization: Case 

11. Application of Options in Sports Business: Sponsorship & Athlete Valuation 

12. Topics 

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%)/Presentaton(20%)/Final Resarch Paper(40%) 

2020.5.5 付変更【変更前】Assignments(40%)/Participation(25%)/Final Test(35%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. Rodney Fort. Sports Economics 

2. Michael Leeds, Peter von Allmen. The Economics of Sports 

3. Paul Downward, Alistair Dawson. The Economics of Professional Team Sports 

4. Simon Kuper & Stefan Szymanski. Soccernomics 
5. Stefan Szymanski. Playbooks and Checkbooks: An Introduction to the Economics of Modern Sports 

6. Stefan Dobson & John Goddard. The Economics of Football 
7. Harold Vogel. Entertainment Industry Economics 9th ed 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Prerequisite: MIB Module 5 or equivalent.  Interest in sports business and finance. 

 

注意事項（Notice） 
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■KN201 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
KN201／Cases in General Management 

担当者名 

（Instructor） 
マードック(MURDOCH STEPHEN J.) 

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） 

2020 年 3 月 26 日付変更（変更理由：開講学期の変更） 

[変更前]春学期(Spring Semester)火曜日(Tue)4 時限(Period 4)1104 

 

授業の目標（Course Objectives） 

1.Course Introduction, Objectives, Outcomes and Teaching Approach 

 

Informed and well thought-out decisions in every aspect of managing a business are crucial to the success of both the company 

and its stakeholders.  Every decision will require a thorough analysis of potential legal and ethical factors in order to minimize 

risks. In the age of social media, decisions made without adequate reflection on potential legal and ethical consequences can 

have a disastrous impact on both the company and its decision makers. We see high profile examples playing out daily - 

whether it be the resignation of the CEO of McDonalds, to the firing of the CEO of Boeing, to the highprofile escape of Carlos 

Ghosn. 

 

The objectives of this course are that legal and ethical factors, and their potential impact on stakeholders, are examined and 

analyzed to ensure a coherent and justifiable decision with an avoidance of unnecessary risk. The course will be focused on 

three critical factors:  firstly, that business decisions have a legal and ethical component which must always be considered; 

secondly, that you as a business person must weigh the legal and ethical implications of your decisions on all stakeholders 

before choosing an appropriate course of action; and lastly, that in a global environment different cultures and communities can 

have a very different outlook on what is ethical or legal and what is not.  No one wants to be accused of unethical or unlawful 

activities resulting from a decision made without adequate reflection and analysis. 

 

This course will follow the case-based analysis method with cases from various countries being examined and analyzed to give 

students a first-hand, real business-world view of ethics and legality in the decision making process. All cases are true and 

have been written by the professor. 

 

Learning Outcomes: at the end of the course, each student should be able to: 

1.Gather, analyze and assess diverse information on the issues and the various stakeholders in an international environment and 

map out appropriate decisions and actions to deal with the issues and to avoid risk; 

2.Understand the origins of ethics and legality in different countries and cultures and reflect on how these issues relate to 

Japan and decision making in various cultures of management; 

3.Create a framework for ethical and legal decision making; 

4.Apply this framework in both strategic and everyday decision making inside the company; 

5.Determine appropriate decisions and decision implementation to reflect ethical and legal uncertainties. 

Teaching Approach:  this is a highly interactive course which will use the case analysis method in order to see real business 

decision-making in true cases. Students must be prepared to discuss and analyze diverse business situations; decide 

appropriate decisions in context; and present their results both written and orally. Very often when considering ethics and 

legality there is no ‘right’ decision and students must be prepared to take either side of an issue and argue it successfully after 

full analysis. 

 

授業の内容（Course Contents） 

2.Course Contents 

 

Part 1: Introduction to Ethical and Legal Decision-Making in a Managerial Setting 

 

a)Ethics and Morals 

Definitions 

Roots of Ethics 

Morals as Part of the Individual 

History and Culture Impacting Ethics 

 

b)Legality 

Definitions 

Common-Law vs. Civil-Law Systems 

Non-traditional Legal Systems 
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Case: Windsor Automotive Supply Company 

 

 

Part 2: Ethical and Legal Decision-Making in a Cultural Context 

 

a)Different Issues in Different Cultures 

 

Case 1:  Artis Air Conditioning 

Case 2: Leonard Taylor 

 

b)Can a uniform standard of ethical or legal behaviour be established 

 

 

Part 3: Creating an Ethical Decision-Making Framework 

 

Case:  Ford Pinto 

 

 

Part 4: Applying Ethical/Legal Decision-Making to Managerial Activities and Actions  

 

Case 1:  Sophie and Carling Ltd. 

Case 2: 4 In-Company Ethical/Legal Situations 

Film:  Enron: The Smartest Guys in the Room 

 

Part 5: Conclusion 

 

In a time of ‘alternative facts’ and the minimization of the importance of the truth; and considering the  

incredible impact of unchecked and unverified social media, are ethics and legality losing  

importance in managerial decision-making? 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction to Ethical and Legal Decision Making 

2. Introduction Continued 

3. Case Analysis: Windsor Automotive Supply Company 

4. Ethical and Legal Decision-Making in a Cultural Context 

5. Case Analysis: Artis Air Conditioning 

6. Case Analysis: Leonard Taylor 

7. Can a uniform standard of ethical and legal behaviour be established 

In-class assignment 

8. Creating an Ethical Decision-Making Framework 

Case Analysis:  Ford Pinto 

9. Applying Ethical/Legal Decision-Making to Managerial Activities and Actions 

Case Analysis: Sophie and Carling 

10. In-class Presentations 

11. In-class Presentations 

12. Case Analysis: 4 In-company Ethical/Legal Situations 

13. Conclusion to the Course 

14. In-class final test 

 

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

1.The cases will be provided to the students prior to class time and each student is expected to read the case prior to the 

class. Time will be provided in class, however, to discuss and analyze the cases. 

 

2.For the Group Presentation Assessment, students will be required to prepare their presentations outside of class time. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/Group Written Presentation(20%)/Group Oral Presentation(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 
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In each class, a newspaper article from around the world dealing with ethics and legality and their impact on corporate decision-

making will be provided to the students.  Students are expected to read the articles. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

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) 

3. John Ruggie. 2013. Just Business: Multinational Corporations and Human Rights . W. W. Norton & Company (ISBN:978-

0393062885) 

 

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） 
Research Methods/Data Analysis 

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） 

2020 年 4 月 6 日付曜日時限変更（変更理由：開講時間調整のため [変更前：月曜日 5

時限・6 時限]） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The objectives of the course are: (a) to introduce students to the concepts associated with research method and advanced 

statistical analyses that are widely adopted in sport, business management, (b) to provide in-depth understanding of theoretical 

aspects of selected research methods and statistical analyses  

 

授業の内容（Course Contents） 

Students will learn (a) how to evaluate the appropriateness of the research methodology for the study, (b) how to interpret 

quantitative data by performing statistical  analyses, (c) how to evaluate reliability and validity of the research instrument used 

in the study, (d) how to assess the clarity and consistency of the results. The class will be taught through lectures, evaluation 

of research articles, and demonstration/practice of data analyses.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction of the course/lectures 

2. Class based on lecture, research articles, data, actual practice of performing data analyses. 

3. Class based on lecture, research articles, data, actual practice of performing data analyses. 

4. Class based on lecture, research articles, data, actual practice of performing data analyses. 

5. Class based on lecture, research articles, data, actual practice of performing data analyses. 

6. Class based on lecture, research articles, data, actual practice of performing data analyses. 

7. Class based on lecture, research articles, data, actual practice of performing data analyses. 

8. Class based on lecture, research articles, data, actual practice of performing data analyses. 

9. Class based on lecture, research articles, data, actual practice of performing data analyses. 

10. Class based on lecture, research articles, data, actual practice of performing data analyses. 

11. Class based on lecture, research articles, data, actual practice of performing data analyses. 

12. Class based on lecture, research articles, data, actual practice of performing data analyses. 

13. Class based on lecture, research articles, data, actual practice of performing data analyses. 

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 a book on statistical analysis. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Research Proposal(30%)/Oral Presentation(15%)/Data Analyses(25%)/Test(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Morgan, Leech, Barrett. 2015. IBM SPSS Statistics 25 Step by Step. Routledge; (ISBN:978-1138491076) 

 

参考文献（Readings） 

1. Morgan, Leech, Barrett. 2012. IBM SPSS for Intermediate Statistics. Routledge (ISBN:978-0415880473) 

2. Hair, Black, Babin, & Anderson. 2009. Multivariate Data Analysis. Prentice Hall (ISBN:978-0138132637) 

3. Byrne. 2016. Structural Equation Modeling (3rd edition). Routledge; (ISBN:978-1138797031) 

4. Schuyler Huck. 2012. Reading Statistics and Research. Addison Wesley (ISBN:978-0132178631) 

 

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) 

ナルラ(RAJNEESH NARULA) 

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.  

(LH: Lars HAKANSON, RN: Rajneesh NARULA) 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction: The Economics and Management of Innovation (LH) 

2. Case discussion: Elcor Innovation (LH) 

3. Managing Centralized R&D in Multinational Companies (LH)  

4. Case discussion: TSR7729 (LH)  

5. Learning through Acquisition: International Mergers and Acquisitions (LH) 

6. Case discussion: Gold Peak Electronics: R&D Globalisation from East to West (LH) 

7. MNEs, Innovation Systems and Policy (LH & RN)  

8. Case discussion: Singapore's Economic Development Strategy and the Biomedical Sciences Cluster (LH & RN) 

9. Alliances and Innovation Strategies (RN)  

10. Case discussion: Organizing for Innovation at Glenmark (A) (RN) 

11. Learning and Innovating Multinationally (RN)  

12. Case discussion: To be announced. (RN) 

13. In-class final test (RN) 

14. Course summary and wrap-up (RN) 

 

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） 

最終テスト(Final Test)(40%)/Class participation(30%)/Group case analysis and presentation(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

To be announced 

 

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） 
Managerial Negotiations 

担当者名 

（Instructor） 
モルトビー(MALTBY,SCOTT) 

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） 

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 processes of negotiating and the emphasis is on hands on learning, 

although theories of negotiation and research examining negotiation will also be covered. The coures is highly interactive and full 

participation is required.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. An Overview of Negotiation 

2. Distributive Bargaining 

3. Integrative Negotiations 

4. Claiming Value vs. Creating Value 

5. Planning for Negotiations 

6. Persuasion and Negotiations 

7. Email Negotiations 

8. Communication Skills for Negotiations 

9. Cross-cultural Negotiations 

10. Multi-party Negotiations 

11. Negotiating in Teams 

12. Case Study Analysis 

13. Personality and Individual Differences in Negotiation 

14. Review - Best Practices in Negotiation 

 

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

Selected reading from a variety of sources will be distributed throughout the course. There will also be a bibliography distributed 

for those wishing to read deeper on the subject. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Class Participation(30%)/Group Negotiation Paper(25%)/Individual Case Analysis(20%)/Negotiation Journal and Paper(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■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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■KN296 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
自動登録／Advanced Seminar in Global Business 11 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Thesis Research Seminar for Tuebingen IDD Program 

担当者名 

（Instructor） 

竹澤 伸哉(TAKEZAWA NOBUYA) 

デイヴィス，Ｓ(DAVIS,SCOTT T.) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MIB6201 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This seminar is a support course for IDD students from Tuebingen University.   

 

授業の内容（Course Contents） 

Consultation on the content of the thesis will primarily be conducted with the supervisor at Tuebingen University.  This 

seminar is designed to help students  better pace their research since much of the consultation is undertaken on a remote 

basis. Students will be asked to meet with the instructor(s) and/or an assigned MIB faculty on a regular basis to report on the 

progress of their masters thesis.   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Overview of the Seminar 

2. Discuss on Research Proposal 

3. Discuss on Research Proposal 

4. Data Collection 

5. Data Collection 

6. Data Collection 

7. Midterm Presentation 

8. Consultation on Thesis 

9. Consultation on Thesis 

10. Consultation on Thesis 

11. Consultation on Thesis 

12. Consultation on Thesis 

13. Consultation on Thesis 

14. Final Presentation 

 

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

Prepare progress reports (written or verbal) prior to each meeting. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Progress Reports(30%)/Midterm Presentation(30%)/Final Presentation(40%) 

The final grade will be consistent with assigned grade for the Final Research Project. 

 

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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■KN297 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
KN297／Advanced Seminar in Global Business 12 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Japanese Mountain and Ski Resort Industry 

担当者名 

（Instructor） 

竹澤 伸哉(TAKEZAWA NOBUYA) 

辻 洋右(TSUJI YOUSUKE) 

横井 勝(YOKOI MASARU) 

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） 

After taking this course, students should  

1) gain a general understanding and working knowledge of the ski (mountain resort) industry in Japan. 

2) be able to critically analyze an industry/company from multiple perspectives including marketing and finance. 

3) better appreciate the complexities of sports business. 

 

授業の内容（Course Contents） 

This course provides an introduction to the ski and mountain resort industry in Japan.  Students interested in consulting 

related careers should find the course useful as it is designed to explore the business from multiple perspectives.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Overview of the Ski Industry in Japan 

2. Stakeholders and the Community 

3. Financial Analysis 

4. Financial Analysis 

5. Marketing Analysis 

6. Marketing Analysis 

7. Site Visit 

8. Site Visit 

9. Research for Project 

10. Research for Project 

11. Research for Project 

12. Research for Project 

13. Final Presentation 

14. Final Presentation 

 

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

Review material covered in each class.  Research for the final presentation is an important part of the course. The site visit to 

the Hakuba Valley is part of the course.  Students should be prepared to travel and stay one night at Hakuba (expense paid by 

student). 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Final Presentation(20%)/Final Paper(20%)/In Class Exercises(35%)/Participation(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■KN298 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
KN297／Advanced Seminar in Global Business 13 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Introduction to Project Management Practices 

担当者名 

（Instructor） 
ヤズジ，メテ(YAZICI METE) 

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 taking this course students should: 

1) be able to understand what projects are and how they can apply project management concepts and techniques in business 

2) be able to understand the role for and skills required for project managers 

3) be able to learn about the new agile project management concepts and techniques 

4) be able to understand how project management and agile thinking can be applied in starting businesses 

 

授業の内容（Course Contents） 

The course will prepare the student for taking responsibility in small to mid-size projects. Understanding the general concepts 

and skills will help the students plan and manage important business initiatives. In many companies, successful project managers 

can be considered as good candidates for management roles. The course will take the students through the phases of typical 

projects: Initiation, Planning, Execution, Monitoring and Closing. Project Managers will need to be equipped with an array of 

management and communication skills. The course will briefly highlight the leadership roles expected of the project managers. 

Recently, companies have been shifting towards more flexible and faster ways of delivering results. The course will provide an 

overview of Agile Project Management and Lean methods in the second half. Familiarity with these concepts will broaden 

students’ perspectives in applying their skills in managing projects. The course will ask students to manage a model project and 

utilize their knowledge in creating specific project outcomes. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Overview: Projects at work and in our lives. How project management can help in careers. 

2. Initiation phase activities 

3. Planning phase activities 

4. Execution phase 

5. Communication skills for project management and stakeholder management 

6. Monitoring phase 

7. Closing, reporting, lessons learned 

8. Agile movement 

9. Running agile projects 

10. Lean movement 

11. Lean startups 

12. Design thinking and how to run design projects 

13. Project presentations 

14. Program and portfolio management 

 

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

Students are expected to be prepared to engage in class discussion and in-class exercises by reading/reviewing the assigned 

material and notes. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Final Project and Presentation(40%)/Assignments(40%)/Participation and Attendance(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Robert K. Wysocki. 2019. Effective Project Management: Traditional, Agile, Extreme, Hybrid. Wiley (ISBN:1119562805) 

2. Brett Harned. 2017. Project Management for Humans: Helping People Get Things Done. Rosenfeld Media (ISBN:1933820519) 

 

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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■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)） 

 

 

注意事項（Notice） 



 - 191 - 

■KN302 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
KN302／Business and Society in Asia 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Japan and Asia: Corporations' FDI Strategies and Growth Management 

担当者名 

（Instructor） 
アブダ－リ(ABU-DARI MAZEN M. M.) 

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） 

In the last decades, many Asian corporations, and corporations in Asia, have successfully passed through a process of growth 

and development in an impressive way.  The managers' decisions to expand abroad are thought to be of high importance in this 

process.  We try to investigate and learn from the managers' trade off between the risk of investment abroad and the growth of 

their firms.  

 

授業の内容（Course Contents） 

The first part of this course explains the theory of Foreign Direct Investment (FDI), and its history in Japan. This is followed by 

discussing its determinants, in the case of Japan, and how the Japanese companies look at investment abroad.  

 

The second part focuses on some case studies of firms investing in Asia.  We aim to analyse and learn from the decisions 

made by the managers to expand their businesses in a number of Asian countries.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction, and FDI theory 

2. Japanese FDI outflows 

3. Japanese investors' perception of location advantages 

4. Japanese domestic companies' perception of investment abroad 

5. Determinants of Japanese FDI flows 

6. China: FDI in China: FamilyMart China expansion 

7. China: Shiseido in China, when politics interfere with business 

8. Midterm presentation 

9. Japan: Uniqlo a stitch in time 

10. Japan: Suntory highball revolution:  Can a type of drink save an industry 

11. Japan: The survival strategies of Sony, Hitachi, and Canon 

12. India: Managing unsettled labor relations at the Toyota subsidiary in India 

13. Korea: Kia motors facing globalization challenges 

14. Philippine: Strategies for the future of Philippine Airlines  

 

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

Instructions to be given during the class.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

In-class discussion(30%)/Midterm presentation(30%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

Full attendance is required.  A minimum of 11 attendances will be required to acquire the course credits in general. 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Mohan Lakhera. 2008. Japanese FDI Flows in Asia: Perspectives and Challenges. Palgrave MacMillan (ISBN:978-0230201552) 

2. Parissa Haghirian. 2013. Case Studies in Asian Management. World Scientific Publishing Company (ISBN:9789814508971) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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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） 

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 (introduction) 

 

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 1 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. 2017. Fundamentals of Multinational Finance. Pearson (ISBN:978-0134472133) 

 

参考文献（Readings） 

1. Alan Shapiro, Peter Moles. 2014. International Financial Management. John Wiley & Sons (ISBN:978-1118929322) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Prerequisite: MIB Module 5 or equivalent.   

 

注意事項（Notice） 
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■KN306 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
KN306／Good Business Initiative Workshop 

テーマ／サブタイトル等 

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

担当者名 

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

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MIB6211 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

promotion of both economic performance and social wellbeing. By the end of the course students will have gained (1) a 

familiarity with systems theory and its major approaches, and (2) experience in the planning and evaluation of systemic 

interventions in business model development and reframing.  

 

授業の内容（Course Contents） 

The course will comprise of three components. 

Stage 1: a review of theories and frameworks relating to the development of socially informed business models. The aim of this 

stage is to develop a framework by which business can be planned, implemented and evaluated in terms of its ability to promote 

social wellbeing as well as economic performance. 

Stage 2: a case analysis exercise wherein the framework developed in stage one is applied to the analysis of business models in 

Japan and/or overseas with the aim of promoting both economic performance and social wellbeing. 

Stage 3: a practical exercise in the planning and development of a business model for social value creation informed by the 

frameworks developed in stage one and used in stage two. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Orientation Session 

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

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

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

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

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

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

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

9. Class 8: Stage 3 - Practical Exercise in Responsible Business Model Development 

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

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

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

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

14. Wrap-up Session 

 

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

This course will require students to complete readings and work on individual written reports outside of class hours. Group work 

for practical exercises will be conducted during class time. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

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

Absences will negatively affect final grades. 

 

テキスト（Textbooks） 

Readings will be indicated at the Orientation Session. 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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All notifications, readings and assignments will be managed using the university Blackboard system. 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 196 - 

■KN351 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
その他／Business Japanese I1 

担当者名 

（Instructor） 
小松 満帆(KOMATSU MAHO) 

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 

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 

担当者名 

（Instructor） 
三浦 綾乃(MIURA AYANO) 

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 

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） 
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■KN355 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
その他／Business Japanese I5 

担当者名 

（Instructor） 
長谷川 孝子(HASEGAWA TAKAKO) 

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 

担当者名 

（Instructor） 
藤田 恵(FUJITA MEGUMI) 

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 and attendance(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 

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 and attendance(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 

担当者名 

（Instructor） 
三浦 綾乃(MIURA AYANO) 

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 and attendance(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） 

 

 

  



 - 204 - 

■KN359 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
その他／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 and attendance(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 

担当者名 

（Instructor） 
長谷川孝子(HASEGAWA TAKAKO) 

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 and attendance(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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■KN402 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
その他／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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■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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■KN422 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
その他／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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■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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■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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■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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■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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■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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■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; Presentation 

7. Presentation  

8. Randomized experiment 

9. Randomized experiment 

10. Data management using Stata 

11. Data management using Stata 

12. Quiz; Case study 

13. Case study; Presentation  

14. Presentation  

 

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%)/Presentation 1(15%)/Presentation 2(15%)/Quiz(20%)/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 (ISBN:9780787975463) 

3. Gerber, Alan S., and Donald P. Green.. 2012. Field Experiments: Design, Analysis, and Interpretation. W.W. Norton 

(ISBN:9780393979954) 

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 CHING-YANG) 

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） 
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 study theoretical models to analyze consumers and firms behavior. Specifically, to 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 experimental economics.   

 

For the first two hours of the class, we will devote our attention to microeconomic theory. This component is vital for both your 

thesis and subsequent coursework. In the remaining hour we will discuss empirical or behavioral economics. These topics come 

from Predictably Irrational: The Hidden Forces" by Dan Ariely.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Preference and Utility maximization  

2. Demand function: the derivation and application  

3. Applications: The consumer's decision making on saving, labor supply and others 

4. Uncertainty 

5. The firms' decision making: production function and cost function   

6. Profit maximization and cost minimization   

7. General equilibrium and welfare (I)   

8. General equilibrium and welfare (II)   

9. Game Theory (1): basics and the concept of Nash Equilibrium 

10. Game Theory (2): Repeated game and the Sub-game Perfect Nash Equilibrium 

11. Game Theory (3): Applications  

12. Topics on experimental economics (I)  

13. Topics on experimental economics (II)  

14. Topics on experimental economics (III)  

 

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） 

Assignments(10%)/Presentation(25%)/Midterm exam(30%)/最終テスト(Final Test)(35%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Walter Nicholson and Christopher M. Snyder. 20166. Microeconomic Theory: Basic Principles and Extensions 12 ed.  . South-

Western (ISBN:1305505794) 

 

参考文献（Readings） 

1. Hal R. Varian. 1992. Microeconomic Analysis, 3rd Edition. W. W. Norton & Company (ISBN:9780393957358) 

2. Dr. Dan Ariely. 2010. Predictably Irrational, Revised and Expanded Edition: The Hidden Forces That Shape Our Decisions. 

Harper Perennial (ISBN:0061353248) 

3. 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 public class folder in the Google drive. The important information will be announced by email.   
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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１(Fall 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） 

講義では統計ソフト「Stata」 を利用します。履修者は各自で用意してください。 

This course introduces students to the practice of data analysis with a statistical 

software “Stata”. For those who take this course, please prepare it by him/herself. 

Stata crop offers a short-term license at very affordable student prices. 

 

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 seven-week intensive 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 seven-week intensive 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. This course also organizes the computer workshop of Stata, the 

widely-used statistical software, during the sessions. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Descriptive statistics  

2. Probability  

3. Discrete random variables and probability distribution  

4. Continuous random variables and probability distribution  

5. Sampling distribution  

6. Computer workshop I 

7. Point and interval estimation  

8.  Hypothesis testing  

9.  Hypothesis testing:: Two populations  

10. Computer workshop II 

11. Final test 

12. Computer workshop III 

13. Least squares and simple regression  

14. Students’ presentation & Wrap-up   

 

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

It is important to complete the readings of the assigned textbook chapter prior to each class session. Weekly or bi-weekly 

homework sets are assigned.   

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/Class participation(10%)/Homework assignment(30%)/Students’ presentation(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. Although this course cannot cover all 

chapters of the book, I strongly recommend purchasing a copy. Note that there is one copy in the library. 

The Stata workshops is set with homework assignments, I recommend students to buy or have access to Stata. Stata crop 

offers the 6-month license at very reasonable price for students.      

 

参考文献（Readings） 

TBA 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Since this course is designed for graduate students, the strict attendance and deadline policies are enforced. Each must be 

responsible for considering his/her study efforts before the enrolment. 

 

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. Final test 

 

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. Introductory 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 will be held on the following dates. 

9/28、10/12、11/16、11/30、12/7、12/14、12/21 

 

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 social sciences. 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 and 

difference equations. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Functions 

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. Integration 

10. Probability 

11. Differential equations 

12. Difference 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 textbooks. 

 

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） 

The course is based primarily on lectures. Students are expected to do the reading before class and participate in the 

discussions.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. Regime types 

3. Presidential and parliamentary systems 

4. Electoral rules: basics 

5. Electoral rules: consequences 

6. Patterns of democracy 

7. Presentation 

8. Intergovernmental relations 

9. Institutional changes 

10. Papers on election fraud 

11. Papers on voting behaviors 

12. Models of political competition 

13. Bureaucrats and politicians: principal-agent problem 

14. Presentation 

 

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

Students are expected to do the reading before class and participate in the discussions.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Attendance and participation(20%)/Presentation 1(20%)/Presentation 2(20%)/Writing assignment 1(20%)/Writing assignment 

2(20%) 

 

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 

Other reading materials will be announced in the first session.  

 

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 

担当者名 

（Instructor） 
中嶋 学(NAKASHIMA MANABU) 

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 face various management challenges and problems within and outside their organization. To understand the 

challenges and problems and to develop management skills to solve them, this class is designed with an emphasis on two 

objectives: (1) understanding key concepts in organization theory and (2) applying the concepts for public organizations.  

 

授業の内容（Course Contents） 

This class looks at both macro- and micro-organization theory. As for the macro-organization theory, theories of inter-

organizational relationships (e.g., resource dependence theory, institutional theory, and network theory) and their applications to 

public organizations will be covered; and, as for the micro-organization theory, theories such as organizational goal, leadership, 

and motivation, and their applications to public organizations will be covered. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Class Introduction and Overview of Public Management 

2. Transaction Cost Economics 

3. Population Ecology Theory 

4. Resource Dependence Theory 

5. Institutional Theory  

6. Network Theory 

7. (Inter-)Organizational Trust 

8. (Inter-)Organizational Learning 

9. Organizational Goal and Effectiveness 

10. Leadership 

11. Motivation 

12. Presentation 

13. Presentation 

14. Summary and Reflection 

 

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

The central requirement of the class is active and informed participation. We will spend most of our time in discussion, and I will 

do very little lecturing. So it is critical that everyone come prepared to engage with the readings and with one another. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

1st Presentation(20%)/2nd Presentation(20%)/Final Paper Presentation(25%)/Final Paper(25%)/Participation and 

Attendance(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Rainey, H. G.. 2014. Understanding and Managing Public Organizations (5th edition). Jossey-Bass (ISBN:978-1118583715) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

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 (ISBN:978-1-

118-50932-6) 

2. Jay E. Ryu. 2014. The Public Budgeting and Finance Primer: Key Concepts in Fiscal Choice. M. E. Sharpe (ISBN:978-

0765637970) 
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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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■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 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 and evaluation 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 such as participatory development, 

ownership by stakeholders, institutional development, gender issue, environmental aspects, appropriate technologies, refugee 

issue, role of private companies, Public Private Partnership, Base of the Pyramid and SDGs will be discussed. 

Students' active participation is expected.    

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction and background 

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. Implementation and Monitoring 

13. Project Evalaution 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%)/Participaton on discussion(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. FASID. 2008. Project Cycle Management 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 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Written and visual case 
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注意事項（Notice） 
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■KT312 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
KT312／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） 
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） 

Project Cycle Management Course is designed to provide students with 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 and evaluation 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 such as participatory development, 

ownership by stakeholders, institutional development, gender issue, environmental aspects, appropriate technologies, refugee 

issue, role of private companies, Public Private Partnership, Base of the Pyramid and SDGs will be discussed. 

Students' active participation is expected.    

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction and background 

2. Stakeholders Analysis by using case study 

3. Problem Analysis 

4. Problem Analysis 

5. Objective Analysis 

6. Objective Analysis 

7. Project Selection based on Objective Tree 

8. Project Design Matrix 

9. Project Design Matrix 

10. Presentation for each Project Design Matrix 

11. Appraisal and Plan of Operation 

12. Implementation and 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） 

Assignment 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/Assignment(30%)/Participaton on discussion(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. FASID. 2008. Project Cycle Management 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 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Written and visual case 

 

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 are to learn 1) basic theories and practices of Public Private Partnership (PPP, P3 or 3P), 

collaborative public service deliveries between public and private sectors, in the context of dynamic governance reforms, and 2) 

actual PPP examples of students’ countries through mini researches and presentations 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 theories and practices of 

PPP, (2) student presentations and (3) discussions.  For (2), all students are required to make a 15-minute presentation on an 

actual PPP example, as a case of dynamic governance reforms, in their own countries.  Through the course, students will 

obtain more and better knowledges on PPP, including the latest perspectives, and be able to increase their own options in 

delivering public services when they return to the real world.  For those who have backgrounds in the private sector, the 

course will help them think about new business opportunities with public sector in the real world. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction: Backgrounds and perspectives  on 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, and 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. Intergovernmental relations and decentralization: theory 

5. Intergovernmental relations and decentralization: evidence 

6. Changes in intergovernmental relations 

7. Accountability and the provision of public services 

8. Government and governance: political culture 

9. Government and governance: broader structural changes 

10. Experiment-based studies of local government 

11. Local government in Japan: history and institutions 

12. Local government in Japan: politics 

13. Field trip to public facility  

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） 

Response to discussion questions(20%)/Group presentation(20%)/Individual presentations(30%)/Final project(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. Treisman, 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 

担当者名 

（Instructor） 
リム，スンフ(LIM SEUNGHOO) 

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 student in this class should learn to: 

Know the basic constitutional roles and responsibilities of the levels of government; 

Be able to identify the stages of the policy process, and the primary players in the official roles; 

Demonstrate working knowledge of the policy analysis process; 

Demonstrate concise and analytical writing of policy projects; 

Demonstrate the ability to critically review and summarize a policy study; 

Articulate and apply a public service perspective to public policy issues; 

Contribute to the policy process information and analysis; 

Learn and apply group facilitation skills that can be used in policy and citizen deliberations; 

Demonstrate sound public speaking skills related to the policy process; 

Critically assess and debate case studies of policies at different levels of government; 

Learn to analyze public policy conflicts, and use processes to help resolve policy disputes in a deliberative, consensual way; 

Understand the basic accountability and performance measurement processes used in government policy and management; 

Identify roles that public managers and policy analysts play and learn more about when they are most appropriate in the policy 

process; 

Understand policy networks, how they operate to develop and distribute policy information and ways to participate in them; 

Discuss the ethical issues involved in many dimensions of the policy process, including what information is used, what forums 

and citizen contact are organized, and how the analyst and manager act ethically within the broader policy arenas in which they 

operate. 

 

授業の内容（Course Contents） 

This course is designed to acquaint you with the theoretical and practical dimensions of developing and managing effective 

public policy which includes your role as a policy analyst and as a proactive participant in the broader policy process working for 

a program or an agency. The overall focus of the class is on understanding the policy process, how to facilitate dialogue in the 

policy process with citizens and elected officials, how to frame issues and conduct policy analysis, and manage the policy 

process from agenda setting through implementation. This is the MPA class where you learn some basics of the constitutional 

and policy process. You should gain an understanding and appreciation for the political and administrative environments within 

which public policy is developed, implemented and evaluated. You will also gain an understanding of how to assess policy 

environments, and policy options as well as build a case for taking policy actions. We will cover the primary models and 

approaches used in public policy to explain policy development and change. These models help us focus on important aspects of 

the policy process and understand systematically how the actors and environment work together. 

 

Second, we will discuss the varied roles of the public manager and policy analyst. Some of these roles include facilitator, expert, 

policy entrepreneur working with stakeholders inside and outside the agency, policy implementer who takes policy made through 

statutes or court orders and effectively makes them work, and public trustee. While a public employee is obligated to play 

certain roles, to some degree, you will also decide what roles you think appropriate and are willing to play as an analyst, lobbyist 

or manager in the public policy process. Your decisions may vary depending on your view of the role of the public servant in 

democratic society, your personality, and your views on the flexibility or discretion inherent in following the law as written down. 

We will cover and try out some key skills of public managers and analysts, such as conflict resolution, policy briefing writing, 

speaking up in the class through short presentations and in groups, group facilitation and leading productive discussions.   

 

Third, as a participant in the democratic policy process, you need to be a succinct, clear and persuasive writer as well as being 

able to speak in public forums. You will write a policy research paper using applied and commonly used writing policy formats in 

this class. You will work through the stages of a policy analysis report. You will work in small groups both in class and on 

projects. Employers consistently tell us that being good team players is perhaps the most important skill for holding a job and 

being promoted so we will talk about the skills and ways to manage teams. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introducing the Policy Process: Why Do We Study the Public Policy Process? 

2. Theoretical Approaches to the Policy World 
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3. Policy Contexts: Actors, Interests, Values and Institutions 

4. Review Session 1 

5. Problem Definition and Agenda Setting 

6. Policy Formulation and Design 

7. Mid-Term Exam. 

8. Policy Tools/Instruments 

9. Policy Decision-making in the Public Sector 

10. Policy Implementation 

11. Policy Evaluation 

12. Review Session 2 

13. Final-Term Exam. 

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 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Class Participation/Discussion(30%)/Mid-Term Exam(15%)/最終テスト(Final Test)(15%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Thomas A. Birkland. 2019. An Introduction to the Policy Process: Theories, Concepts, and Models of Public Policy Making. 

Routledge (ISBN:978-1138495616) 

2. Kevin B. Smith and Christopher W. Larimer. 2013. The Public Policy Theory Primer. Westview Press (ISBN:978-0813350059) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

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. Film 

7. Politics of the electoral reform 

8. Globalization and political economy of contemporary Japan 

9. Representation  

10. Local politics 

11. Deflation, structural reforms, and Abenomics 

12. Politics of aging 

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(25%)/Presentation(25%)/Quiz 1(25%)/Quiz 2(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

None 

 

参考文献（Readings） 

1. Curtis, Gerald L.. 1971. Election Campaigning, Japanese Style. Columbia University Press (ISBN:9780231035125) 

2. Ramseyer, J Mark, and Frances McCall Rosenbluth.. 1993. Japan's Political Marketplace. Harvard University Press 

(ISBN:9780674472808) 

3. Rosenbluth, Frances McCall, and Michael F. Thies.. 2010. Japan Transformed: Political Change and Economic Restructuring. 

Princeton University Press (ISBN:978-0691135922) 

Additional reading 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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■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 introduces a variety of ideas for Investment and Asset pricing based on 

the 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 economic 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: Teamwork 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 Real Market 

3. Asset Classes and Financial Insruments 

4. Security Markets 

5. Bnd Prices and Yields 

6. Managing Bond Portfolios 

7. Mid term Exam and Risk and Return features on the seturities 

8. Efficient Diversification on investment 

9. Capital Asset Pricing Model and the Efficient Market Hypothsis 

10. Macroeconomic and Industry Analysis 

11. Equity Valuation 

12. Financial Statement Analysis 

13. Evaluation for Investment Performance 

14. Fainal Exam and Explanation 

 

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

1. Students have to prepare the Text and materials which will be covered the class. 

2. Two times case assignments will be required for students to research, discuss, and debate with the team. 

3. Tests will be taken place for encouraging students and to confirm the term which was covered in the class.   

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Mid term Test(30%)/Class Participation and Assignments(30%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Zvi Bodie, Alex Kane and Alan Marcus. 2019. Essentials of Investments (Paperback, 11th Edition). McGraw-Hill (ISBN:978-1-

260-28839-1) 

 

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: Theory and Applications 

担当者名 

（Instructor） 
オー，Ｊ.(OH JINHWAN) 

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） 

講義では統計ソフト「Stata」 を利用します。履修者は各自で用意してください。 

This course introduces students to the practice of data analysis with a statistical 

software “Stata”. For those who take this course, please prepare it by him/herself. 

Stata crop offers the short-term license at very affordable student prices. 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course is designed to introduce theories and measurements of inequality and poverty and discuss their applications. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Students will learn the following topics: poverty-growth-inequality relationships, Kuznets hypothesis, meaning of poverty and 

inequality, measures of poverty such as Head Count Ratio and Foster-Greer-Thorbecke Index, principles of inequality, Lorenz 

curves and Lorenz comparisons, Gini coefficient, coefficient of variation, generalized entropy class of measures (e.g. Theil 

indices) and their decomposition by population sub-groups for regional income inequality. This course then proceeds to connect 

poverty and inequality with development, development cooperation, trade, and new economic geography for more inclusive 

approach. Some STATA commands are introduced in computer workshops for further analyses and applications.   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Course Introduction: Relationship between Poverty, Growth, and Inequality 

2. Meaning and Implications of Poverty and Inequality 

3. Poverty and Development: Poverty Trap, Big Push, and Industrialization 

4. International Inequality and Development Cooperation: The Role of Official Development Assistance 

5. International Trade and Inequality: Unequal Distribution of Welfare Gains 

6. Economic Geography and Inequality: Core-Periphery and Spatial Divergence  

7. Measuring Poverty: Head Count Ratio, Poverty Gap, and Foster-Greer-Thorbecke (FGT) Index 

8. Measuring Inequality: Principles, Lorenz Curves, and Lorenz Comparisons 

9. Measuring Inequality: Gini Coefficient, Coefficient of Variation 

10. Measuring Inequality: Theil Indices and Their Decomposition by Sub-groups 

11. Computer Workshop 1 (WB Datasource, Theil Index) 

12. Computer Workshop 2 (STATA) 

13. Final test 

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） 

Intermediate microeconomics at an undergraduate level. Those who do not have this background can still take this course but it 

is his/her responsibility to catch up all the necessary materials.   

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Class participation(10%)/Assignments(30%)/Presentations(20%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

Class participation 10%, Presentation 20%, Assignments 30%, Midterm 40% 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. Ray, Debraj. 1998. Development Economics  . Princeton University Press (ISBN:0691017069) 

2. Basu, Kaushik. 2000. The Analytical Development Economics. The MIT Press (ISBN:0262024233) 

3. World Bank. 2009. World Development Report (2009) Reshaping Economic Geography . World Bank (ISBN:0821376071) 

4. Feenstra, Robert and Alan Taylor. 2019. International Economics. Worth Publishers (ISBN:1319292364) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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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） 
Economic Models and Their Applications 

担当者名 

（Instructor） 
片岡 光彦(KATAOKA MITSUHIKO) 

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 seven–week intensive course introduces several fundamental quantitative techniques and econometric models, essential 

for development planning and policy analysis in developing as well as developed economies. Topics covered in this course 

include the development planning process in Japan, the simple aggregate growth models, the multi-sector model (national and 

regional input-output models), non-parametric frontier analysis model (Data Envelopment Analysis).  

 

授業の内容（Course Contents） 

This course provide students with fundamental framework of the empirical economic analysis at the macro-level, sectoral-level, 

and the firm-level, associated with the process of development planning in Japan. The software applications such as MS-Excel, 

STATA, and DEAP running on MS Windows, will be used to conduct an economic analyses.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Course Introduction 

2. Economic Development and Planning in Japan  

3. Aggregate Growth Model 

4. Computer Workshop I 

5. Introduction to Matrix Algebra  

6. I-O Models and Analyses: Basic Assumptions and Formulation 

7. Accounting for Imports / Multiplier Analyses 

8. Computer Workshop II 

9. Inter-industrial Linkage Analysis and Sources of Economic Growth  

10. Computer Workshop III  

11. Mid-term Test 

12. Data Envelopment Analysis I 

13. Data Envelopment Analysis II 

14. Wrap-up session   

 

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

This course is designed for graduate students pursing the quantitative method for policy analysis. Several subjects are technical 

and requires the basic mathematical skill. Students are responsible for the lecture materials and the required readings.     

There will be a set of homework assignments. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Homework Assignments(30%)/Midterm Exam (in class, online, take-home type)(30%)/Research Paper(30%)/Class Participation 

(constructive)(10%) 

2020 年 4 月 22 日付変更[変更前]Midterm Test(35%) 、最終レポート(Final Report)(35%) 、Homework(20%) 、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) 

2. Zhu J., and W. Cook. 2013. Data Envelopment Analysis: Balanced Benchmarking. Lexington (ISBN:149297479X) 

3. Coelli T.J., R. Prasada, G. E. Battese. 2005. An introduction to efficiency and productivity analysis 2nd edition. Kluwer 

Academic Publishers (ISBN:0387242651) 

4. Perkins et al. 2012.  Economics of Development 7th edition. W. W. Norton & Company (ISBN:0393114953) 

5. Leontief W.. 1986. Input-Output Economics 2nd edition. Oxford University Press. (ISBN:0195035259) 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Since this course is a graduate level course and several parts are very intensive and 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(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） 

2020 年 4 月 21 日付変更 

[変更前]春学期１ (Spring Semester 1) 月曜日(Mon) ２時限(Period 2) ～４時限(Period 

4) 

 

春学期１ (Spring Semester 1) 土曜日(Sat) ２時限～４時限(Period 4) 6404(Room) 

 

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 

 

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） 

Intensive Course/First class day is May 11(Mon) 
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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. 

 

10/3(Sat)3-5Periods, 10/5(Mon) 2-3Periods, 10/17(Sat) 3-4Periods, 10/19(Mon) 2-

3Periods, 10/26(Mon) 2-3Periods, 11/7(Sat) 3-5Periods 

 

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).) 

 

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２(Fall 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） 

講義では統計ソフト「Stata」 を利用します。履修者は各自で用意してください。 

This course introduces students to the practice of data analysis with a statistical 

software “Stata”. For those who take this course, please prepare it by him/herself. 

Stata crop offers the short-term license at very affordable student prices. 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This 7-week 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  and regional economics, due to time constraints. This course also delivers the 

computer workshop of Stata, a widely used statistical software, 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 I 

9. Interregional income/unemployment inequality: Measurement and determinants 

10. Computer workshop II 

11. Mid-term test  

12. Interregional income inequality: Spatial data analysis   

13. Computer workshop III 

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） 

It is important to complete the assigned readings prior to each class session. Weekly or bi-weekly homework sets are assigned.   

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Class participation(10%)/Homework assignment(30%)/Mid-term test(30%)/最終レポート(Final Report)(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.  

The Stata workshops is set with homework assignments, I recommend students to buy or have access to Stata. Stata crop 

offers the 6-month license at very reasonable price for students.      

 

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 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

To present a picture of how theory relates to the problems, reviewing its development 

process and fundamental policy issues in the 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 

student's analytical frameworks for the master’s thesis. 

 

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 

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 must read the designated textbook chapters and other reading materials prior to each class session.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Class participation and discussion(20%)/Mid-term test(40%)/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. Ito T.. 1991. The Japanese Economy. The MIT Press (ISBN:0262090295) 

4. Mosk C.. 2007. Japanese Economic Development: Markets, Norms, Structures. Routledge (ISBN:0415771587) 

Other reading materials are provided during the class session.  

 

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. Nakamura T.. 1995. The Postwar Japanese Economy  Second edition. University of Tokyo Press (ISBN:0860085147) 

3. Yoshihara K.. 1979. Japanese Economic Development: A Short Introduction . Oxford University Press (ISBN:0195839595) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

The students without training of intermediate level of economics are required to read the corresponding textbook chapters and 

other assigned readings critically. 

 

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 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

To develop the students’ analytical skills necessary for the master desertions, studying 

the fundamental theories of 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. Absolute and conditional Convergence  

5. Endogenous growth model 

6. Computer workshop I 

7. Poverty, inequality, and development (1) 

8. Poverty, inequality, and development (2) 

9. Computer workshop II  

10. Mid-term test  

11. Population growth  

12. Rural-urban migration and urbanization  

13. Market versus control 

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） 

It is important to complete the designated textbook chapters and other reading materials prior to each class session.  

This course applies micro- and macroeconomic analysis to the economic growth and fundamental policy issues in the 

developing economies. The students without training of intermediate level of economics are strongly encouraged to the 

corresponding textbook chapters as well as to review the intermediate level of economics in advance. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Class participation and discussion(10%)/Homework Assignment(30%)/Mid-term exam(30%)/Final Research assignment(30%) 

2020 年 4 月 22 日付変更[変更前]Class participation and discussion(10%) 、Homework Assignment (20%) 、Mid-term 

test(35%) 、Research assignment(35%)/5 月 30 日[変更後]記載訂正（掲示内容との一致） 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Todaro Michael P. and Smith Stephen. 2014. Economic Development   12th edition. Pearson (ISBN:1292002972) 

2. Dwight P. et al.. 2012. Economics of Development  Seventh edition. W. W. Norton & Company (ISBN:0393114953) 

 

参考文献（Readings） 

1. Ray D.. 1988. Development Economics First edition. 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) 
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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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■KT481 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
KT481／Asian Economic Development 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Rethinking colonial modernity 

担当者名 

（Instructor） 
安部 竜一郎(ABE RYUICHIRO) 

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） 

While exploring Japan's colonial expansion in the early stage of constructing "nation state", a series of "colonial modernity" 

studies which focus on both colonial Korea and other south eastern nations including Indonesia.will be examined. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Lectures will be streamed on live between 13:25 and 15:05 every Thursday.  The first fifth to seventh lectures will be given to 

focus on the era of Japan's colonial expansion which had started swallowing Hokkaido.  Then, each student is requested to 

choose one of texts on "colonial modernity" studies, and make a presentation to elaborate it. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Orientation: Theme, objective, schedule and evaluation. 

2. A brief overview of Japan's history: Pre-modern era. 

3. Meiji Restoration: Building a nation state. 

4. Assimilating Ainu Moshiri and Ryukyu: Twisted starting points of Japan's imperial regime. 

5. Expansionism and aggression:  Assimilating Taiwan and Korea for state's capital accumulation. 

6. Embracing defeat: Manchuria as a land of hope. 

7. During the Allied Occupation:  Colonial modernization in Japan. 

8. Text reading: Hyunjung Lee & Younghan Cho, Introduction: Colonial Modernity and Beyond in East Asian Contexts, 

Cultural Studies, 26:5. 

9. Text reading: E. Taylor Atkins, "Colonial Modernity." In Michael Seth, ed. Routledge Handbook of Modern Korean History. 

London: Routledge, 2016. 124-140. 

10. Text reading: Tani E. Barlow, In troduction on "Colonial Modernity", Tani E Barlow(ed.). Formations of Colonial Modernity 

in East Asia, 1997. 

11. Text reading: Ann-Elise Lewallen, Ainu Women and Indigenous Modernity in Settler Colonial Japan, The Asia-Pacific 

Journal | Japan Focus, Vol.15 Issue 18, Number 2, 2017 

12. Text reading: A. Achdian, Colonial modernity, Indonesian nationalism, and urban 

governance: The making of a colonial city, Surabaya (ca. 1890–1942), Cultural Dynamics in a Globalized World, Budianta et 

al. (Eds),  2018 

13. Rethinking colonial modernity(1)： How we failed to develop our own modernization ? 

14. Rethinking colonial modernity(2): Class struggle or social milieu ? 

 

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

Students are required to prepare presentations both on texts and their own studies. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/Participation(30%)/Oral Assessment（Presentation）(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Tani E. Barlow(ed.). 1997. Formations of Colonial Modernity in East Asia. Duke University Press (ISBN:978-0-8223-9911-7) 

2. Gi-Wook Shin Michael Robinson(ed.). 1999. Colonial Modernity in Korea. Harvard University Asia Center (ISBN:0-674- 00594-

5) 

3. Michael J. Seth. 2016. Handbook of Modern Korean History. Routledge (ISBN:9781315816722) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■KT501 

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） 

Students are expected to have knowledge of Applied Econometrics(as KT231). 

 

In this class it is compulsory to use the statistical software, Stata. For those who take 

this course, please prepare it by him/herself. Stata crop offers the short-term license 

at very affordable student prices. 

 

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. Instrumental variables estimation (I) 

3. Instrumental variables estimation (II) 

4. Difference-in-differences analysis (I) 

5. Difference-in-differences analysis (II) 

6. Panel data analysis: first-differenced estimation 

7. Panel data analysis: fixed effects estimation 

8. Panel data analysis: random effect estimation 

9. Binary response: linear probability model 

10. Binary response: latent variable framework 

11. Binary response: Logit and Probit models (I) 

12. Binary response: Logit and Probit models (II) 

13. Corner solution response: Tobit model (I) 

14. Corner solution response: Tobit model (II) 

 

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） 

最終テスト(Final Test)(40%)/最終レポート(Final Report)(30%)/Assignments(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Jeffrey M. Wooldridge. 2019. Introductory Econometrics: A Modern Approach. CENGALE Learning (ISBN:978-1337558860) 

2. A. Colin Cameron and Pravin K. Trivedi. 2010. Microeconometrics Using Stata. Stata Press (ISBN:978-1-59718-073-3) 

 

参考文献（Readings） 

1. Jeffrey M. Wooldridge. 2001. Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data. 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） 
International Trade: Theories and Policies 

担当者名 

（Instructor） 
オー，Ｊ.(OH JINHWAN) 

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） 
MIB6211 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course is designed to introduce theories of international trade and discuss their policy applications. 

 

授業の内容（Course Contents） 

SWhy do nations trade? What determines the pattern of trade? Who gains from trade? This course first investigates the reasons 

and determinants of trade using well-established theories in the field. Even though most of these theories assume free trade 

environments, there are a variety of restrictions in the real world. Some people say that these restrictions ought to be lifted, 

but other people argue the opposite. In this normative perspective, this course examines policies that intend to promote or 

regulate international trade. Finally, current international trade agreements (bilateral and multilateral) and trade-related 

organizations, particularly the WTO, will be reviewed. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Course Introduction: Trade in the Global Economy 

2. Trade and Technology: The Ricardian Model 

3. Gains and Losses from Trade: The Specific Factors Model 

4. Trade and Resources: The Hecksher-Ohlin Model 

5. Midterm Exam 

6. Movement of Labor and Capital between Countries 

7. Increasing Returns and Monopolistic Competition: The New Trade Theory 

8. Offshoring of Goods and Services 

9. Trade Policy: Import Tariffs and Quotas 

10. Trade Policy: Export Subsidy and Strategic Interactions 

11. International Agreements and WTO 

12. Debates on Trade 

13. Macro-topics of International Trade 

14. Final Exam 

 

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

Intermediate microeconomics at an undergraduate level.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(35%)/Class participation(10%)/In-class quizzes(20%)/Midterm test(35%) 

Class participation 10%, In-class quizzes 20%, Midterm 35%, Final exam 35% 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Feenstra, Robert and Taylor, Alan. 2014. International Trade. 4th Edition. Worth Publishers (ISBN:1319061737) 

Earlier Editions are accepted; A textbook, titled International Economics, written by the same authors are also accepted. 

 

参考文献（Readings） 

1. Ray, Debraj. 1998. Development Economics  . Princeton University Press (ISBN:0691017069) 

2. Basu, Kaushik. 2000. The Analytical Development Economics. The MIT Press (ISBN:0262024233) 

3. World Bank. 2009. World Development Report (2009) Reshaping Economic Geography . World Bank (ISBN:0821376071) 

4. Feenstra, Robert and Alan Taylor. 2019. International Economics. Worth Publishers (ISBN:1319292364) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

■KT601 
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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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■KT641 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
その他／Advanced Seminar5 

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） 

 

 

  



 - 258 - 

■KT651 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
その他／Advanced Seminar6 

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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■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） 

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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■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） 

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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■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） 

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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■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） 

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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■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） 

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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■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） 

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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■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） 

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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■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） 

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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■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） 

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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■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） 

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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■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） 

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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■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） 

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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■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） 

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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■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） 

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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■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） 

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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■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） 

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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■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） 

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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■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） 

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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■QM128 

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） 
知識創造理論，経営戦略論，組織行動論，リーダーシップ論，イノベーション論 

担当者名 

（Instructor） 
西原 文乃(NISHIHARA AYANO) 

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） 

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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■QM129 

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） 
リーダーシップ開発論，人材開発論 

担当者名 

（Instructor） 
舘野 泰一(TATENO YOSHIKAZU) 

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） 

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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■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） 

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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■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） 

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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■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） 

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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■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） 

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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■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） 

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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■QM158 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導 

(Seminar) 

担当者名 

（Instructor） 
尾﨑 俊哉(OZAKI TOSHIYA) 

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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■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） 

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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■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） 

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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■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） 

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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■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） 

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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■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） 

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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■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） 

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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■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） 

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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■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） 

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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■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） 

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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■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） 

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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■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） 

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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■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） 

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） 

 

 

  



 - 297 - 

■QM178 

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） 
知識創造理論，経営戦略論，組織行動論，リーダーシップ論，イノベーション論 

担当者名 

（Instructor） 
西原 文乃(NISHIHARA AYANO) 

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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■QM179 

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） 
リーダーシップ開発論，人材開発論 

担当者名 

（Instructor） 
舘野 泰一(TATENO YOSHIKAZU) 

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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■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） 

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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■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） 

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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■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） 

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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■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） 

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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■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） 

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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■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） 

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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■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） 

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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■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） 

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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■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） 

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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■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） 

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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■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） 

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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■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） 

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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■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） 

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） 

 

 

  



 - 312 - 

■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） 

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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■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） 

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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■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） 

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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■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） 

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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■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） 

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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■QM228 

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） 
知識創造理論，経営戦略論，組織行動論，リーダーシップ論，イノベーション論 

担当者名 

（Instructor） 
西原 文乃(NISHIHARA AYANO) 

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） 

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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■QM229 

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） 
リーダーシップ開発論，人材開発論 

担当者名 

（Instructor） 
舘野 泰一(TATENO YOSHIKAZU) 

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） 

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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■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） 

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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■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） 

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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■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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■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） 

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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■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） 

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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■QM258 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究指導（副） 

(Seminar) 

担当者名 

（Instructor） 
尾﨑 俊哉(OZAKI TOSHIYA) 

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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■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） 

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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■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） 

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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■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） 

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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■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） 

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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■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） 

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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■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） 

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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■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） 

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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■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） 

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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■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） 

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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■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） 

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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■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） 

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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■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） 

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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■QM278 

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） 
知識創造理論，経営戦略論，組織行動論，リーダーシップ論，イノベーション論 

担当者名 

（Instructor） 
西原 文乃(NISHIHARA AYANO) 

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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■QM279 

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） 
リーダーシップ開発論，人材開発論 

担当者名 

（Instructor） 
舘野 泰一(TATENO YOSHIKAZU) 

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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■QM501 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／リサーチ・メソドロジーＡ 

(Research Methodology A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
社会科学における統計的分析手法の活用 

担当者名 

（Instructor） 
山口 和範(YAMAGUCHI KAZUNORI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会科学分野のアカデミック論文の執筆における統計的分析手法の活用法を身につけることを目的とする。単に統計的な手法を

学ぶのではなく、論文執筆のためにどう活用できるのか、研究計画を立てる段階から、完成までのプロセス全般で、考慮すべきこ

とを身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では、統計的な基礎的な概念から、統計的推測および多変量解析の各手法を学ぶ。講義に加え、受講者の研究分野に

関連する統計分析の実習も行う。実習においては、SPSSや R といった統計ソフトウェアを使用する。最終レポートでは、実証研

究の小論文を作成する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 学術研究における統計の役割 

2. SPSS と R 

3. 記述統計１ 

4. 記述統計２ 

5. 統計的推定１ 

6. 統計的推定２ 

7. 統計的検定１ 

8. 統計的検定２ 

9. 因果へのアプローチ１ 

10. 因果へのアプローチ２ 

11. 因子分析と SEM１ 

12. 因子分析と SEM２ 

13. まとめ１ 

14. まとめ２ 

 

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

実習に多くの時間が必要となるので、講義時間以外での時間確保が必要となる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/講義内課題(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

教科書は指定しない 

 

参考文献（Readings） 

随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 



 

  



 

 

 

 


