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授業の目標（Course Objectives） 

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

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

理論と代表的な問題を講義する。 

 

This compulsory course is an “introductory course” included in the curricula of the Department of Business as well as the 

Department of Global Business in the College of Business. This lecture series covers basic theory and representative issues in 

business management, with an emphasis on the 4 fields in the College of Business (management, marketing, accounting & 

finance, and communication). 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

戦略、経営組織、経営管理、経営財務などの諸理論の基礎を扱う。 

 講義にあたっては、経営に関する身近なトピックスや企業の具体的なケースを学びながら、経営学の代表的な理論を学習す

る。 

 なお、この講義は 4 人の担当教員により、オンラインで実施される。第 7 回と第 14 回は担当教員による質問の受付を教室にて

対面で実施する。 

 質問は、随時授業内と Blackboard の掲示板で受け付ける。回答は、個別に応答する場合と、次回講義冒頭などで回答する場

合がある。 

 

Students will study foundational subjects in business management to learn business administration. There will be an emphasis 

on the 4 fields in the College of Business (management, marketing, accounting & finance, and communication). This course will 

give students an understanding of basic business activities, and deal with several theories in fields such as business strategy, 

business organization, business administration, and business finance. Students will learn about familiar topics related to business 

management and conduct case studies of actual corporations in lectures while studying typical theories of business 

management. 

The lectures will be conducted online by four teachers.The 7th and 14th lectures will be conducted face-to-face in the 

classroom. 

Questions will be accepted in class and on the Blackboard bulletin board as needed.Some questions will be answered 

individually, while others will be answered at the beginning of the next lecture. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、企業の多面性 

2. 組織と契約 

3. 企業の目的、目的達成のための組織 

4. 企業資金の流れ 

5. 会社の種類、株式会社 

6. M＆A、組織結合、分離 

7. 講義への質問の受付と回答 

8. 経営者の役割、ドメイン 

9. 経営計画 

10. 競争戦略、多角化戦略 

11. 労働と組織の管理① 

12. 労働と組織の管理② 

13. 労働と組織の管理③ 

14. 講義への質問の受付と回答 



 

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

講義の指示に従って予習・復習を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

小テスト、レポートなどを担当教員別に行う(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

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

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 


