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『講義概要』の利用にあたって 
 
この冊子は、講義の内容や評価方法、テキストなどを紹介しています。履修科目

の決定や日頃の勉学に役立ててください。 
 
１．「平成２９年度開講科目表」について 
 

① 本年度の開講科目がどのコースに属しているかを表示しています。 
 

② コース別科目欄の「経営」は経営コース、「経・情」は経営情報コース、 
「国際」は国際ビジネスコース、「産・都」は産業・都市経営コース、 
「金・流」は金融・流通コース、「会計」は会計コースを表しています。 

 
２．履修登録注意事項 
 

① ビジネス・トピックス、ビジネス英語Ⅰ、ビジネス・コミュニケーションⅠ

については、過去に履修して合格した人は、同一科目を履修することはでき

ません。 
 

② 外書講読（英）は担当教員が異なれば重複して履修できます。 
 

③ 教職課程科目の＜教科に関する科目＞のうち「職業指導１・２」と＜教職に

関する科目＞の単位は、卒業単位として認定されません。 
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2011年
度以前
入学

2012年
度以降
入学

2011年
度以前
入学

2012年
度以降
入学

2011年
度以前
入学

2012年
度以降
入学

2011年
度以前
入学

2012年
度以降
入学

2011年
度以前
入学

2012年
度以降
入学

2011年
度以前
入学

2012年
度以降
入学

01 CABAS1101 会計基礎論（再履修） 向山 水/2

02 CABAS1101 会計基礎論 浅野 金/1

03 CABAS1102 経営学 中瀬 金/3

04 CAACC3303 会計学概論 石川・卜 月/1 ◎ ◎

05 CAFAD3312 商業概論 田村 水/2 ◎ ◎

06 CAIAU3307 産業概論 オムニバス 木/2 ◎ ◎

07 CAMAG3343 経営財務論 翟 月/2 ○ ○ ○ ○

08 CAINT3316 外国為替論 （西倉） 月/2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

09 CAFAD3342 流通システム論 小林 月/2 ○ ○ ○

10 CAMAG3331 人的資源管理論 下崎 月/3 ○ ○

11 CAFAD3330 マーケティング・リサーチ論 （川島） 月/4 ○ ○ ○ ○ ○

12 CAACC3339 会計情報システム論 中西 火/1 ○ ○ ○ ○

13 CAMAG3327 イノベーション・マネジメント 太田 火/2 ○ ○ ○ ○

14 CAACC3332 社会関連会計論 向山 火/2 ○ ○

15 CAACC3317 原価計算論 卜 水/1 ○ ○ ○ ○ ○ ○

16 CAMAG3338 経営管理論 吉村 水/1 ○ ○

17 CAINT3315 国際立地論 鈴木 木/1 ○ ○

18 CAIAU3306 工業論 富澤 木/1 ○ ○ ○ ○

19 CAFAD3316 取引システム論 （松尾） 木/1 ○ ○

20 CAFAD3332 卸売商業論 （加藤） 木/2 ○ ○ ○

21 CAINT3323 国際会計論 小形 木/2 ○ ○ ○ ○

22 CAINF3318 経営統計論 高田 木/3 ○ ○ 不可

23 CAFAD3303 金融政策論 清田 木/3 ○ ○ ○ ○ ○ ○

24 CAMAG3322 医療経営論 松村 木/4 ○ ○

25 CAINT3325 国際経営論 石井 木/4 ○ ○ ○ ○ ○ ○

26 CAIAU3302 環境政策論 除本 木/4 ○ ○

27 CAINF3305 情報処理演習 （竹岡） 金/1 ○ ○

28 CAACC3306 会計基礎論演習 大洲 金/2 ○ ○ 不可

29 CAIAU3316 地域経営論 本多 金/2 ○ ○

30 CAINF3316 統計方法論 藤井 金/3 ○ ○

31 CAIAU3318 観光論 （上田） 金/3 ○ ○

32 CAFAD3302 金融機関論 （森中） 金/4 ○ ○

33 CAINF3311 サプライチェーン・マネジメント論 （寺井） 集中 ○ ○

34 CAMAG3336 中小企業経営論 本多他 集中 ○ ○ ○ ○

35 CAACC3311 管理会計システム論 （林） 集中 ○ ○

　　　　　＊　金融・流通コースは、サブコースの概論が異なり、それぞれの概論がコース必修科目になります。

可

可

※　担当者の(　 )は非常勤講師です

不可

平成２９年度開講科目表

    [前期]　　No.1

概要
番号

開講科目 担当者

商学部    コース別科目

開講
時限

学部共通必修科目 不可

他学部
履修

経営 経・情

可

科目No. 国際 産・都 金・流＊ 会計
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2011年
度以前
入学

2012年
度以降
入学

2011年
度以前
入学

2012年
度以降
入学

2011年
度以前
入学

2012年
度以降
入学

2011年
度以前
入学

2012年
度以降
入学

2011年
度以前
入学

2012年
度以降
入学

2011年
度以前
入学

2012年
度以降
入学

36 外書講読（英） 藤木 月/4

37 外書講読（英） 青山 火/3

38 外書講読（英） 田野 火/3

39 外書講読（英） 湯川 水/1

40 外書講読（英） 高木 金/1

火/3

火/4

火/4

金/2

43 CAENG3306 ビジネス・トピックス （中矢） 金/3

※1 CASEM2202 プロジェクト・ゼミナール 鈴木 金/2 不可

44 KCBUE4401 商業科教育法Ⅰ （木口） 水/3

45 KCOCU4401 職業指導１ （船越） 木/4

　　　　　※１～３の科目は、ポータルサイト等で講義内容を掲載します。

CAENG3301

41

42

ビジネス英語Ⅰ （弓場）

ビジネス・コミュニケーションⅠ （Watkins）

CAENG3302

CAENG3304

平成２９年度開講科目表

    [前期]　　No.2

概要
番号

開講科目 担当者

商学部    コース別科目

開講
時限

経営 経・情 国際 産・都 金・流 会計科目No.

※　担当者の(　 )は非常勤講師です

他学部
履修

可

不可専門外国語科目

コース外の専門科目

教　職　科　目
※卒業単位に算入されません

2011年
度以前
入学

2012年
度以降
入学

2011年
度以前
入学

2012年
度以降
入学

2011年
度以前
入学

2012年
度以降
入学

2011年
度以前
入学

2012年
度以降
入学

2011年
度以前
入学

2012年
度以降
入学

2011年
度以前
入学

2012年
度以降
入学

01 CABAS1101 会計基礎論（再履修） 向山 水/2

02 CABAS1101 会計基礎論 浅野 金/1

03 CABAS1102 経営学 中瀬 金/3

04 CAACC3303 会計学概論 石川・卜 月/1 ◎ ◎

05 CAFAD3312 商業概論 田村 水/2 ◎ ◎

06 CAIAU3307 産業概論 オムニバス 木/2 ◎ ◎

07 CAMAG3343 経営財務論 翟 月/2 ○ ○ ○ ○

08 CAINT3316 外国為替論 （西倉） 月/2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

09 CAFAD3342 流通システム論 小林 月/2 ○ ○ ○

10 CAMAG3331 人的資源管理論 下崎 月/3 ○ ○

11 CAFAD3330 マーケティング・リサーチ論 （川島） 月/4 ○ ○ ○ ○ ○

12 CAACC3339 会計情報システム論 中西 火/1 ○ ○ ○ ○

13 CAMAG3327 イノベーション・マネジメント 太田 火/2 ○ ○ ○ ○

14 CAACC3332 社会関連会計論 向山 火/2 ○ ○

15 CAACC3317 原価計算論 卜 水/1 ○ ○ ○ ○ ○ ○

16 CAMAG3338 経営管理論 吉村 水/1 ○ ○

17 CAINT3315 国際立地論 鈴木 木/1 ○ ○

18 CAIAU3306 工業論 富澤 木/1 ○ ○ ○ ○

19 CAFAD3316 取引システム論 （松尾） 木/1 ○ ○

20 CAFAD3332 卸売商業論 （加藤） 木/2 ○ ○ ○

21 CAINT3323 国際会計論 小形 木/2 ○ ○ ○ ○

22 CAINF3318 経営統計論 高田 木/3 ○ ○ 不可

23 CAFAD3303 金融政策論 清田 木/3 ○ ○ ○ ○ ○ ○

24 CAMAG3322 医療経営論 松村 木/4 ○ ○

25 CAINT3325 国際経営論 石井 木/4 ○ ○ ○ ○ ○ ○

26 CAIAU3302 環境政策論 除本 木/4 ○ ○

27 CAINF3305 情報処理演習 （竹岡） 金/1 ○ ○

28 CAACC3306 会計基礎論演習 大洲 金/2 ○ ○ 不可

29 CAIAU3316 地域経営論 本多 金/2 ○ ○

30 CAINF3316 統計方法論 藤井 金/3 ○ ○

31 CAIAU3318 観光論 （上田） 金/3 ○ ○

32 CAFAD3302 金融機関論 （森中） 金/4 ○ ○

33 CAINF3311 サプライチェーン・マネジメント論 （寺井） 集中 ○ ○

34 CAMAG3336 中小企業経営論 本多他 集中 ○ ○ ○ ○

35 CAACC3311 管理会計システム論 （林） 集中 ○ ○

　　　　　＊　金融・流通コースは、サブコースの概論が異なり、それぞれの概論がコース必修科目になります。

可

可

※　担当者の(　 )は非常勤講師です

不可

平成２９年度開講科目表

    [前期]　　No.1

概要
番号

開講科目 担当者

商学部    コース別科目

開講
時限

学部共通必修科目 不可

他学部
履修

経営 経・情

可

科目No. 国際 産・都 金・流＊ 会計
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2011年
度以前
入学

2012年
度以降
入学

2011年
度以前
入学

2012年
度以降
入学

2011年
度以前
入学

2012年
度以降
入学

2011年
度以前
入学

2012年
度以降
入学

2011年
度以前
入学

2012年
度以降
入学

2011年
度以前
入学

2012年
度以降
入学

46 CABAS1103 経済学 高橋 木/2 不可

47 CAFAD3301 金融概論 青山 火/3 ◎ ◎

48 CAINF3301 経営情報概論 オムニバス 水/1 ◎ ◎

49 CAMAG3302 企業経営概論 オムニバス 木/1 ◎ ◎

50 CAINT3301 国際ビジネス概論 オムニバス 金/2 ◎ ◎

51 CAACC3340 企業評価論 石川 月/1 ○ ○ ○ ○ ○ ○

52 CAACC3305 会計監査論 （オムニバス） 月/2 ○ ○

53 CAFAD3334 交通論 湯川 月/3 ○ ○ ○ ○

54 CAIAU3309 比較産業論 藤木 月/3 ○ ○

55 CAFAD3340 証券分析論 宮川 月/4 ○ ○ ○ ○ ○

56 CAIAU3328 日本産業論 田野 火/2 ○ ○ ○ ○

57 CAMAG3335 現代生産システム論 （坂本） 火/3 ○ ○ ○ ○ ○

58 CAACC3336 管理会計論 卜 水/1 ○ ○ ○ ○

59 CAIAU3331 情報産業論 （西岡） 水/2 ○ ○ ○ ○

60 CAFAD3321 マーケティング経済論 田村 水/2 ○ ○

61 CAFAD3320 国債管理論 （中島） 水/4 ○ ○

62 CAIAU3326 産業立地論 鈴木 木/1 ○ ○ ○ ○

63 CAMAG3329 経営戦略論 山田 木/2 ○ ○

64 CAIAU3305 技術論 田口 木/2 ○ ○ ○ ○

65 CAACC3334 中級簿記 （小田） 木/3 ○ ○

66 CAINF3313 データ分析論 高田 木/3 ○ ○

67 CAINT3311 貿易論 高橋 木/4 ○ ○

68 CAMAG3319 非営利組織経営論 （狩俣） 木/4 ○

69 CAMAG3320 マネジメント実践 下崎 木/5 ○ ○ ○ ○

70 CAACC3341 ディスクロージャー論 浅野 金/1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

71 CAMAG3311 経営学原理 高木 金/2 ○ ○

72 CAIAU3319 地域産業政策論 本多他 金/2 ○ ○

73 CAINT3322 国際マーケティング論 （畠山） 金/3 ○ ○ ○ ○

74 CAIAU3330 産業統計論 藤井 金/3 ○ ○ ○ ○

75 CAMAG3314 公益事業論 中瀬 金/4 ○ ○

　　　　　＊　金融・流通コースは、サブコースの概論が異なり、それぞれの概論がコース必修科目になります。

※　担当者の(　 )は非常勤講師です

金・流＊ 会計

学部共通必修科目

不可

不可

可

可

科目No.

平成２９年度開講科目表

    [後期]　　No.1

概要
番号

開講科目 担当者

商学部    コース別科目

開講
時限

他学部
履修

経営 経・情 国際 産・都
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2011年
度以前
入学

2012年
度以降
入学

2011年
度以前
入学

2012年
度以降
入学

2011年
度以前
入学

2012年
度以降
入学

2011年
度以前
入学

2012年
度以降
入学

2011年
度以前
入学

2012年
度以降
入学

2011年
度以前
入学

2012年
度以降
入学

76 CAENG3301 外書講読（英） 吉村 水/1

77 CAENG3301 外書講読（英） 中西 水/2

78 CAENG3301 外書講読（英） 小形 木/3

79 CAENG3301 外書講読（英） 松村 木/4

80 CAENG3301 外書講読（英） 大洲 金/2

火/3

火/4

42 CAENG3304 ビジネス・コミュニケーションⅠ （Watkins） 火/4

43 CAENG3306 ビジネス・トピックス （中矢） 金/3

81 CABUS3308
経営のイノベーティブサステナ
ビリティ

オムニバス 火/1 可

82 CABUS3302 キャリアデザイン論 小林 月/4

83 CABUS3302 キャリアデザイン論 （石川） 火/2

84 CASEM2201 テーマ・ゼミナール 湯川 火/3

85 CASEM2201 テーマ・ゼミナール 中西 火/3

86 CASEM2201 テーマ・ゼミナール 田野 火/3

87 CASEM2201 テーマ・ゼミナール 青山 火/4

88 CASEM2201 テーマ・ゼミナール 藤木 火/4

89 CASEM2201 テーマ・ゼミナール 高木 金/1

90 CASEM2201 テーマ・ゼミナール 大洲 金/3

※2 CASEM2202 プロジェクト・ゼミナール 太田 木/5

※3 CASEM2202 プロジェクト・ゼミナール 山田 金/1

91 KCOCU4402 職業指導２ （船越） 木/4 可

　　　　　※１～３の科目は、ポータルサイト等で講義内容を掲載します。

※　担当者の(　 )は非常勤講師です

41

コース外の専門科目
不可

平成２９年度開講科目表

    [後期]　　No.2

概要
番号

開講科目 担当者

商学部    コース別科目

開講
時限

経営 経・情 国際 産・都 金・流

教　職　科　目
※卒業単位に算入されません

専門外国語科目 不可

科目No.

CAENG3302 ビジネス英語Ⅰ （弓場）

会計 他学部
履修

2011年
度以前
入学

2012年
度以降
入学

2011年
度以前
入学

2012年
度以降
入学

2011年
度以前
入学

2012年
度以降
入学

2011年
度以前
入学

2012年
度以降
入学

2011年
度以前
入学

2012年
度以降
入学

2011年
度以前
入学

2012年
度以降
入学

46 CABAS1103 経済学 高橋 木/2 不可

47 CAFAD3301 金融概論 青山 火/3 ◎ ◎

48 CAINF3301 経営情報概論 オムニバス 水/1 ◎ ◎

49 CAMAG3302 企業経営概論 オムニバス 木/1 ◎ ◎

50 CAINT3301 国際ビジネス概論 オムニバス 金/2 ◎ ◎

51 CAACC3340 企業評価論 石川 月/1 ○ ○ ○ ○ ○ ○

52 CAACC3305 会計監査論 （オムニバス） 月/2 ○ ○

53 CAFAD3334 交通論 湯川 月/3 ○ ○ ○ ○

54 CAIAU3309 比較産業論 藤木 月/3 ○ ○

55 CAFAD3340 証券分析論 宮川 月/4 ○ ○ ○ ○ ○

56 CAIAU3328 日本産業論 田野 火/2 ○ ○ ○ ○

57 CAMAG3335 現代生産システム論 （坂本） 火/3 ○ ○ ○ ○ ○

58 CAACC3336 管理会計論 卜 水/1 ○ ○ ○ ○

59 CAIAU3331 情報産業論 （西岡） 水/2 ○ ○ ○ ○

60 CAFAD3321 マーケティング経済論 田村 水/2 ○ ○

61 CAFAD3320 国債管理論 （中島） 水/4 ○ ○

62 CAIAU3326 産業立地論 鈴木 木/1 ○ ○ ○ ○

63 CAMAG3329 経営戦略論 山田 木/2 ○ ○

64 CAIAU3305 技術論 田口 木/2 ○ ○ ○ ○

65 CAACC3334 中級簿記 （小田） 木/3 ○ ○

66 CAINF3313 データ分析論 高田 木/3 ○ ○

67 CAINT3311 貿易論 高橋 木/4 ○ ○

68 CAMAG3319 非営利組織経営論 （狩俣） 木/4 ○

69 CAMAG3320 マネジメント実践 下崎 木/5 ○ ○ ○ ○

70 CAACC3341 ディスクロージャー論 浅野 金/1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

71 CAMAG3311 経営学原理 高木 金/2 ○ ○

72 CAIAU3319 地域産業政策論 本多他 金/2 ○ ○

73 CAINT3322 国際マーケティング論 （畠山） 金/3 ○ ○ ○ ○

74 CAIAU3330 産業統計論 藤井 金/3 ○ ○ ○ ○

75 CAMAG3314 公益事業論 中瀬 金/4 ○ ○

　　　　　＊　金融・流通コースは、サブコースの概論が異なり、それぞれの概論がコース必修科目になります。

※　担当者の(　 )は非常勤講師です

金・流＊ 会計

学部共通必修科目

不可

不可

可

可

科目No.

平成２９年度開講科目表

    [後期]　　No.1

概要
番号

開講科目 担当者

商学部    コース別科目

開講
時限

他学部
履修

経営 経・情 国際 産・都
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コース指定科目の科目名変更およびコース指定科目の廃止・追加について 
（2 年生以上対象） 

 
平成 29 年度前期より、下記の内容で科目名の変更および、科目の廃止・追加があります。履修する際

には注意してください。 
 

１．コース指定科目の科目名変更について 
 ※下記の科目については同一科目の扱いとなりますので、既に単位を修得している者は再度の履修は

できません。 
（例：平成 28（2016）年度前期に「マネジメント特講 3」の単位を修得している場合は、平成 29（2017）
年度前期の「医療経営論」は合格済科目となり履修不可） 

コース 科目名（変更前） 

 

科目名（変更後） 平成 29 年度開講 
経営 マネジメント特講 3 医療経営論 前期・木曜・4 限 

経営情報 情報論特講 6 
サプライチェーン 
・マネジメント論 

夏期集中 

産業・都市経営 
都市経営論特講 1 観光論 前期・金曜・3 限 
都市経営論特講 2 地域産業政策論 後期・金曜・2 限 

金融・流通 
証券市場論特講 2 取引システム論 前期・木曜・1 限 
証券市場論特講 6 国債管理論 後期・水曜・4 限 

会計 
財務会計論特講 2 会計監査論 後期・月曜・2 限 
管理会計論特講 2 管理会計システム論 夏期集中 

 
２．コース指定科目の廃止について 
 以下の科目は廃止となります。 

コース 科目名 
経営 企業システム特講 1～6／マネジメント特講 1・2・4・5・6 
経営情報 情報論特講 1～5・S 
国際ビジネス 国際ビジネス論特講 1～6 
産業・都市経営 産業論特講 1～6／都市経営論特講 3～6 
金融・流通 証券市場論特講 1・3・4・5／金融論特講 1～6／流通論特講 1～6 
会計 財務会計論特講 1・3～6／管理会計論特講 1・3～6 

 
３．コース指定科目の追加について 
 以下の科目は新たに追加され、平成 28 年度以前の入学生も卒業単位として算入されます。 

コース 科目名 平成 29 年度開講 
経営 

マネジメント実践 後期・木曜・5 限 
経営情報 
産業・都市経営 比較産業論 後期・月曜・3 限 

以上 
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平成２９年度学年暦 
学 年 開 始  ４月 １日（土） 
新入生ガイダンス  ４月 ３日（月） 
入 学 式  ４月 ５日（水） 
前 期 授 業 開 始  ４月１０日（月） 
振 替 授 業 日  ５月３０日（火）金曜日の授業実施   
創 立 記 念 日  ６月 １日（木）（通常通り授業実施） 
授業・試験期間  ７月２４日（月）～ ８月 ４日（金） 
夏 季 休 業  ８月 ５日（土）～ ９月１５日（金） 
研 修 期 間  ９月１６日（土）～ ９月３０日（土） 
後 期 授 業 開 始 １０月 ２日（月） 
振 替 授 業 日 １１月２１日（火）木曜日の授業実施   
振 替 授 業 日 １１月２２日（水）金曜日の授業実施   
冬 季 休 業 １２月２３日（土）～ １月 ７日（日） 
授業・試験期間  １月３０日（火）～ ２月１３日（火） 
振替授業・試験日  ２月１３日（火）月曜日の授業・試験実施   
研 修 期 間  ２月１４日（水）～ ３月１９日（月） 
春 季 休 業  ３月２０日（火）～ 

 
※振 替 授 業 日 ―― 各曜日に一定の授業回数を確保するため、授業回数が多い 

曜日に授業回数が少ない曜日の授業を行う。 
※研 修 期 間 ―― 集中講義や補講などが行われることがある。 
※授業・試験期間 ―― 定期試験や授業を行う。 
 

 
 近年、祝日の増加・変更や大学行事に伴う休講措置等により、１セメスターで授業・試験

にあてることのできる日数が減少しています。そこで、本学では振替授業（・試験）日を設

けるとともに、さらに回数が不足する場合は、休業期間や研修期間に授業・試験を実施する

場合があります。 
 
☆ 参 考 
 ・新入生歓迎祭開催に伴う休講 
    ４月２０日（木）５時限、２１日（金）３～５時限 
    ［歓迎祭開催日程：４月２０日（木）５時限、２１日（金）午後～２２日（土）］ 
 ・大学祭開催に伴う休講 
   １１月 １日（水）５時限、２日（木）全時限 
    ［大学祭開催日程：１１月２日（木）～１１月５日（日）］ 
 ・センター試験準備に伴う休講 
   平成３０年１月１２日（金）全時限（予定） 
    ［センター試験：１月１３日（土）・１４日（日）］ 

振替試験日及び試験期間について
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商学部専門科目 科目ナンバリングについて 
 

1-2 桁 
学部 

（商学部の学籍番号に対応） 
CA 

3-5 桁 科目の分野 

科目を基本的にコース指定に沿って 6 つの分野に分

ける。複数コースに指定されている科目については、最

も近いコースの分野に入れる（例えば、会計コースと経

営コースの両方に指定されている管理会計論は、会計分

野に入れる）。したがって、科目の指定コースと科目分

野は完全には一致しない。 

学部共通必修科目：BAS 

経営コース：MAG 

経営情報コース：INF 

国際ビジネスコース：INT 

産業・都市経営コース：IAU 

金融・流通コース：FAD 

会計コース：ACC 

演習科目（ゼミナール）：SEM 

専門外国語：ENG 

その他：BUS 

6 桁 学習段階 

プロゼミナール、学部共通必修科目：1 

テーマ・ゼミナール、プロジェクト・ゼミナール：2 

専門ゼミナール４、卒業論文、教職科目：4 

上記以外：3 

7 桁 対象学年または難易度 

プロゼミナール、学部共通必修科目：1 

テーマ・ゼミナール、プロジェクト・ゼミナール：2 

専門ゼミナール４、卒業論文、教職科目：4 

上記以外：3 

8-9 桁 一意性を保つための連番  
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学 部 講 義 概 要 





1 
会計基礎論（再履修） 

Basic Accounting 
向山 敦夫 

講義・半期・2単位 対象年次：2 年次以上（再履修者限定） 科目No.CABAS1101 

※「会計基礎論」の再履修者以外は履修できません。 
 
【科目の主題】 

 会計学の基礎である複式簿記について学びます。 

 

【授業の到達目標】 

 日商簿記検定３級レベルの基礎的範囲を理解する。 

 

【授業内容・授業計画】 

 ビジネスの言語ともいわれる複式簿記の知識習得は、ビジネスパーソンにとって不可欠です。この講義は商学部の

必修科目の一つです。将来公認会計士や税理士等の資格の取得を目指す人にとっては、その第一歩となる講義です。 

 

第1 回：ガイダンス・複式簿記の目的と機能 

第2 回：取引・仕訳・勘定記入 

第3 回：試算表と精算表（その１） 

第4 回：現金預金 

第5 回：商品売買 

第6 回：手形・有価証券 

第7 回：有形固定資産 

第8 回：その他の債権・債務 

第 9 回：試算表と精算表（その２） 

第10 回：決算整理（売上原価と貸倒引当金） 

第11 回：決算整理（減価償却） 

第12 回：決算整理（費用・収益の繰延べと見越し） 

第13 回：練習問題による実践練習① 

第14 回：練習問題による実践練習② 

第15 回：まとめ 

 

 

 日商簿記検定試験３級以上の資格取得者には別途加点をおこないますので（詳細は講義期間中に指示します）、希

望者は合格を目指してください。 

 現段階での理解度は受講生間で大きな差があると思いますが、簿記の仕組みを基礎からやり直したい人、簿記に対

して苦手意識のある人は毎回出席してください。ある程度理解ができている人は、わからないところを質問する形で講

義に参加して下さい。 

 なお、期末試験は日商簿記検定試験３級の試験形式・内容に準じておこないます。 

 

【事前・事後学習の内容】 

 簿記の知識は少しずつでもコツコツ磨いて行くのが近道です。講義で聴いた内容をわかった気にならず、自分の手

で復習することが大切です。 

 

【評価方法】 

 毎回ミニテストをおこない、提出して出欠を確認します。その提出状況および期末試験の成績で総合的に評価します。 

 

【受講生へのコメント】 

 初年度の「会計基礎論」は６月の検定試験をめざす授業計画でしたが、この講義では前期試験に合わせて講義を進

めていきます。現段階での理解度にもよりますが、基礎からやり直したい人は授業に欠かさず出席することを勧めます。

過去のデータもそれが近道であることを示しています。その際、テキスト・電卓を必ず持参して下さい。また、しっかり復

習して次の講義に臨んで下さい。 

 後期には、日商簿記検定試験２級（商業簿記）レベルの「中級簿記」が開講されます。さらなるスキルアップを目指し

て受講してください。 

 

【教材】 

 『検定簿記講義３級（商業簿記）』中央経済社 
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2 
会計基礎論 

Basic Accounting 
浅野 信博 

講義・半期・2単位 対象年次：1 年次 科目No.CABAS1101 

※再履修者は「会計基礎論（再履修）」を履修してください。 
 
【科目の主題】 

 本講義のテーマは、簿記及び会計学に対する関心を高めることである。 

 

【授業の到達目標】 

 講義の前半（第1 回から第8 回）では、日商簿記3 級合格レベルの簿記の能力を習得する。講義の後半（第9 回から

第14 回）では、簿記だけではなく、会計学について、利害調整機能及び情報提供機能の観点から理解する。 

 

【授業内容・授業計画】 

第1 回：貸借対照表と損益計算書 

第2 回：仕訳 

第3 回：勘定記入 

第4 回：試算表・精算表 

第5 回：当座預金・商品売買 

第6 回：有価証券・手形の処理  

第7 回：減価償却・貸倒引当金 

第8 回：収益の見越・繰延 

第 9 回：社会の中の会計 

第10 回：会計公準と会計基準 

第11 回：財務会計の利害調整機能 

第12 回：財務会計の情報提供機能 

第13 回：効率的市場と会計アノマリー 

第14 回：財務情報と非財務情報 

第15 回：利益マネジメントと会計発生高 

 

 

※ 日商簿記検定試験の資格取得者には、成績評価の際に合格した級に応じてプラス評価をおこないます。 

詳細は講義期間中に説明します。 

 

【事前・事後学習の内容】 

 事前学習として、ある特定の企業数社を選択してウェブサイトをじっくりと見てほしい。企業ごとにディスクロージャー

の水準および内容がまったく異なることに気づくと思う。事後学習としては、企業のディスクロージャーこそが企業価値

を左右する１つの決定因であることを認識したうえで、たとえば就職活動、証券投資、取引相手の選択などに役立てて

ほしい。 

 

【評価方法】 

 小テスト及び学期末試験で総合評価する。 

 

【受講生へのコメント】 

 企業においては、血液が「金」に、会計システムが「神経」に例えられるように、簿記・会計の知識は必要不可欠である。

商学部出身にもかかわらず、簿記・会計がわからない学生など絶対にありえない（薬学部で化学を、工学部で物理学を

勉強しない学生はいない）。経営系や経済系における他の学問を学ぶ際にも簿記・会計の知識は必須となる。簿記・会

計がまったくできない文系学生は、企業に入社できたとしても、自分のやりたい仕事もできないし昇進もおぼつかない

（語学や法律など、一部の特殊能力に秀でた学生は除く）。ましてや好条件での転職などありえない。プロは会計数値

を理解し、分析し、意思決定に利用する。ただひたすら騙されたと思って勉強すべし。きっと簿記・会計が好きになる。 

 

【教材】 

 田村威文・中條祐介・浅野信博 (2015) 『会計学の手法』中央経済社。 
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3 
経営学 

Management Theory 
中瀬 哲史 

講義・半期・2単位 対象年次：1 年次および再履修者 科目No.CABAS1102 

 
【科目の主題】 

 「経営学」とは何か，「経営学」の役割とは何か 

 

【授業の到達目標】 

 経営学と聞くと，皆さんはどのような学問だとお考えになるでしょうか。金儲けの学問，それとも企業に関係する多種

多様な関係者の利害を調整する組織づくりの学問，あるいは社会進歩につながるための学問…経営学がどのような学

問であるのかは，皆さんが皆さんなりに考えるべきものだろうと思います。というのは，この商学部での勉学には必要な

ことですし，卒業後にもその企業とは長い関係を有するだろうと考えるからです。経営学とは何か，は十人いれば十人

の考えが出てくるかもしれません。ただし，本授業の対象が企業または企業経営であることだけは変わりません。皆さ

んが本授業を通じて，おぼろげながらも企業とはこういうもの，経営学とはこういうものとの観点をもっていただけること

を目指したいと思います。 

 

【授業内容・授業計画】 

 株式会社とはどのような仕組みで，どのような戦略を立てて事業運営をしているのか，その際，どのようにしてお金，

人材（人財）を動かし，どのような技術に依拠して運営しているのか，を明らかにするように進めていきます。なお，可能

であれば，実際に事業をされている方をゲストスピーカーとしてお招きしてご講演いただこうと思います。 

 

第1 回：本授業のガイダンス 

第2 回：商学部での学びとは何か 

第3 回：株式会社のコーポレートガバナンスとは 

どのようなものか 

第4 回：多角化戦略と競争戦略 

第5 回：競争戦略の歴史的推移 

第6 回：人的資源管理とは何か 

第7 回：人的資源管理と経営学 

第 8 回：企業財務と株主価値創造 

第 9 回：生産システムとは何か 

第10 回：生産システムの歴史的推移 

第11 回：企業文化論と経営学 

第12 回：ベンチャービジネスとは何か 

第13 回：ベンチャービジネスの発展について 

第14 回：社会的企業論について 

第15 回：まとめ 

 

【事前・事後学習の内容】 

 事前学習：次回授業で扱うキーワードの事前提示とそれへの取り組み 

 事後学習：毎回の授業を踏まえた課題の提示とそれへの取り組み 

 

【評価方法】 

 出席，レポート，学期末の試験などからの総合評価 

 

【受講生へのコメント】 

 まずは，受講生の皆さんの周りにある「公益事業」に関心を寄せてください。そして，それら公益事業はどのように社

会と関係をもっているのか，その上でどのような事業運営がされているのかを考えてみてください。 

 

【教材】 

 石嶋芳臣・岡田行正（2011）『経営学の定点』同文館出版 

 サブテキスト：大阪市立大学商学部（2003）『ビジネス・エッセンシャルズ 1 経営』有斐閣、上林憲雄・奥林康司他

（2007）『経験から学ぶ経営学入門』有斐閣ブックス、加護野忠男・吉村典久（2012）『1 からの経営学』碩学舎，吉田和

夫・大橋昭一（2015）『最新・基本経営学用語辞典（改定版）』同文館出版など。 
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4 
会計学概論 

Introduction to Accounting 

石川 博行 
卜 志強 

講義・半期・2単位 対象年次：全年次 科目No.CAACC3303 

 
【科目の主題】 

 企業活動のグローバル化に伴い、会計もグローバル化の時代である。本講義では、財務会計と管理会計の両分野を

カバーし、多様な広がりを見せる会計学の全体像をとらえ直すとともに、それぞれの会計で現在話題になっているテ

ーマについて議論する。 

 

 

【授業の到達目標】 

 財務会計や管理会計が提供する会計情報から何がわかるのか、またどのように読み取ったらよいのかを理解できる

ようになることが、本講義の目標である。 

 

 

【授業内容・授業計画】 

 企業会計は、財務会計と管理会計に区分される。財務会計は、株主や債権者など企業外部の利害関係者に報告す

ることを目的としており、外部報告会計とも呼ばれる。一方、管理会計は、経営管理に役立つ資料を企業内部の経営者

に提供することを目的としており、内部報告会計ともいわれる。本講義の前半では財務会計のトピックスを、後半では管

理会計のトピックスを扱う。 

 

第1 回：ガイダンス 

第2 回：会計情報の役割（第1 章） 

第3 回：会計制度と社会（第2 章） 

第4 回：会計の仕組み（第3 章） 

第5 回：貸借対照表（第4 章） 

第6 回：損益計算書（第9 章） 

第7 回：儲かる仕組みの分析（第11 章） 

第8 回：中間テスト（財務会計） 

第 9 回：管理会計の意義と目的 

第10 回：原価計算 

第11 回：利益計画 

第12 回：予算管理 

第13 回：業績評価 

第14 回：設備投資意思決定 

第15 回：まとめ（管理会計） 

 

 

 

【事前・事後学習の内容】 

 テキストの事前予習と復習を心がけたい。 

 

 

【評価方法】 

 中間テストと期末テストを実施し、それらの総合点で評価する予定。 

 

 

【受講生へのコメント】 

 毎回、電卓を持参すること。 

 

 

【教材】 

 谷武幸・桜井久勝編著『１からの会計』中央経済社、2009 年（財務会計） 

 高梠真一編著『管理会計入門ゼミナール（改訂版）』創成社、2012 年（管理会計） 
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5 
商業概論 

Introduction to Marketing & Distribution Theory 
田村 晃二 

講義・半期・2単位 対象年次：全年次 科目No.CAFAD3312 

 
【科目の主題】 

 近年，わが国流通システムの変化，再編が加速しつつあることはご存知でしょう．けれど，ではなぜ，いかにしてこの

ような現象が起きるのか，について説明を求められるなら，一筋縄ではいかないはずです．それは説明の道具立てが

揃っていないからでしょう．そこで，この講義では，流通現象を説明するための道具立て，つまり基礎的な流通理論を

一通り学んでもらいます． 

 

【授業の到達目標】 

 初めて流通について学ぶ人を対象に，流通現象の面白さ，そしてそれを理論的に説明することの面白さを知っても

らうのが目標です． 

 

【授業内容・授業計画】 

 原則，テキストの内容に沿いながら，特に基礎的な理論（テキスト第Ⅰ部に相当）を丁寧に説明し，理解してもらいな

がら進めていきます．随所にできる限り具体的な事例を引き合いに出しながら進み，一歩ずつ，近年のより複雑な流通

現象にアプローチできるようになっていくことが期待されます． 

 ただし，途中，テキストには載っていない基礎理論の解説もおこないます． 

 

第1 回：オリエンテーション 

第2 回：経済における流通と商業の役割 

第3 回：商業における多段階市場形成機能 

第4 回：取引の計画性と商業組織編成 

第5 回：商業における品揃え形成過程 

第6 回：個別品揃え物と集積品揃え物 

第7 回：商業の社会性と売買の集中 

第8 回：小売業種分類と小売業態発展 

第 9 回：マーケティングと商業の対立 

第10 回：メーカーの流通チャネル介入 

第11 回：流通系列化によるチャネル統制 

第12 回：閉鎖的体系の限界 

第13 回：流通組織の新展開 

第14 回：投機型流通から延期型流通への転換 

第15 回：まとめ 

 

 

【事前・事後学習の内容】 

 毎回の受講後の復習，つまり，テキストの該当箇所を読み直し理解に努めることが必須となります．該当箇所につい

ては，こちらから指示します． 

 

【評価方法】 

 中間レポート（予定），および期末試験により評価します．ただし，レポートについてはボーナス評価対象であり，最終

評価のベースは期末試験です．なお，出席点等は一切ありません． 

 

【受講生へのコメント】 

 出席はとりませんし出席点はありませんので，わざわざ待ち合わせやおしゃべりに授業へ出ることはくれぐれもやめ

てください． 

 

【教材】 

 大阪市立大学商学部編『ビジネス・エッセンシャルズ⑤ 流通』（有斐閣）を使用します． 

 参考書については，適宜，指示します． 
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6 
産業概論 

Introduction to Industrial Problems 
オムニバス 

講義・半期・2単位 対象年次：全年次 科目No.CAIAU3307 

 
【科目の主題】 

 産業・都市経営コースの必修科目である産業概論は、産業論の基本的な考え方を教えるとともに、コースの中の講義

科目のいくつかを取り出してそのエッセンスを紹介する。コースの個々の提供科目がおおむねどのような方向を目指

しているのかを明らかにすることも副次的なねらいである。国や地域の経済社会はさまざまな産業活動によってダイナ

ミックに変化している。産業活動の分析を通して、経済社会の特徴や動向を考察し、経済社会の持続的な発展のため

の政策を提言することが「産業論」の基本的な課題であり、概論ではそうした課題の一端に触れつつ、政策的提起の前

提となる理論・知識の伝達を目標としている。 

 

【授業の到達目標】 

 産業論の基礎となる理論的または政策的な議論を理解し、適切な表現方法で説明することができるようになる水準で

ある。 

 

【授業内容・授業計画】 

 まず、産業の歴史について概説し、次に、産業を取り扱う基礎理論全般、産業構造論、産業連関論、企業の空間展開

を考慮した産業立地論などの中からいくつかの話題を紹介する。ついで、現代における産業政策の例として、交通、

技術、環境、地域などにかかわるものをとりあげ、それら個々の内的状況ならびに、それらと現代社会総体との関わり

について、多面的に論じる。 

 なお以下は内容の一例であり、実際にはこの中から、また現在話題のトピックスから取捨選択して講義する。 

 

第1 回：戦後日本産業の展開過程 

第2 回：産業の歴史と基礎理論 

第3 回：産業構造の基礎理論（概説） 

第4 回：産業構造の基礎理論（各論） 

第5 回：グローバル化と日本産業（概説） 

第6 回：グローバル化と日本産業（各論） 

第7 回：交通現象と交通政策 

第8 回：リスクと保険 

第 9 回：産業と技術（概説） 

第10 回：産業と技術（各論） 

第11 回：環境及び環境政策（概説） 

第12 回：環境及び環境政策（各論） 

第13 回：産業の空間展開と地域政策（概説） 

第14 回：産業の空間展開と地域政策（各論） 

第15 回：まとめ 

 

 

【事前・事後学習の内容】 

 事前に教科書は読んでおくこと。 

 事後に当該時間の講義内容のノートを見直し、書き漏らしがないか、自分の頭で整理し理解できているか、確認する

こと。 

 

【評価方法】 

 期末試験による。 

 

【受講生へのコメント】 

 この講義はオムニバス形式で提供され、講義概要は上記のごとくである。教科書以外の参考書等はその都度指示す

ることにする。 

 

【教材】 

 大阪市立大学商学部編『ビジネス・エッセンシャル 6 産業』有斐閣 
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7 
経営財務論 

Corporate Finance 
翟 林瑜 

講義・半期・2単位 対象年次：全年次 科目No.CAMAG3343 

 
【科目の主題】 

 企業はヒト（労務）、モノ（生産と販売）とカネ（財務）の管理で成り立っている。この講義はカネの管理を勉強することは

目的だが、一言カネといっても、その内容は多岐にわたっている。一つ目は、資金をどこに、どれだけ投資するかの問

題である。二つ目は、投資や生産に必要な資金をどこから、どういう形で調達するかの問題である。三つ目は、企業は

資本市場で投資家にどのように見られているかの問題である。この三つの問題、すなわち投資の問題、資金調達の問

題と企業評価の問題を勉強することは、本講義の主な目的である。 

 

 

【授業の到達目標】 

 証券アナリスト、公認会計士と FP などの専門職に必要な最低限の基礎知識、将来企業の財務管理に携わるための

基礎知識を身につけてもらうことを目標とする。 

 

 

【授業内容・授業計画】 

第1 回：ガイダンス―企業財務と資本市場― 

 Ⅰ 資本市場と証券投資 

第2 回：貨幣の時間価値（１） 

第3 回：貨幣の時間価値（２） 

第4 回：債券と株式の評価 

第5 回：株式のリターンとリスク 

 Ⅱ 企業の実物投資と財務政策 

第6 回：投資決定と資本コスト（１） 

第7 回：投資決定と資本コスト（２） 

第8 回：資金調達と資本構成 

第 9 回：配当政策と自社株買い 

 Ⅲ 企業価値評価とコーポレート・ガバナンス 

第10 回：企業価値評価と経営者報酬 

第11 回：エージェンシー理論 

第12 回：コーポレート・ガバナンス 

 Ⅳ 株式投資の理論と実践 

第13 回：投資、投機と行動ファイナンス 

第14 回：バリュー株投資とアノマリー 

第15 回：総括と質疑応答 

 

 

【事前・事後学習の内容】 

 講義内容の性格上、ある程度簡単な数学と論理的思考が必要である。講義はテキストの予習を前提にするので、講

義前にテキストを一通り読んでおくことが求められる。また、各回の授業内容に連続性があるため復習も必要である。 

 

 

【評価方法】 

 期末試験 

 

 

【受講生へのコメント】 

 本講義は、皆さんの将来の仕事と投資に役立てるよう、内容と講義方法が工夫されるので、積極的な参加を望む。出

席点は特に考慮しないが、期末試験では、出席率が 90%ならば 90 点、80%ならば 80 点、70%ならば 70 点、60%ならば

60 点が取れるよう、出席率と成績が概ね連動しているのが本講義のポリシーであり、これまでの経験則でもある。 

 

 

【教材】 

 花枝英樹 『企業財務入門』、白桃書房、最新版。 
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8 
外国為替論 

Foreign Exchange 
西倉 高明 

講義・半期・2単位 対象年次：全年次 科目No.CAINT3316 

 
【科目の主題】 

 金融と国際経済は国際金融における２つの大きな柱です。これら２つの柱を橋渡しするのが外国為替です。外国為

替がどのようにして２つの柱の橋渡しの役割江尾果たしているのかを、具体的な仕組みや事例に基づいて明らかにし

ます。 

 

 

【授業の到達目標】 

 国際決済制度としての外国為替制度の仕組みについて実務的要素を取り入れながら具体的に理解し、外国為替に

関する専門的知識を修得します。専門的知識を単なる知識にとどめず、現実の動きを敏感にキャッチする応用力を身

に付けます。 

 

 

【授業内容・授業計画】 

第1 回：国内決済の仕組み 

第2 回：国際決済の仕組み-銀行の役割- 

第3 回：外国為替とは 

第4 回：為替相場の種類と体系 

第5 回：為替リスクとは 

第6 回：為替リスク回避と外国為替市場 

第7 回：固定相場制と変動相場制 

第8 回：ドル本位制下の外国為替市場の構造 

第 9 回：為替相場決定論（１）購買力平価説 

第10 回：為替相場決定論（２）アセットアプローチ 

第11 回：為替相場決定論（３）金利平価説 

第12 回：外国為替とデリバティブ（１）通貨スワップ 

第13 回：外国為替とデリバティブ（２）通貨オプション 

第14 回：最近の円ドル相場の動き 

第15 回：まとめ 

 

 

【事前・事後学習の内容】 

 サブテキストの関連個所を指示しますから事前に読んで理解しておくこと。特に図については仕組みや理屈を考え

るうえで非常に役に立つので事前に十分理解しておくように。知識をあいまいなものとしないために、ノートを整理して

おくこと。 

 

 

【評価方法】 

 期末試験の成績によって評価します。 

 

 

【受講生へのコメント】 

 出席をとります。出席表に基づいてアトランダムに当てていきますから、当てられた人は間違ってもいいので連想ゲ

ームのつもりで必ず答えるように。 

 

 

【教材】 

 サブテキストとして以下２冊を利用します。 

 （１）川本明人(2012)『外国為替・国際金融入門』中央経済社 

 （２）中條誠一（2012）『現代の国際金融を学ぶ』勁草書房 
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9 
流通システム論 

Channel System Management 
小林 哲 

講義・半期・2単位 対象年次：全年次 科目No.CAFAD3342 

 
【科目の主題】 

 製造業者にとって、自らの顧客との間に介在する流通業者とどのような関係を構築するかは、古くからマーケティング

の大きな課題だった。マーケティングでは、この種の活動を「チャネル政策」と呼んでいるが、本授業では、このチャネ

ル政策に焦点をあて、その基本的考え方や今日的課題について考察する。 

 

【授業の到達目標】 

 本授業では、マーケティングにおける製造業者と流通業者との関係を通して、流通およびマーケティング、組織間関

係に関する理論と実務を理解することを目的とする。 

 

【授業内容・授業計画】 

 本授業は、大きく 3 つの内容から構成されている。第１部は、製造業者がチャネル問題を認識するに至った経緯を、

マーケティング理論に基づき考察する。第2 部は、チャネルの制御方法に関して、パワー=コンフリクト論および日本に

固有なチャネル管理方法である「系列チャネル」に焦点をあてて考察する。そして、第 3 部では、昨今の流通業者の台

頭という構造変化の中で、製造業者のチャネル政策のあるべき姿に関して考察する。 

 

第1 回：本講義の分析視点 

第2 回：製造業者の市場認識 

第3 回：流通活動内部化の条件 

第4 回：問屋無用論の意味 

第5 回：流通業者の操作方法 

第6 回：チャネル・コンフリクト 

第7 回：チャネル・パワー 

第8 回：系列チャネルの構築 

第 9 回：系列チャネルの限界 

第10 回：流通の再編 

第11 回：流通業者主導型チャネルの台頭 

第12 回：製造業者の対応 

第13 回：チャネル概念の拡張 

第14 回：顧客接点のマネジメント 

第15 回：まとめ 

 

 

【事前・事後学習の内容】 

 事前学習は特に求めないが、事後学習を通して授業内容をまとめ、理解を深めるとともに、不明な点等があれば、参

考書等を用いて確認することを求める。 

 

【評価方法】 

 学期末に論文形式の試験を課す。授業内容の理解は当然のことだが、受講者の自由な発想、論理展開も重視する。 

 

【受講生へのコメント】 

 本授業は、マーケティングのチャネル政策における製造業者と流通業者との関係をテーマとしているが、社会にお

ける人間関係という視点から授業を聞いてみるのも面白い。なお、本授業は、マーケティング管理論および商業概論

の上級科目に位置づけられるが、この分野を初めて学ぶ人も理解できるよう配慮する。 

 

【教材】 

 テキストは使用しないが、授業全般に関わるものとして、以下のものを参考書としてあげておく。 

 ・ 小林哲・南知惠子『流通・営業戦略－現代のマーケティング戦略③ 』有斐閣, 2004 年 

 ・ 大阪市立大学商学部編『ビジネス・エッセンシャルズ⑤ 流通』有斐閣, 2002 年 

 ・ V・カストゥーリ・ランガン『流通チャネルの転換戦略』ダイヤモンド社, 2013 年 
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10 
人的資源管理論 

Human Resources Management 
下﨑 千代子 

講義・半期・2単位 対象年次：全年次 科目No.CAMAG3331 

 
【科目の主題】 

 この講義においては、最近の企業の人的資源管理の変化について学習する。とくに、戦後構築された終身雇用・年

功制・企業内組合からなる画一的な日本的人事システムから多様な就労形態を前提としたダイバーシティマネジメント

へと変化しつつある実態を講義する。 

 

【授業の到達目標】 

 日本において働き方の多様性を展開する必要性を理解し、企業さらには社会の活性化へと導く新たな人的資源管理

の施策等を参考にしながら、日本の人的資源管理の方向について考える力を養うことを目的としている。また、企業の

環境条件の中で、少子化の進展による労働力人口の減少に対する対策が急務とされている。そのためには、ワークラ

イフバランスを可能とする多様で柔軟な働き方の創出が不可欠である。働き方改革が目指されている今日、日本社会

に適した改革とは何かを考える。 

 

【授業内容・授業計画】 

 ・この講義は、講義形式が中心である。 

 ・具体的な統計資料をできるだけ活用する。 

 ・企業の事例を紹介し、最新のマネジメントの動向を習得する。 

 ・実例や統計データは、インターネット等を活用して、学生各自での収集も宿題として課す。 

 ・社会、企業、労働者それぞれに win-win な方法を探求する力を養う。 

 ・必要に応じて、課題を決めてレポート提出を求める。小テストも実施することがある。 

 ・受講者数によって、講義の形式は変更することがある。講義の順番も変更することがある。 

 

第1 回：いわゆる日本的経営について 

第2 回：少子化社会と就業人口の特徴 

第3 回：多様な働き方の４パターン 

第4 回：就労者の多様化と女性活躍 

第5 回：就労者の多様化と高齢者活躍 

第6 回：就労者の多様化と若年層育成 

第7 回：雇用形態の多様化と雇用流動化 

第8 回：勤務形態の多様化と時間と場所の柔軟性 

第 9 回：テレワークの歴史的経緯と社会的役割 

第10 回：ワークライフバランス施策について 

第11 回：ダイバーシティマネジメント 

第12 回：働き方改革の目指すもの 

第13 回：我々は労働に何を求めるのか 

第14 回：職場におけるモチベーション 

第15 回：まとめ 

 

【事前・事後学習の内容】 

 事前学習 ４つの働き方の多様性について、学生自らがデータや資料を検索して、その実態を調べる課題を必要に

応じて課す。 

 事後学習 事前学習と講義を受講した後、４つの働き方の多様化について考える力がついたかどうか小テストを課す。 

 

【評価方法】 

 学期末試験50%程度    小テスト・課題50%程度 

 受講者数によって、評価の方法を変更します。変更については、講義中、連絡します。 

 

【受講生へのコメント】 

 働き方、動機づけ等々、ヒトについて関心のある学生が望ましい。 

 最初の講義で、講義の進め方、評価方法は具体的に説明します。 

 

【教材】 

 『データブック国際労働比較（２０１６版）』独立行政法人労働政策研究・研修機構 

 (参考文献)下﨑千代子・小島敏宏編著『少子化時代の多様で柔軟な働き方の創出』学文社 

 その他、適宜、資料を配布する。 
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11 
マーケティング・リサーチ論 

Marketing Research 
川島 隆志 

講義・半期・2単位 対象年次：全年次 科目No.CAFAD3330 

 
【科目の主題】 

 マーケティングのスタートは市場（お客様）を知ることからです。そしてその市場は、かつてないほどのスピードで変

化しています。その変化に遅れを取らないためには、英知をもってリサーチを用心深く利用することがますます重要に

なっています。リサーチ結果は、商品開発やコミュニケーション戦略などを設計するために活用されます。 

 

【授業の到達目標】 

 マーケティング・リサーチの結果が偏っていたり、間違っていたりしては、企業の存続そのものを脅かすことにもなりま

す。本講義では、間違った情報で意思決定をしないようにするため、マーケティング・リサーチの基本を学んでいただ

きます。 

 

【授業内容・授業計画】 

 本講義では、マーケティング・リサーチの現場にいる講師の実務的視点から、その理論および技術を学んでいただ

きます。その際、できるだけ実例を紹介し実感をもって理解していただくようにいたします。 

 実例として「ライフスタイル調査からみる現代の幸せ観」「新商品開発のための調査」「顧客満足度調査」などを紹介い

たします。 

 

第1 回：イントロダクション（リサーチ会社紹介） 

第2 回：調査事例の紹介（満足調査） 

第3 回：リサーチ課題の定義とアプローチの展開 

第4 回：探索的リサーチの設計 

第5 回：記述リサーチの設計 質問法と観察法 

第6 回：因果的リサーチの設計 実験法 

第7 回：測定と尺度化 相対尺度 

第8 回：測定と尺度化 絶対尺度 

第 9 回：調査票と観察フォームの設計 

第10 回：標本抽出 

第11回：フィールド･ワーク（実査作業）･データの作成 

第12 回：リサーチ事例① 

第13 回：リサーチ事例② 

第14 回：リサーチ事例③ 

第15 回：まとめ 

 

 

【事前・事後学習の内容】 

 事前学習：シラバスを確認の上、配布資料の確認と専門用語の下調べ（90 分） 

 事後学習：レジュメについて復習および課題のためのリサーチ（90 分） 

 

【評価方法】 

 期末にテストを実施する。 

 また、宿題としてレポートを課す。 

 

【受講生へのコメント】 

 マーケティング・リサーチの理論や技術を学ぶだけではなく、このことを通じて、世の中の動きをどのように捉えてヒッ

ト商品を創っていくのかなど、皆さんが社会に出たときに必要となる「もの事の見方」をも提供したいと考えております。 

 

【教材】 

 テキストは使用しない。講義資料を配布する。参考書は講義中に適宜指示する。 
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12 
会計情報システム論 

Accounting Information Systems 
中西 倭夫 

講義・半期・2単位 対象年次：全年次 科目No.CAACC3339 

 
【科目の主題】 

 企業経営における管理の基礎となる会計は手書きの帳簿を使用した「手記会計」からコンピュータ利用による処理

（「コンピュータ会計」）へと大きく変化しています。本講義では財務会計の分野に絞って伝統的簿記（日商検定簿記に

代表される）と対比しながらコンピュータ会計の処理について学びます。 

 

【授業の到達目標】 

 これらの学習内容をマスターすれば、現代の主流となるコンピュータ会計の実務を理解し、会計上の取引を実際に会

計システムで処理できる力を付けることが目標です。 

 

【授業内容・授業計画】 

 コンピュータ会計の説明の後、教科書に指示のある出版社の HP からダウンロードした Excel 等の Book または独自

に開発した資料を使って問題演習を行います。授業中または課題として取り組みレポートとして提出する方式で進めま

す。問題演習は少人数のグループで進める予定です。なお PC の利用環境に応じて柔軟に授業方法は決めていく予

定です。 

 

第1 回：イントロダクション 

第2 回：企業活動と会計システム（1） 

第3 回：企業活動と会計システム（2） 

第4 回：取引処理システムの基本構造（1） 

第5 回：取引処理システムの基本構造（2） 

第6 回：独立型取引シテムの構造（1） 

第7 回：独立型取引シテムの構造（2） 

第8 回：準統合型取引処理システムの構造（1） 

第 9 回：準統合型取引処理システムの構造（2） 

第10 回：統合型取引処理システムの構造（1） 

第11 回：統合型取引処理システムの構造（2） 

第12 回：会計パッケージ・ソフトの活用 

第13 回：総合演習（1） 

第14 回：総合演習（2） 

第15 回：まとめ 

 

 

【事前・事後学習の内容】 

 実際の演習をすることがとても大事です。復習中心に確実に各回の課題を解いていきましょう。 

 

【評価方法】 

 期末試験 (60%)、レポート (20%)、授業への参加度 (20%) で評価します。 

 

【受講生へのコメント】 

 授業はパソコンを使って実施します。大学・自宅等でパソコンによる問題演習を行い、授業内容を教科書で復習する

ことがこの科目を理解し実践的能力を養う近道です。一緒に IT 時代の会計のあり方を学びましょう。 

 

【教材】 

 テキスト：河合久・櫻井康弘・成田博・堀内恵『コンピュータ会計基礎』創成社（2015.10） 

 配布資料：演習用の Excel 等の資料は授業で適宜配布予定です。 

 参考書：授業でその都度指示します。 
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13 
イノベーション・マネジメント 

Innovation Management 
太田 雅晴 

講義・半期・2単位 対象年次：全年次 科目No.CAMAG3327 

 
【科目の主題】 

１．イノベーション（経営革新・改善、業務革新・改善）とはどのようなものであるかを理解する。 

２．イノベーションのための組織能力、プロセス、グローバル展開、デジタル化の影響、知財戦略の概要を学ぶ。 

３．将来、企業や行政等の組織で自らがイノベーションを進める上での最新の方法論を学ぶ。 

 

【授業の到達目標】 

１．イノベーションとは何か、を理解して、社会での認識が正しいかどうかを評価できるようになること 

２．イノベーションを推し進める上での要点を学習し、将来、種々の組織の変革をイメージできるようになること 

３．近年のイノベーションでは何が要点になっているかを理解して、社会的動向を分析できること 

 

【授業内容・授業計画】 

 グローバル化、デジタル化などの現代経営環境に対峙するには、もはや過去のマネジメントだけでは不可能と言っ

てもよく、あらゆる局面、業務において新規性が求められます。言い換えれば、イノベーションを経営指針の中枢と捉

えなければならない時代に入ったと言えます。イノベーションを技術革新と誤解してしまいがちですが、企業や各種組

織におけるイノベーションとは、新しい製品やサービスを生み出すだけではなく、それらを市場化して利益を得て、つ

まり顧客の信頼を獲得できて、はじめてイノベーションが達成されたと捉えます。グローバル化が進展する中で、それ

をいかに迅速かつ合理的に達成するかが課題になります。そのためには経験や勘に頼るのではなく、科学的方法が

求められる時代になりました。本講義では、近年、整理されつつあるそれらに関わる知識を体系的に講述します。 

 

第1 回：イノベーションとは何か 

第2 回：プロダクトイノベーション 

第3 回：プロセスイノベーション 

第4 回：システマティクイノベーションマネジメント 

第5 回：イノベーションを推進するための組織改革 

第6 回：イノベーションプロセスとは 

第7 回：イノベーションプロセスの見える化 

第8 回：イノベーションを巡る組織内の調整 

第 9 回：グローバルイノベーション戦略 

第10 回：デジタル化とイノベーション 

第11 回：イノベーションと知財戦略 

第12 回：経営理念とイノベーション 

第13 回：イノベーション演習１ 

第14 回：イノベーション演習２ 

第15 回：まとめ 

 

 

【事前・事後学習の内容】 

 事前：該当する教科書の章を読んでくること 

 事後：講義で学習した内容に該当する事例を、書籍や Web で検索して、確認すること 

 

【評価方法】 

 講義内容にそった演習を後半部分で行い、その評価と、試験で成績を付けたいと思います。 

 

【受講生へのコメント】 

 現代企業や組織が若い人達に望むことは、自ら新しいアイデアを出し、それを組織の中で具現化してくれる人材で

す。そのためには必要な知識を体系的に講義しようというのがこの講義の狙いです。そんな意気込みのある人の受講

を歓迎します。 

 

【教材】 

 太田雅晴編著『イノベーションマネジメント』日科技連出版社 
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14 
社会関連会計論 

Corporate Social Accounting & Reporting 
向山 敦夫 

講義・半期・2単位 対象年次：全年次 科目No.CAACC3332 

 
【科目の主題】 

 財務会計は、企業活動を貨幣数値に変換して集約し、企業外部に会計情報として公開する仕組みである。株主と経

営者との関係は資金・財の委託－受託関係（stewardship）であり、受託者は委託者に対してアカウンタビリティ

（accountability：説明責任）を遂行する義務を負っている。 

 これまで会計は、企業の経済的側面（利益追求組織としての側面）をとらえてきた。しかしながら、社会環境の変化とと

もに企業に対する考え方（企業観）は変化し、企業が配慮すべきステイクホルダー（stakeholders）の範囲は拡張してき

ている。近年、CSR（Corporate Social Responsibility：企業の社会的責任）や CSV（Creating Shared Value）、ESG 投資が

注目を集めている。 

 社会関連会計は、企業の社会的側面（社会において企業が存在する側面）を会計的に捕捉する比較的新しい領域

である。企業とステイクホルダーとの間に新たな情報提供関係を構築する論拠が、社会的アカウンタビリティ（social 

accountability）である。 

 

【授業の到達目標】 

 多くの企業は自発的に環境報告書、CSR 報告書、Sustainability Report などを作成・開示している。近年は統合報告

（Integrated Report）が提唱されている。本講義では、会計の新しい潮流である社会関連会計について、理論と実践の

両面から理解を深めることを目標としている。 

 

【授業内容・授業計画】 

第1 回：財務会計の歴史と機能 

第2 回：財務会計と社会関連会計 

第3 回：社会的利益算定の試み 

第4 回：イギリス・ドイツにおける発展 

第5 回：社会関連情報開示の論理 

第6 回：情報提供主体の意図と情報利用者の意図 

第7 回：アカウンタビリティ概念の拡張 

第8 回：環境会計の測定構造 

第 9 回：環境報告書の開示事例 

第10 回：GRI ガイドライン 

第11 回：環境負債と資産除去債務 

第12 回：CSR と CSV 

第13 回：SRI と ESG 投資 

第14 回：統合報告が目指すもの 

第15 回：まとめ 

 

 

【事前・事後学習の内容】 

 自分が関心のある企業の HP にアクセスして、企業がどのような報告書を作成し、どのような情報を開示しているかを

確認してみる。また、企業が社会や環境に対してどのような取り組みをおこなっているかを新聞やインターネットを使っ

て調べる。 

 

【評価方法】 

 ミニテストを 1 回実施する（10 点）。ESG 投資に関するレポート（20 点）、期末試験（70 点）の合計100 点で評価する。 

 

【受講生へのコメント】 

 企業とは何か（いわゆる企業観）、企業と社会との関係について、それぞれが考えるきっかけとなる講義をしたいと考

えています。 

 

【教材】 

 向山敦夫（2003）『社会環境会計論 －社会と地球環境への会計アプローチ－』白桃書房を使用する予定である。

PowerPoint を用いて講義するが、適宜資料として配布する。 
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15 
原価計算論 

Basic Cost Accounting 
卜 志強 

講義・半期・2単位 対象年次：全年次 科目No.CAACC3317 

 
【科目の主題】 

 会計学は管理会計と財務会計から構成されている。原価計算は、管理会計と財務会計をつなぐ位置にあり、会計学

の基礎である。本講義では、原価計算の基本知識を習得することを目標としている。 

 

 

【授業の到達目標】 

 製造企業が製品を製造して使用者に販売したり、サービス企業がサービスを企画して利用者に提供したりするため

にかかるものが「原価」である。この「原価」を計算する手続きが原価計算である。本講義では、原価計算を初めて学習

する方を対象として、原価計算の基本概念、考え方、具体的な計算方法について解説する。 

 

 

【授業内容・授業計画】 

 第 1 回：原価計算の意義と目的 

 第 2 回：費目別原価計算 

 第 3 回：個別原価計算 

 第 4 回：部門別原価計算 

 第 5 回：総合原価計算 その１ 

 第 6 回：総合原価計算 その２ 

 第 7 回：標準原価計算 

 第 8 回：直接原価計算と損益分岐点分析 

 第 9 回：活動基準原価計算 

 第10 回：原価データの測定方法 

 第11 回：スループット会計 

 第12 回：原価改善と原価企画 

 第13 回：環境コスト分析 

 第14 回：品質原価計算 

 第15 回：まとめ 

 

 

【事前・事後学習の内容】 

 基本概念、考え方、計算方法。 

 

 

【評価方法】 

 期末試験により評価する。 

 

 

【受講生へのコメント】 

 学習効果を高めるために教科書内容の予習と復習をしっかり行うこと。 

 

 

【教材】 

 浅田孝幸 （編） 『テキスト原価計算入門』 中央経済社、2011 年。 
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16 
経営管理論 

Management Theory 
吉村 典久 

講義・半期・2単位 対象年次：全年次 科目No.CAMAG3338 

 
【科目の主題】 

 「経営管理」なる概念は、様々に定義づけがなされます。「経営学検定（マネジメント検定）」の公式テキストによれば、

「経営を管理する」及び「経営と管理」という意味の二重性を持つ概念であるとされます。前者は、企業に代表される組

織体の管理を指します。後者は、企業などにいる経営者や管理者が仕事、職能として経営あるいは管理を実践するこ

とを指すとされます。 

 この授業では、上記の諸側面に関わる諸概念についての学びを深めることを目指していきます。諸概念の学びを深

めるために、企業経営の現場の事例と諸概念の対応関係を丁寧に説明していきます。 

 

【授業の到達目標】 

 「経営学検定（マネジメント検定）」の初級・中級レベルの該当箇所を理解し、それぞれ合格レベルに達すること。 

 

【授業内容・授業計画】 

第1 回：オリエンテーション 

第2 回：経営管理論の大枠（基礎理論） 

第3 回：モティベーション論 

第4 回：リーダーシップ論 

第5 回：組織構造の管理 

第6 回：組織文化の管理 

第7 回：経営組織の環境適応 

第8 回：企業戦略の管理 

第 9 回：競争戦略の管理 

第10 回：イノベーションの管理 

第11 回：「ヒト・モノ・カネ・情報」の管理 

第12 回：企業統治論の基礎（企業形態論） 

第13 回：企業統治の日米独比較 

第14 回：「よいこと」を巡る議論 

第15 回：まとめ 

 

【事前・事後学習の内容】 

 事前学習として、各回、教科書あるいは配布文献の指定範囲を事前に読んでくること。また、各回の内容に関連する

と思われる企業事例を、新聞をはじめとする各種媒体から得ておくこと。くわえて、SNS などを使い授業内容に関連す

る TV 番組などを適宜、通知するので、それらを視聴すること。 

 事後学習として、授業内容に関連する課題（経営学検定や公認会計士試験の経営学分野の試験問題など）を提示す

るので、それを解いておくこと。 

 

【評価方法】 

 出席、受講態度、定期試験の結果などを総合的に評価します。 

 

【受講生へのコメント】 

 新聞・雑誌、TV 番組、インターネット上などには、企業に代表される組織体の動きに関わる情報が数多、存在します。

漫然とそれら情報を眺めるのではなく、授業で学んだ諸概念を用いて、それら動きを分析するようにして下さい。 

 ケース・ディスカッションを行うなど、インタラクティブな形での授業を行います。積極的に参加して下さい。 

 初回の授業にて、授業の進め方など、詳細な情報を提供します。 

 

【教材】 

 教科書 ： 上野恭裕・馬場大治編著『経営管理論 (【ベーシック+】)』中央経済社、2016 年。 

 参考書 ： 松山一紀『映画に学ぶ経営管理論<第2 版>』中央経済社、 2017 年。 

 これら以外については、講義中に適宜指示します。 
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17 
国際立地論 

International Location 
鈴木 洋太郎 

講義・半期・2単位 対象年次：全年次 科目No.CAINT3315 

 
【科目の主題】 

 事業活動を国内だけでなく海外にも展開している企業は「多国籍企業（グローバル企業）」と呼ばれる。本授業は、多

国籍企業がその事業活動を世界の「どこで」行うのかといった「多国籍企業の立地行動」について、とくに日系多国籍企

業のアジアへの立地行動について考察する。 

 

 

【授業の到達目標】 

 本授業の到達目標は、受講生が多国籍企業の立地行動に関する基本知識を修得するとともに、受講生が各自、具体

的な企業を取り上げ、その国際的な立地行動の特徴を分析できるようになることである。 

 

 

【授業内容・授業計画】 

 授業内容としては、第１に、「日系多国籍企業のアジア立地行動」と題して、日系多国籍企業のアジア立地行動やア

ジアの立地環境についての特徴を講義する。第２に、「多国籍企業の理論的検討」と題して、日系多国籍企業のアジア

立地行動に関連付けながら、ヴァーノンやヘライナー、ハイマー、ポーターなどの多国籍企業論について講義する。

第３に、「日系多国籍企業の業種別実態分析」と題して、いくつかの産業分野における日系多国籍企業のアジア立地

行動の実態について講義する。 

 

第1 回：授業ガイダンス 

第2 回：日系多国籍企業のアジア立地行動（1） 

第3 回：日系多国籍企業のアジア立地行動（2） 

第4 回：日系多国籍企業のアジア立地行動（3） 

第5 回：日系多国籍企業のアジア立地行動（4） 

第6 回：多国籍企業の理論的検討（1） 

第7 回：多国籍企業の理論的検討（2） 

第8 回：多国籍企業の理論的検討（3） 

第 9 回：多国籍企業の理論的検討（4） 

第10 回：日系多国籍企業に関するレポート発表 

第11 回：日系多国籍企業の業種別実態分析（1） 

第12 回：日系多国籍企業の業種別実態分析（2） 

第13 回：日系多国籍企業の業種別実態分析（3） 

第14 回：日系多国籍企業の業種別実態分析（4） 

第15 回：まとめ 

 

 

【事前・事後学習の内容】 

 テキストの所定の箇所を事前に読んでおくこと。 

 毎回の授業の最後で検討課題を提示するので、その点を事後学習しておくこと。 

 

 

【評価方法】 

 学期末試験（80 点）およびレポート（20 点）により評価する。 

 

 

【受講生へのコメント】 

 国際経営・アジアビジネス・国際マーケティングなどに関心のある学生の受講を薦める。 

 

 

【教材】 

 以下のテキストを使用する。 

 鈴木洋太郎編『日本企業のアジア・バリューチェーン戦略』新評論。 
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18 
工業論 

Industry 
富澤 修身 

講義・半期・2単位 対象年次：全年次 科目No.CAIAU3306 

 
【科目の主題】 

 新興国の追い上げをうけて、先進国では産業の革新性と創造性が求められている。講義では、感性と創造性が重視

されてきた衣服ファッション産業を取り上げる。消費生活におけるファッションとはなにか、ファッション現象の発生条件

はなにかについて論じた後、その供給側面であるファッション産業の内容について論じる。 

 

 

【授業の到達目標】 

 革新性と創造性を追求してきたファッション産業を題材にして、消費生活における過去・現在・未来について理解し、

この消費生活を支える産業生態系と消費者の役割について理解する。商学部で学ぶさまざまな学問領域が 1 つの産

業の動態にどのように関わっているかも理解する。 

 

 

【授業内容・授業計画】 

 第1 回から第4 回では、第1 部「「資本主義社会とファッション」として主に消費生活サイドから論じる。 

 第5 回から第14 回では、第2 部「ファッション産業論」として主に供給サイドから論じる。 

 

第1 回：社会、衣服、ファッションビジネス 

第2 回：資本主義社会における消費 

第3 回：衣服の変化とファッション現象 

第4 回：20 世紀後半の消費と衣生活の変化 

第5 回：世界繊維産業の見取り図 

第6 回：３大市場とファッションビジネス 

第7 回：日本のファッション産業システム 

第8 回：ファッション産業システムの情報化 

第 9 回：ファッションコミュニケーション 

第10 回：縫製基地・消費市場としての中国 

第11 回：ＮＹのファッションビジネス 

第12 回：大阪のファッションビジネス 

第13 回：繊維アパレル産業と社会的責任 

第14 回：ファッションの消費から創造へ 

第15 回：まとめ 

 

 

【事前・事後学習の内容】 

 事前学習としては、次回の講義で扱う教科書の該当頁を示して予習させる。 

 事後学習としては、講義に関連するキーワードを示して検索して復習させる。 

 

 

【評価方法】 

 学期末試験と講義中の小レポートで評価する。 

 

 

【受講生へのコメント】 

 ファッションや感性型商品に関心のある学生に受講して欲しい。 

 

 

【教材】 

 教科書として、富澤修身著『ファッション産業論』（創風社、2003 年）を用いる。最近の内容については、補足資料を用

いる。 
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19 
取引システム論 

Securities Trading System 
松尾 順介 

講義・半期・2単位 対象年次：全年次 科目No.CAFAD3316 

※旧：「証券市場論特講２」の単位修得者は履修できません。 
 
【科目の主題】 
 証券市場や株価に対する世間の注目や関心は高い。さらに、皆さんが上場企業に就職した場合、その会社は日々
株式市場と直面し、「株価」によって評価される。また、証券市場は樹木の根のような不可欠な要素（資金調達手段）で
ある。さらに、従業員は、社員持ち株制度やストックオプション制度によって、株式を持つことが多くなっている。他方、
一般投資家にとって、インターネット取引が普及したことで、株式投資はより身近なものになった。フィナンシャルプラン
ナーや税理士・会計士を目指す学生にとっても、証券市場の知識は必要不可欠である。本講義は、株式市場を中心に、
取引や取引所の基本的な制度やルール、さらにその実態の理解を目的とする。証券市場を「ずるがしこく儲ける所」と
理解している人もいるかもしれないが、実は「ルールのかたまり」であり、ルールを順守することで成り立っていることを
理解してほしいと思っている。そこで、本講義は、証券取引を対象とし、その変化を踏まえつつ、基本的な仕組みや制
度の理解を目的とする。講義内容は、主に株式市場を対象として、株式取引の基本からデリバティブ、さらにクラウドフ
ァンディングまで講義する。 
 
【授業の到達目標】 
 本講義では、以下の点を到達目標に設定している。 
  ①株式を中心とした証券取引に関する仕組みや制度について基本的な知識を身につけること。 
  ②証券取引に関する内外の現状や変化について認識を深めること。 
  ③上記①および②に関する知識だけでなく、証券市場の機能やあり方について「考える」こと。 
 
【授業内容・授業計画】 
第1 回：はじめに 
第2 回：株式ポートフォリオ 
第3 回：株式の流通市場（1） 
第4 回：株式の流通市場（2） 
第5 回：証券取引所（1） 
第6 回：証券取引所（2） 
第7 回：株価指数 
第8 回：信用取引 

第 9 回：先物取引 
第10 回：オプション取引 
第11 回：デリバティブの応用 
第12 回：クラウドファンディング 
第13 回：最近の動向（1） 
第14 回：最近の動向（2） 
第15 回：まとめ 

【事前・事後学習の内容】 
 ①日頃からメディア等の金融・証券関連ニュースに注目しておくことが望まれる。 
 ②授業中の専門用語は確実に習得するよう努力してほしい。 
 ③授業中に課した課題には真摯に取り組んでほしい。 
 
【評価方法】 
 期末テストで評価する。ただし、講義中の質疑応答、毎回の課題のうちよい回答などを期末評価に加点する。なお、
出席点は一切考慮しない。 
 
【受講生へのコメント】 
 まず、具体的なケースやデータを使い、証券市場の実態が伝わるように心がけるつもりである。それによって、基本
的な知識や見方が身につくように努めたい。第二に、教室での講義を一方方向ではなく、双方向的なものにする。具
体的には、対話型・参加型の講義スタイル（アクティブ・ラーニング）を採用する。第三に、毎回の講義の最後に質問状
を書いてもらい、よい質問や多くに共通する質問などをピックアップして次回冒頭に回答する。 
 
【教材】 
 ①テキスト 
  二上季代司編著『証券市場論』有斐閣、2011 年 
 ②参考文献 
  日本証券経済研究所編『図説 日本の証券市場』日本証券経済研究所（ネット公開） 
  日本証券経済研究所編『図説 アメリカの証券市場』日本証券経済研究所 
  日本証券経済研究所編『図説 イギリスの証券市場』日本証券経済研究所 
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20 
卸売商業論 

Wholesale Trade 
加藤 司 

講義・半期・2単位 対象年次：全年次 科目No.CAFAD3332 

 
【科目の主題】 

 近年、日本的流通システムは大きな構造転換期を迎えている。中でも、卸売業はメーカーと小売業の台頭による「中

抜き」傾向によって、存亡の危機にあるといっても過言ではない。大阪はかつてより全国物資の集散地として栄えたが、

卸売業の比率が高い産業構造となっており、その分厳しい経済環境となっている。しかし、卸売業野中には、逆境にも

かかわらず、したたかに成長している企業も少なくない。生き残りのための取組みを分析することで、卸売業の機能と

は何か、また環境変化の中でどのように求めせられる機能が変容しているかについて考える機会としたい。 

 

【授業の到達目標】 

 ①サプライチェーンの中で果たす卸売業の役割について、理論的に理解し、説明することができる。 

 ②異なる業界の中で果たす卸売業の役割の違いを理解し、説明することができる。 

 ③問屋無用論台頭の背景とその対応を理解し、説明することができる。 

 ④ネットワークオーガナイザーとしての卸売業の役割を理解し、説明することができる。 

 

【授業内容・授業計画】 

 卸売業の役割を理解するためには、生産から消費に至るサプライチェーン全体の中で果たす役割に注目する必要

がある。まず品揃え形成の理論、投機・延期の理論など、流通システムの変化を規定するメカニズムについ説明する理

論を学習した上で、卸売業の中で環境変化に適応しながら、事業を発展させている企業をケースとして取り上げ、果た

している機能変化に注目しながら、分析を進めることにしたい。 

 

第1 回：卸売商業経営論を学ぶ意義 

第2 回：サプライチェーンの分析枠組み 

第3 回：品揃え形成の理論 

第4 回：投機・延期の理論 

第5 回：日本の卸売業の特徴(W/R 比率) 

第6 回：生鮮食品(中央卸売市場) 

第7 回：加工食品・日雑業界 

第8 回：繊維・アパレル業界 

第 9 回：機械器具業界 

第10 回：鋲螺業界 

第11 回：問屋無台頭とその対応 

第12 回：ICT の発展と卸売業 

第13 回：卸売業の物流機能の展開 

第14 回：ネットワークオーガナイザーとしての卸売業 

第15 回：まとめ 

 

【事前・事後学習の内容】 

 流通は、身近な存在である。新聞、雑誌など、情報のアンテナを張りめぐらし、学習したことが現実とどのような関係が

あるか、毎回復習に努めたい。 

 

【評価方法】 

 平常点とレポートならびに試験を総合的に判断して、評価する。 

 

【受講生へのコメント】 

 流通の背後で働いているメカニズムを理解して欲しい、またそうすることで、現実が変わって見えてくる楽しさを味わ

って欲しい。 

 

【教材】 

 テキストは使用しない。参考書は講義中に適宜指示する。 
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21 
国際会計論 

International Accounting 
小形 健介 

講義・半期・2単位 対象年次：全年次 科目No.CAINT3323 

 
【科目の主題】 

 市場のグローバル化が進む現代社会では、会計制度の国際化が進展している。その中心的役割を担っているのが、

国際財務報告基準（IFRS）を作成する国際会計基準審議会（IASB）である。本講義では、IFRSに関して次の3つの観点

から検討していく。すなわち、①IFRS 登場の背景とその確立過程（なぜ多様性が存在するか、なぜそれを統合させる

必要性があるのか）、②IFRS の中心的な内容、③IFRS のわが国に及ぼす影響およびわが国の動向、である。 

 

 

【授業の到達目標】 

 本講義では次の 3 つの理解を深めることを目標とする。 

  ①IFRS がわが国に及ぼす影響 

  ②IFRS が設定される背景および意義 

  ③IFRS の内容 

 

 

【授業内容・授業計画】 

第1 回：ガイダンス 

第2 回：会計制度多様化の存在と要因 

第3 回：会計制度国際化の意義 

第4 回：会計制度国際化の試みと IASC の成立 

第5 回：IASC から IASB へ 

第6 回：IASB の取組み 

第7 回：IFRS の中心概念 

第8 回：IFRS の概念フレームワーク 

第 9 回：IFRS の金融商品会計 

第10 回：IFRS の退職給付会計 

第11 回：IFRS の企業結合会計 

第12 回：日本の会計制度の特徴 

第13 回：IFRS をめぐるわが国の議論 

第14 回：日本企業の IFRS 導入事例 

第15 回：まとめ 

 

【事前・事後学習の内容】 

 定期的に小テストを実施しますので、各自講義の要点をまとめるなど、準備を欠かさないようにしてください。 

 

 

【評価方法】 

 試験ならびに講義中に実施する小テスト・質問票を総合的に評価する。 

 

 

【受講生へのコメント】 

 日本の会計の国際化を取り巻く状況は刻々と変化しています。この講義をつうじて日本の会計の方向性を考えてくだ

さい。 

 

 

【教材】 

 テキストは特に指定しません。また、参考文献等は講義中に適宜指示します。 
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22 
経営統計論 

Business Statistics 
高田 輝子 

講義・半期・2単位 対象年次：全年次 科目No.CAINF3318 

 
【科目の主題】 

 統計的データ解析は、与えられたデータの背後にある事柄の規則性あるいは傾向を発見しようとするものであり，企

業経営、景気判断、政策判断といった様々な問題における意思決定の上で不可欠なものとなっています。現在ではコ

ンピュータや統計ソフトの普及により、かなり高度な統計分析も簡単に行えるようになりましたが、分析結果が何を意味

するかを判断し、実際の問題解決に役立てる為には，統計学の基本的な概念を学ぶ必要があります。 

 

【授業の到達目標】 

 本講義の目標は、統計学の基本的な概念を理解し，実際のデータを用いて経済･経営の基礎的分析を行えるように

なることです。データの統計的性質や抽象的統計概念は、視覚的な説明により直感的理解をサポートします。 

 

【授業内容・授業計画】 

 データの間の線形回帰関係の推定・検定を理解するために必要な知識を、ステップ・バイ・ステップで理解できるよう

に講義は構成されています。まず、データの特徴を見やすい形にまとめる方法を学びます。次に、基本的な確率分布

や中心極限定理などを学び、推定･検定の基本的な考え方を理解します。最後に、線形回帰モデルの推定･検定の方

法を学び、実際のデータを使ってどのように分析･予測を行うかを習得します。 

 

第1 回：はじめに－統計学とは何か 

第2 回：１変数データの整理 

第3 回：２変数データの整理 

第4 回：回帰関係とは 

第5 回：回帰分析の基礎 

第6 回：小テスト１･解説 

第7 回：確率分布 

第8 回：標本分布 

第 9 回：推定の基礎 

第10 回：仮説検定の基礎 

第11 回：小テスト２･解説 

第12 回：回帰の推測統計 

第13 回：回帰分析の実際 

第14 回：小テスト３･解説 

第15 回：まとめ 

 

【事前・事後学習の内容】 

 授業は配布する講義テキストに即して行います。必ず事前に次回の講義内容を確認し、疑問点を明らかにした状態

で授業に臨んで下さい。講義内容習得確認のための小テストを３回実施します。学習内容の実践のためにエクセルに

よるデータ分析の宿題を２回課します。 

 

【評価方法】 

 宿題，小テスト，期末試験を総合して評価します。評価の際に重視する点は，講義で説明した概念・方法を理解し、実

際に使えるようになっているかどうかです。 

 

【受講生へのコメント】 

 講義のレベルは，大学においてはじめて統計学を学ぶ学生を念頭においたものですが，エクセルの基本的な使い

方は自学自習を前提としています。ただし，統計分析に関わる高度なエクセルの使い方については，講義や配布物で

適宜説明します。数学，統計学，コンピュータが苦手な受講者は，この講義の準備に多くの時間を割くことになるかもし

れませんが，宿題と小テストを毎回こなし，ステップ・バイ・ステップで理解していけば，自然に回帰関係の推定・検定ま

で理解できるように講義は構成されています。意欲のある方の受講を期待しています。尚、講義や試験には，平方根

の計算ができる電卓を持参して下さい。 

 

【教材】 

 テキスト：毎回配布する講義テキスト  参考書は授業内に指示する。 

 参考書： 『統計学』 森棟公夫他 有斐閣 2008 年 

       『基本統計学（第２版）』豊田利久他 東洋経済新報社 2002 年 

       『コア・テキスト 統計学（第２版）』大屋幸輔 新世社 2012 年 

－ 32 －



23 
金融政策論 

Monetary Policy 
清田 匡 

講義・半期・2単位 対象年次：全年次 科目No.CAFAD3303 

 
【科目の主題】 

 金融の機能と金融の不安定性 

 

 

【授業の到達目標】 

 金融行政や金融政策について学ぶことで、日常的な経済、経営活動を把握するために必要な金融の機能や不安定

性についての知識と理解を獲得する。 

 

 

【授業内容・授業計画】 

 金融機関や金融市場は、その機能を通じて経済活動に寄与する一方で、金融の不安定性を通じて、経済活動に悪

影響を及ぼすことがある。このため、どの国でも金融行政や金融政策の両面から、金融機関や金融市場に対して、監

視や規制を加えられている。金融行政や金融政策について学ぶことで、実態経済に対する金融の機能や不安定性に

ついて理解する。 

 

第1 回：はじめに(金融政策と金融行政) 

第2 回：金融行政の歴史 

第3 回：金融行政の内容(1) 

第4 回：金融行政の内容(2) 

第5 回：金融行政の内容(3) 

第6 回：金融行政の内容(4) 

第7 回：金融行政と銀行 

第8 回：金融政策の歴史 

第 9 回：金融政策と銀行制度 

第10 回：金融政策の内容(1) 

第11 回：金融政策の内容(2) 

第12 回：金融政策の内容(3) 

第13 回：金融政策と銀行 

第14 回：金融と経済 

第15 回：まとめ 

 

 

【事前・事後学習の内容】 

 事前学習: 事前に Web にアップロードする資料を通じて、毎回の講義の概要を学習する。 

 事後学習: 毎回の講義で出題する例題を使って、各回の講義内容を復習する。 

 

 

【評価方法】 

 学期末試験 

 

 

【受講生へのコメント】 

 毎回出題する例題を、帰宅後、再度、解答して復習してください。 

 

 

【教材】 

 テキストは使用しない。毎回、資料を配布する。 
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24 
医療経営論 

Healthcare Management 
松村 眞吾 

講義・半期・2単位 対象年次：全年次 科目No.CAMAG3322 

※旧：「マネジメント特講３」の単位修得者は履修できません。 
 
【科目の主題】 

 8 年後の 2025 年、日本は例を見ない超高齢社会となる。その高齢化の進行とともに、医療福祉分野の役割が増大し

つつある。また膨らむ医療費・介護費の問題、医師不足など人的資源の問題、情報資源の活用など、様々な問題・課

題が山積している。本講義では、医療を中心とした医療福祉経営の実際を包括的に学び、ソリューション(問題解決)の

ための理解と認識を持ってもらう。 

 

【授業の到達目標】 

 日本における医療を中心とする医療福祉の現状と将来課題を理解し、自分も当事者の 1 人であることを認識すること、

医療福祉のあり方について一定の見解を持てるようにしたい。 

 

【授業内容・授業計画】 

 下記の授業計画に沿って講義を進める。問題提起を行いながら考える場を作っていき、具体的に医療経営とは何か、

医療福祉経営とは何か、医療を中心に今後の経営で必要なことを示していきたい。 

 

第1 回：オリエンテーション 

第2 回：医療福祉を取り巻く状況 

第3 回：医療経営の実際 

第4 回：福祉経営の実際 

第5 回：医療福祉での経営諸資源 

(ヒト・モノ・カネ・情報)の状況１ 

第6 回：医療福祉での経営諸資源 

(ヒト・モノ・カネ・情報)の状況２ 

第7 回：組織マネジメント 

第 8 回：コストマネジメント 

第 9 回：品質マネジメント 

第10 回：戦略マネジメント 

第11 回：医療福祉政策１ 

第12 回：医療福祉政策２ 

第13 回：事例研究１ 

第14 回：事例研究2 

第15 回：まとめ 

 

 

【事前・事後学習の内容】 

 予習の必要はないが、医療関係を中心にニュース、トピックスに注意して欲しい。日常的には関係のない業界である

ので言葉などが難しい場合がある。事後学習は、問題の中心、ソリューションのポイントを確認するように 

 

【評価方法】 

 講義中課題、学期末試験などで総合評価する。 

 

【受講生へのコメント】 

 医療福祉の業界は一般の産業界と違ったイメージがあるが、特別な経営が求められているわけではない。非営利で

あることはあるが、やはりイノベーションが求められていることに変わりはない。医療福祉の現場での問題・課題を理解

して、この業界への理解を深めて欲しいと思います。 

 

【教材】 

 テキストは随時、配布または告知する。 

 具体的なトピックス紹介を考えているので、時々の新聞・雑誌・ネット記事なども用いる予定 
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25 
国際経営論 

International Management 
石井 真一 

講義・半期・2単位 対象年次：全年次 科目No.CAINT3325 

 
【科目の主題】 

 企業の国際経営にかんする基本的な理論・概念について、実情に即して論じる。 

 

 

【授業の到達目標】 

 企業の国際経営にかんする基本的な理論・概念を理解できるようになる。国際経営にかんする理論・概念と現実の企

業行動との対応関係を考えられるようになる。 

 

 

【授業内容・授業計画】 

 上記の到達目標に向けて、できるだけ実例をとりあげて、理論・概念と実例の対応関係に留意しながら講義を進めて

いきます。講義の最初は比較的分かりやすい理論・概念についてとりあげ、講義の広範には応用的な内容について議

論します。 

 講義の内容としては、広く経営学関係の科目をベースとしています。 

 

第1 回：イントロダクション 

第2 回：国際経営・国際化とは 

第3 回：国際化のプロセス 

第4 回：国際化の要因 

第5 回：国際化の戦略 

第6 回：国際技術移転 

第7 回：国際人材配置 

第8 回：産業の国際化１ 

第 9 回：産業の国際化２ 

第10 回：グローバル・イノベーションの理論１ 

第11 回：グローバル・イノベーションの理論２ 

第12 回：国際経営の事例１ 

第13 回：国際経営の事例２ 

第14 回：国際経営の事例３ 

第15 回：まとめ 

 

 

 

【事前・事後学習の内容】 

 テキスト・講義の内容を中心に予習・復習をしてください。 

 

【評価方法】 

 最初の講義で指示します。 

 

 

【受講生へのコメント】 

 特になし 

 

 

【教材】 

 最初の講義で指示します。 
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26 
環境政策論 

Environmental Policy 
除本 理史 

講義・半期・2単位 対象年次：全年次 科目No.CAIAU3302 

 
【科目の主題】 

 環境問題への関心は高まっているものの，解決に向けた歩みは大きく進んでいるとは言えません。本講義では，具

体的な公害・環境問題――とくに、福島原発事故、大気汚染公害、水俣病事件――を事例として取り上げ，そこにおけ

る諸課題と解決への道すじ(＝環境政策)について，政治経済学の立場から考えていきます。 

 

 

【授業の到達目標】 

 上記主題に即して、環境問題と環境政策に関するさまざまな知見を習得し、環境を保全しながら地域社会が発展して

いくために何が必要か、考え行動できるようになることをめざします。 

 

 

【授業内容・授業計画】 

第1 回：ガイダンス、 

環境問題への政治経済学的アプローチ 

第2 回：日本の公害研究から何を学ぶか 

第3 回：福島原発事故と住民、地域社会：導入 

第4 回：福島原発事故と住民、地域社会：展開 

第5 回：福島原発事故と住民、地域社会：事例 

第6 回：福島原発事故と住民、地域社会：まとめ 

第7 回：公害訴訟から環境再生のまちづくりへ：導入 

第 8回：公害訴訟から環境再生のまちづくりへ：事例とまとめ 

第 9 回：水俣「もやい直し」の現在：導入 

第10 回：水俣「もやい直し」の現在：展開 

第11 回：水俣「もやい直し」の現在：事例とまとめ 

第12 回：公害の加害と被害 

第13 回：公害から福島を考える：不均等な復興をこえて 

第14 回：臨時試験 

第15 回：まとめ 

 

 

【事前・事後学習の内容】 

 事前にテキストを熟読するとともに、講義後は、参考文献を参照し、講義ノートをよく整理すること。 

 

 

【評価方法】 

 平常点評価とし、臨時試験（70％）とレポート（30％）をそれぞれ 1 回ずつ実施し、その合計点により評価します。より

詳しくは、第1 回目の講義において説明します。 

 

 

【受講生へのコメント】 

 上記「主題」「到達目標」「事前・事後学習」をよく読み、本講義に意欲を持って取り組める学生の履修を望みます。 

 

 

【教材】 

 テキストは，除本理史『公害から福島を考える：地域の再生をめざして』岩波書店、2016 年 を用います。参考書は、

適宜指示します。 
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27 
情報処理演習 

Date Processing Exercise 
竹岡 志朗 

講義・半期・2単位 対象年次：全年次 科目No.CAINF3305 

 
【科目の主題】 

 オフィスアプリケーションの操作について学ぶ 

 PC を用いた分析の基礎について学ぶ 

 

 

【授業の到達目標】 

 卒業論文執筆の下準備として、PC を用いた様々な分析を行えるようになる。 

 

 

【授業内容・授業計画】 

第1 回：オリエンテーション 

第2 回：WORD 

第3 回：EXCEL① 

第4 回：EXCEL② 

第5 回：POWER POINT 

第6 回：EXCEL を用いた統計分析① 

第7 回：EXCEL を用いた統計分析② 

第8 回：EXCEL を用いた統計分析③ 

第 9 回：テキストマイニング① 

第10 回：テキストマイニング② 

第11 回：テキストマイニング③ 

第12 回：テキストマイニング④ 

第13 回：複数ソフトの連携① 

第14 回：複数ソフトの連携② 

第15 回：まとめ 

 

 

【事前・事後学習の内容】 

 この講義の中では商学・経営学に関わらず、多様なデータを分析の対象として、情報処理について学んでいきます。

使用するデータは、各回異なっています。 

   予習：毎講義の中で自習使用するデータについて話しますので、どのようにすればそのデータを収集・整形し、

分析対象とすることができるのかを検討してください。 

   復習：講義の中で学んだ分析手法を、再度家で実行してください。 

 

 

【評価方法】 

 出席点、課題点、期末レポートで総合的に評価する。 

 

 

【受講生へのコメント】 

 皆さんはオフィスアプリケーションを、現在もレポートの作成や様々な発表の中で使用していると思います。また、今

後も使用することになります。この講義では、オフィスアプリケーションの操作方法を復習したうえで、これらを使用した

様々な分析を行います。 

 

 

【教材】 

 テキストは使用しない。参考書は講義中に適宜指示する。 
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28 
会計基礎論演習 

Basic Accounting 
大洲 裕司 

講義・半期・2単位 対象年次：1年次および会計基礎論の再履修者 科目No.CAACC3306 

※1年生および「会計基礎論（再履修）」の履修者以外は、履修できません。 
 
【科目の主題】 

 会計学の基礎的な知識は、企業内部での意思決定や、企業外部からの企業評価など、ビジネスの様々な局面で要

求される。本講義の目的は、日商簿記 3 級程度のレベルの計算演習を通じて、会計学の基礎的な知識を修得するこ

とにある。 

 

 

【授業の到達目標】 

 ● 簿記の 5 要素（資産・負債・純資産・費用・収益）の内容を理解し、仕訳の問題を解くことができる。 

 ● 決算整理仕訳を理解し、精算表にかんする問題を解くことができる。 

 

 

【授業内容・授業計画】 

第1 回：ガイダンス、簿記の 5 要素 

第2 回：仕訳にかんする練習問題 

第3 回：勘定記入にかんする練習問題 

第4 回：試算表の作成 

第5 回：精算表の作成 

第6 回：財務諸表の作成 

第7 回：総合練習問題 (1) 

第8 回：総合練習問題 (2) 

第 9 回：現金・預金、手形・有価証券 

第10 回：商品売買 

第11 回：減価償却、貸倒引当金 

第12 回：決算整理 (1) 

第13 回：決算整理 (2) 

第14 回：総合演習問題 (3) 

第15 回：総合演習問題 (4) 

 

 

【事前・事後学習の内容】 

 講義中の練習問題の復習。 

 日商簿記検定 3 級の過去問等の演習。 

 

 

【評価方法】 

 講義中の確認テスト (30%) 

 期末テスト (70%) 

 試験は計算機のみ持ち込み可とする。 

 

 

【受講生へのコメント】 

 簿記知識の修得においては、なによりも演習量が重要である。 

 自発的な問題演習への取り組みを期待する。 

 

 

【教材】 

 テキストは指定せず、練習問題を用意して配布する。 

 参考書: 『新検定簿記ワークブック 3 級商業簿記』中央経済社 
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29 
地域経営論 

Regional Management 
本多 哲夫 

講義・半期・2単位 対象年次：全年次 科目No.CAIAU3316 

 
【科目の主題】 

 地域分権の進展や地域経済の低迷などを背景に、「地域経営」が重要視されつつある。地域経営とは、地域内のさま

ざまな主体の協働による能動的・戦略的な地域の取り組みを指すものである。本講義では、とくに地域と関わりの深い

主体である「自治体」と「中小企業」に着目し、「自治体における中小企業政策」を主要なテーマとする。 

 地域の内発的な発展に向けて、自治体が主体的に中小企業政策を行うことが期待されるようになってきている。しか

し、これまでの中小企業政策に関する研究は、国による中小企業政策を対象とするものが中心であり、自治体における

中小企業政策の研究はまだ緒についたばかりである。地域産業・地域経済研究においても、自治体が中心となって中

小企業を地域レベルで振興していくことの重要性が共通して語られているものの、その重要性を指摘するレベルにと

どまっている。地域や中小企業に対する研究関心が世界的に高まっているなかにあって、自治体中小企業政策の研

究の蓄積と深化が求められているといえる。本講義では従来の中小企業政策研究や地域産業政策研究などの既存研

究をベースとし、また、中小企業や自治体政策の実態分析にもとづいて、自治体中小企業政策の現状と課題について

考察したい。 

 

【授業の到達目標】 

 自治体の産業政策と中小企業政策についての知識を深めることを目標とする。 

 

【授業内容・授業計画】 

 講義では、まず、自治体中小企業政策の研究の位置づけ、国における地域開発政策、中小企業政策、一般的な自

治体の中小企業政策の概要を確認し、次に大阪市における中小企業政策の変遷と実態をみていく。本講義では、大

阪市という具体的な事例にもとづいて、自治体中小企業政策の問題や課題について主に行財政の面から検討してい

きたい。また、中小企業の事例についても講義のなかで紹介していく予定である。 

 

第1 回：地域経営とは 

第2 回：内発的発展論 

第3 回：地域開発政策 

第4 回：中小企業政策 

第5 回：自治体と中小企業政策 

第6 回：中小企業と地域（１） 

第7 回：中小企業と地域（２） 

第8 回：講義の中間振り返り 

第 9 回：大阪市の産業政策 

第10 回：大阪市の中小企業政策 

第11 回：大阪市と大阪府の二重行政問題 

第12 回：大阪市の施策利用企業の実態 

第13 回：大阪市の都市問題と中小企業政策 

第14 回：補論（地域イノベーションシステムなど） 

第15 回：まとめ 

 

【事前・事後学習の内容】 

 事前にテキストの中の関連する章を読んでおくこと。授業後は講義内容の復習を行っておくこと。 

 

【評価方法】 

 授業への参加意欲や学期末試験で総合的に評価する。 

 

【受講生へのコメント】 

 毎回レジュメを配布する予定ですが、レジュメの余白のスペースは狭いので、板書内容や講義内容をメモするため

のノート（やルーズリーフ）を毎回持参してください。 

 

【教材】 

 下記の書籍をテキストとして使用する予定である。 

 本多哲夫『大都市自治体と中小企業政策―大阪市にみる政策の実態と構造―』（同友館、2013 年）。 

－ 39 －



30 
統計方法論 

Statistical Method 
藤井 輝明 

講義・半期・2単位 対象年次：全年次 科目No.CAINF3316 

 
【科目の主題】 

 統計方法を，統計そのものの理解と，統計的方法の理解の両面から講義する。 

 

【授業の到達目標】 

 １：統計資料に親しみ，実際に公的統計を利用する。 

 ２：統計の社会的成立並びに変化，現代社会における統計過程を理解する。 

 ３：相対度数，ヒストグラム，代表値の性質など，統計資料から事実を発見する基礎的方法を習得する。 

 ４：推定と検定，回帰など，確率的思考に基づく意志決定の方法に親しむ。 

 

【授業内容・授業計画】 

 2007 年の統計法改正によって統計は社会の情報基盤と位置づけられ，政府だけでなく国民の合理的意思決定の基

礎資料たることを要請されている。より国民が利用できる統計の提供方法が模索される一方，国民が統計により経験的

合理的に意思決定する力は従来に増してその必要性が高まっている。 

 授業では，公的統計の制度，統計資料論，統計調査論，統計利用法などを対象とし，基礎的な記述的方法の他，標

本統計調査，確率的方法とその利用などが範囲となる。 

 以下の授業計画は目安であり，変更することがある。 

 

第1 回：序論 統計の二重の意味 

第2 回：近代社会と統計の成立 

第3 回：統計過程と統計制度 

第4 回：統計改革と統計法改正 

第5 回：統計制度、公的統計の利用 

第6 回：標本調査とその方法 

第7 回：分布と特性値 

第8 回：平均と分散 

第 9 回：期待値の関数 

第10 回：誤差分布 

第11 回：平均及び比率の推定 

第12 回：信頼区間と検定 

第13 回：相関と回帰 

第14 回：重回帰 

第15 回：まとめ 

 

【事前・事後学習の内容】 

 読める資料を配付するので，事前事後に予習復習する。 

 資料には問題がついているので，解いておく。 

 ノートをとり，自分で理解して整理する。 

 

【評価方法】 

 期末試験と平常点をあわせて総合的に判断する。 

 

【受講生へのコメント】 

 統計学は現代社会では学生時代にもっとも勉強してほしいものの一つにあげられている。この授業では難しい数学

は余り出てこないので，怖じけることなく積極的に受講しよう。 

 

【教材】 

 参考書は講義中に適宜指示する。 
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31 
観光論 

Tourism and Community 
上田 恵美子 

講義・半期・2単位 対象年次：全年次 科目No.CAIAU3318 

※旧：「都市経営論特講１」の単位修得者は履修できません。 
 
【科目の主題】 

 本講義の目的は、都市像や地域政策のあり方を考察することにあります。講義では、観光は地域（都市やまち）を活

性化していくための一つの手段と考えます。観光は、経済的な豊かさを実現するための手段の一つであるのみならず、

住民が誇りを持って暮らせる地域を実現するという経済効果以外の効果も期待できる有効な手段でもあります。この講

義の主題はこうした観光の特性を活かした地域づくりです。 

 本講義では、観光を体系的・固定的に捉えるよりは、むしろ「創造的な取組によって日々進化する現象」と捉えるとこ

ろから出発し、事例をもとに考察を進めます。地域に関わる人々がネットワークを形成し、常識に捉われない、創造性

豊かな発想で観光を手段とした地域づくりを進めていく、そのための基本的事項を理解することが本講義の目標です。 

 

 

【授業の到達目標】 

 本講義では国内の観光地を対象に、地元の視点から事象を考察します。観光政策を考えるに関わって、観光産業

（宿泊業、旅行業など）や、観光がもたらす経済的な効果とともに、経済効果以外の効果や負の影響などについて、基

本事項を理解することを目標とします。 

 

 

【授業内容・授業計画】

第1 回：オリエンテーション 

第2 回：社会の変化と観光① 

第3 回：社会の変化と観光② 

第4 回：まちづくりと観光地 

第5 回：ホスピタリティと観光 

第6 回：観光産業と地域① 

第7 回：観光産業と地域② 

第8 回：多様な主体の連携と着地型観光 

第 9 回：観光振興のための組織体制① 

第10 回：観光振興のための組織体制② 

第11 回：観光地と地域ブランド 

第12 回：観光と都市政策① 

第13 回：観光と都市政策② 

第14 回：観光と都市政策③ 

第15 回：まとめ 

 

 

【事前・事後学習の内容】 

 テキストによって、講義の事前・事後学習を行なってください。講義はテキストに沿って進めません。毎回の講義の最

後に次回講義について予告します。 

 

 

【評価方法】 

 試験の評価は、基本事項の理解度と、その理解に基づく独自意見を重視します。 

 また、講義期間中、講義の最後に小レポートや感想文を数回求め、提出があった場合は出席点として考慮します。 

 

 

【受講生へのコメント】 

 受講後、観光地や地域づくりを見る眼に変化があることを期待します。 

 

 

【教材】 

 テキスト 高橋一夫、柏木千春 編著(2016 年)『１からの観光事業論』碩学社 
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32 
金融機関論 

Financial Institutions 
森中 由貴 

講義・半期・2単位 対象年次：全年次 科目No.CAFAD3302 

 
【科目の主題】 

 本講義では、まず銀行をはじめとする金融仲介機関の機能と役割に焦点を当てる。そして、90 年代の日本の金融危

機、さらに記憶に新しいアメリカのサブプライム危機に焦点を当てることで、今後の金融機関のあり方を考えます。 

 

 

【授業の到達目標】 

 本講義を通じて、金融システムにおいて銀行等の金融機関の機能と役割を理解すること、そして個々の国における

金融的な事象もより広い視野で見ることで様々なものやことが関連・影響しあっていることを理解することを目標としま

す。 

 

 

【授業内容・授業計画】 

 講義は、概ね下記の計画にそって進めますが、金融における銀行の役割を考慮するため、講義では銀行を扱う回が

多くなります。 

 

第1 回：オリエンテーション 

第2 回：金融仲介の類型とわが国の金融機関 

第3 回：銀行の預金業務 

第4 回：銀行の貸付業務 

第5 回：銀行の為替業務 

第6 回：銀行の支払い決済業務 

第7 回：銀行の信用創造 

第8 回：中央銀行と市中銀行 

第 9 回：90 年代におけるバブルの発生と崩壊 

第10 回：金融機関の国際化 

第11 回：金融仲介の変化① 

第12 回：金融仲介の変化② 

第13 回：アメリカの金融危機の発生① 

第14 回：アメリカの金融危機の発生② 

第15 回：まとめ 

 

 

【事前・事後学習の内容】 

 可能な限り、金融に関する言葉の説明は加えますが、金融に関する講義を取ったことがない学生さんは、下記に挙

げたような文献（下記文献には限りません）を事前に読まれることを薦めます。 

 

 

【評価方法】 

 期末試験を行い評価します。 

 

 

【受講生へのコメント】 

 講義には頑張って出席してください。 

 

 

【教材】 

 テキストは特に指定しませんが、講義を理解するために下記の文献を読むことを薦めます。 

 ・大阪市立大学商学部編 『ビジネス・エッセンシャルズ④ 金融』（有斐閣） 

 ・川波洋一・上川孝夫編 『現代金融論』（有斐閣） 

 ・日本銀行金融研究所編 『日本銀行の機能と業務』（有斐閣） 

 そのほか参考書等は、講義中に適宜指示します。 
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33 
サプライチェーン・マネジメント論 

Supply Chain Management 
寺井 康晴 

講義・半期・2単位 対象年次：全年次 科目No.CAINF3311 

※旧：「情報論特講６」の単位修得者は履修できません。 
 
【科目の主題】 

 《付加的に、就職活動への支援内容を含みます。不安な学生諸君は是非に受講してください》 

 日本の製造業は戦後、輸出によって日本経済の立てなおしに貢献。その後、激変する環境に対応し、現地生産体制

やグローバルなサプライチェーンを作り上げマネジメントしています。本講義では、グローバルに活動する日本の民間

企業の創業した歴史・経営理念・戦略・戦術の現状と課題について考えます。また、企業の基盤である信頼性をどうマ

ネジメンし発展させるか考えます。そして、グローバル SCM のなかで皆さんに求められる役割について一緒に考えた

いと思います。 

 

【授業の到達目標】 

 １．製造企業とそれを支えるサプライチェーンおよび情報システムマネジメントの概要を学ぶ。 

 2．日本の民間企業の根幹がどこにあるのか、経営理念、戦略、戦術の重要性を学ぶ。 

 3. 企業を永続させるために必要なイノベーションと社会科学系出身者の果たすべき役割を考える。 

 

【授業内容・授業計画】 

 講師の実社会での体験を踏まえ、グローバルな企業活動の実例をもとに述べます。 

 毎回の講義でレポートを作成してもらい、フィードバックしながら進めます。 

 

第1 回：講義の目標と SCM 

第2 回：製造業の歴史概要 

第3 回：日本のものづくりの特徴 

第4 回：戦略と戦術 

第5 回：経営理念 

第6 回：信頼性を確保するために 

第7 回：製造業のマネジメント 

第8 回：企業トップの期待 

第 9 回：企業の求める人材像 

第10 回：情報システムと製造業 

第11 回：見える化の重要性と参画 

第12 回：情報システム戦略 

第13 回：グローバル企業の仕事と戦略 

第14 回：継続的イノベーションへの挑戦 

第15 回：まとめ 

【事前・事後学習の内容】 

 ①事前に、興味をもつ産業のなかから企業を数社選び、ホームページなどからその会社の企業理念を調べておくこ

と。そして、どのような経緯から企業理念が策定されたかという背景をつかんでおくこと。 

 ②受講で得た知識と考え方をもとに、興味を持った企業がグローバル経済のなかで、「顧客との関係をどのような戦

略、戦術で維持発展させようとしているか？」さらに「どのような人材を求めているか？」を考えること。 

 ③以上より、自分ならどのように組織に貢献するか？ 社会に貢献するか？を「自分の言葉」でまとめること。 

 

【評価方法】 

 ①毎回の講義出席時のレポート：４８％ ②最終まとめ試験：52％（知識問題と小論文） 

 いずれも、レジュメの持ち込み可。レポートと小論文では、短時間で分かりやすく表現する技法を身に着けたか否か

も重視する。 

 

【受講生へのコメント】 

 本講義では、付加的に、採用や昇格面接官を担当した長年の経験を踏まえ、企業が社会科学分野出身の学生に期

待すること、人材をどのような観点で評価しているか説明します。 

 

【教材】 

 講義時に必要な資料は配布します。 
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34 
中小企業経営論（中小企業家同友会寄付講座） 

Small Business Management 
本多 哲夫 他 

講義・半期・2単位 対象年次：全年次 科目No.CAMAG3336 

 
【科目の主題】 

 中小企業は企業数の 9 割以上を占め、常用雇用者数の約7 割を占めている。また、中小企業の経営形態、発展過程、

生み出す製品・技術・サービスは多様であり、地域経済・社会とのつながりも深い。したがって、中小企業は経済・社会

に大きな影響を与える主体であり、我々の生活においてきわめて重要かつ身近な存在であるといえる。しかも、中小企

業の経営には、大企業の論理ではない独自の論理があり、そこには人間性、社会性、地域性といった、我々の経済・

社会の発展にとって重要な要素が数多く含まれている。しかし、中小企業は個々の企業の規模の小ささと中小企業層

全体としての多様性の高さから、その経営の実態について理解が十分に進んでいるとはいえない。我々の日常にお

いても、経営学や経済学といった学術上においても、企業や経営という場合に、大企業の仕組みが前提とされて議論

される傾向がある。したがって、中小企業経営の実態について学ぶことは、企業や経営を理解するうえで、さらには、

我々の経済や社会について考えていくうえで、非常に重要であるといえる。 

 本講義では、様々な中小企業経営者から企業の経営の特徴や課題について聞くことで、中小企業への理解を深め、

中小企業経営の実態について学ぶことを目的とする。 

 

【授業の到達目標】 

 中小企業の実態と中小企業経営についての知識を深めることを目標とする。 

 

【授業内容・授業計画】 

 第1 回では授業の概要や注意点を説明し、第2 回は大阪府中小企業家同友会についての紹介と中小企業が置かれ

ている状況についての説明を行う。第 3 回以降は、下記の企業の経営者による講義を予定している。ただし、現在、調

整中であるため、変更が生じる可能性があることに留意されたい。 

第1 回： オリエンテーション（授業の概要等） 第 9 回： 東洋製鉄㈱ 

第2 回： 大阪府中小企業家同友会事務局 第10 回： ㈱三協製作所 

第3 回： ㈱仁張工作所 第11 回： ㈱ビッツクリエート 

第4 回： ㈱山田製作所 第12 回： ㈱理化工業 

第5 回： ㈱地域計画建築研究所 第13 回： ゼネル薬品工業㈱ 

第6 回： ㈱フジモト 第14 回： 梅南鋼材㈱ 

第7 回： ㈱松村合金ダイス研究所 第15 回： まとめ 

第8 回： ㈱シーメック   

 

【事前・事後学習の内容】 

 事前に講義を担当する各企業の情報をウェブサイトなどで調べておくこと。講義後は復習を行っておくこと。 

 

【評価方法】 

 授業への参加意欲とレポートで総合的に評価する。 

 

【受講生へのコメント】 

 現実の経営の話を直接聞く機会は多くはなく、とくに、複数の多様な中小企業経営者の話を 1 つの講義のなかで連

続して聞くことは希少ですので、本講義は現実の経営の姿を知るうえで、また、今後、実社会で働いていくうえで、貴重

な講義になるものと思います。 

 

【教材】 

 テキストは使用しない。参考書は講義中に適宜指示する。 
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35 
管理会計システム論 

Management Accounting System 
林 慶雲 

講義・半期・2単位 対象年次：全年次 科目No.CAACC3311 

※旧：「管理会計論特講２」の単位修得者は履修できません。 
 
【科目の主題】 

 この管理会計論特講では、主として企業の経営意思決定の際に有効な会計情報の活用、ならびに戦略的コストマネ

ジメントに焦点をあてて解説していきたい。管理会計の基本原理をよりよく理解するために、事例や計算問題（資料は

主に英文のもの、計算は出来るだけエクセルにて行う）を多用し、マネジメントとの関係性を強く意識する講義としたい。

したがって、会計を専攻する者はもちろんのこと、マネジメント全般に興味を有する者の受講も歓迎する。 

 

【授業の到達目標】 

 この講義は、管理会計の基礎概念や主な管理会計ツール、経営意思決定において会計情報の活用方法などについ

て学習し、管理会計の基礎知識や考え方を身に付けることを目標とします。 

 

【授業内容・授業計画】 

 講義の概要は、主に以下の通りである。 

  １．会計情報に基づいて経営状況の把握 

  ２．経営意思決定に会計情報の活用 

  ３．業績評価により有効な原価計算システムの構築 

  ４．グローバル経営の効率向上に役に立つ管理会計システムの確立 

 以上のことを中心に、事例を用いて解説していく。 

 

第1 回：イントロダクション 

第2 回：会計情報に基づいて経営分析(1) 

第3 回：会計情報に基づいて経営分析(2) 

第4 回：短期利益計画と CVP 分析(1) 

第5 回：短期利益計画と CVP 分析(2) 

第6 回：短期利益計画と CVP 分析(3) 

第7 回：設備投資の経済計算(1) 

第8 回：設備投資の経済計算(2) 

第 9 回：管理会計と業績評価(1) 

第10 回：管理会計と業績評価(2) 

第11 回：バランストスコアカード 

第12 回：生産性測定問題 

第13 回：トランスファープ プライシング 

第14 回：インヴェントリ マネジメント 

第15 回：まとめ 

【事前・事後学習の内容】 

 管理会計は、計算と理論が密接に関連し進展してきた専門分野である。したがって、管理会計の概念や理論をよりよ

く理解するには数多くの計算問題を解く必要がある。講義開始前、履修者に課題を配布し、事前予習してから授業に

臨んでもらう。また、一回一回講義の後に、その回の講義内容が充分に理解されているかを確認するために、課題や

小テストを行う。充分な勉強時間を確保し、授業目標達成を目指す。 

 

【評価方法】 

 テスト６０％、課題４０％ 

 

【受講生へのコメント】 

 特になし 

 

【教材】 

 テキストは使用しない。参考書は講義中に適宜指示する。 
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36 
外書講読（英語） 

Foreign Literature Reading (English) 
藤木 寛人 

講義・半期・2単位 対象年次：2 年次以上 科目No.CAENG3301 

 
【科目の主題】 

 本授業では、アップルやアマゾンドットコムなど、近年、成長著しい企業のビジネスモデルについて取り上げ、その成

功要因について考えます。 

 

【授業の到達目標】 

 内容に関する解説も適宜行いながら読み進めていきます。英語文献の輪読を通じて、長文読解の力を身につけると

ともに、ビジネスの面白さについて理解することを目標とします。 

 

【授業内容・授業計画】 

 第 1 回：オリエンテーション 

 第 2 回：The White Space and Business Model Innovation 

 第 3 回：The White Space and Business Model Innovation 

 第 4 回：The Four-Box Business Model Framework 

 第 5 回：The Four-Box Business Model Framework 

 第 6 回：The Four-Box Business Model Framework 

 第 7 回：The White Space Within 

 第 8 回：The White Space Within 

 第 9 回：The White Space Within 

 第10 回：The White Space Beyond 

 第11 回：The White Space Beyond 

 第12 回：The White Space Beyond 

 第13 回：The White Space Between 

 第14 回：The White Space Between 

 第15 回：まとめ 

 

【事前・事後学習の内容】 

 次の授業で進む範囲を事前に伝えるので、必ず事前に予習を行って臨むようにしてください。 

 

【評価方法】 

 毎回出欠を確認します。担当教員に無断で 3 回以上欠席した学生は、成績評価を F（E）とします。試験により評価し

ます。 

 

【受講生へのコメント】 

 テキストの各章のポイントとなる箇所を日本語訳し、輪読形式で読み進めます。テキストについては、オリエンテーシ

ョンでコピーを配布しますので必ず出席してください。また、必ず辞書（電子辞書可）を持参してください。 

 

【教材】 

 Mark W. Johnson（2010）Seizing the White Space, Massachusetts: Harvard Business Press. 
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37 
外書講読（英語） 

Foreign Literature Reading (English) 
青山 和司 

講義・半期・2単位 対象年次：2 年次以上 科目No.CAENG3301 

 
【科目の主題】 

 アメリカでは、1980年代からミューチュアル・ファンドや年金基金のような機関投資家(Institutional Investors)が、著しい

成長を遂げた。機関投資家の成長は、株式市場を始めとする金融市場に大きな影響を与えるとともに、株式所有の増

大を通じて、機関投資家はコーポレート・ガバナンスにも影響力を行使し始めた。 

 本講義では、こうした機関投資家の投資行動が、どのような社会経済的な影響を与えるか、気候変動等の環境問題を

視野に入れて考察する。 

 

【授業の到達目標】 

 本講義では、下記の英文テキストを使用し、英語論文の読解力を向上させるとともに、アメリカで機関投資家がどのよ

うな社会経済的な役割を果たしているか学ぶことを目標とする。 

 

【授業内容・授業計画】 

 第 1 回：ガイダンス 

 第 2 回：Universal ownership: a growing phenomenon 

 第 3 回：Development of the universal ownership concept 

 第 4 回：Collective shareholder engagement on HIV/AIDS 

 第 5 回：Challenges to universal ownership behavior 

 第 6 回：Understanding and measuring externalities 

 第 7 回：Integration of environmental, social and governance issues(1) 

 第 8 回：Integration of environmental, social and governance issues(2) 

 第 9 回：Integration of environmental, social and governance issues(3) 

 第10 回：CalPERS and corporate governance 

 第11 回：Joining forces on an international scale 

 第12 回：Climate change as a portfolio risk(1) 

 第13 回：Climate change as a portfolio risk(2) 

 第14 回：Drug pricing and access and universal owners 

 第15 回：まとめ 

 

【事前・事後学習の内容】 

 講義を理解できるように事前にテキストを読み、講義後にテキストの内容を確認する。 

 

【評価方法】 

 毎回出欠を確認します。担当教員に無断で 3 回以上欠席した学生は、成績評価を F（E）とします。発表の評価と期末

試験により総合的に評価します。 

 

【受講生へのコメント】 

 まずは金融や証券の専門用語の理解に努めてください。そうすれば論文の内容も理解できるようになります。 

 

【教材】 

 “Universal ownership: exploring opportunities and challenges” 
 テキストの入手方法は、最初のガイダンスでお知らせします。 
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38 
外書講読（英語） 

Foreign Literature Reading (English) 
田野 穂 

講義・半期・2単位 対象年次：2 年次以上 科目No.CAENG3301 

 
【科目の主題】 

 本講義では，現代の経営戦略論を代表する論者の一人である Michael E. Porter の主要論文をつうじて，経営戦略論

を学んでいきます。Porter による業界構造，戦略，国の競争力，産業クラスターなどの議論はさまざまな場面で登場し

ます。本講義では，外国語文献の日本語訳への訳出よりも，内容を理解して応用する力の向上を目指していきます。 

 

【授業の到達目標】 

 本講義では，外国語文献を活用した情報収集ができるようになることと，および外国語文献を題材にした議論ができ

るようになることを到達目標とします。 

 

【授業内容・授業計画】 

 第 1 回：ガイダンス 

 第 2 回：The Five Competitive Forces That Shape Strategy（1） 

 第 3 回：The Five Competitive Forces That Shape Strategy（2） 

 第 4 回：What Is Strategy?（1） 

 第 5 回：What Is Strategy?（2） 

 第 6 回：How Information Gives You Competitive Advantage（1） 

 第 7 回：How Information Gives You Competitive Advantage（2） 

 第 8 回：From Competitive Advantage to Corporate Strategy（1） 

 第 9 回：From Competitive Advantage to Corporate Strategy（2） 

 第10 回：The Competitive Advantage of Nations（1） 

 第11 回：The Competitive Advantage of Nations（2） 

 第12 回：Clusters and Competition（1） 

 第13 回：Clusters and Competition（2） 

 第14 回：Clusters and Competition（3） 

 第15 回：まとめ 

 

【事前・事後学習の内容】 

 配布資料等を事前によく読み，授業内容の重要なポイントを復習するようにしてください。 

 

【評価方法】 

 出席 20％，レポート 20％，期末試験 60％で評価します。出欠については毎回確認します。なお，担当教員への事

前連絡をせずに，3 回以上欠席した学生は成績評価を F（E）とします。 

 

【受講生へのコメント】 

 初回に文献のコピーを配布します。履修希望者は初回の授業に出席するようにしてください。なお，授業の進捗や参

加者の理解の具合などによって授業計画を変更する場合があります。 

 

【教材】 

 Michael E. Porter（2008）On Competition: Updated and expanded edition, Harvard Business Review Press. 
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39 
外書講読（英語） 

Foreign Literature Reading (English) 
湯川 創太郎 

講義・半期・2単位 対象年次：2 年次以上 科目No.CAENG3301 

 
【科目の主題】 

 日本の今後の産業として注目を集めつつある「観光」を分析する能力を高める事、海外での標準的な授業の雰囲気

を味わってもらう事を目的に、アメリカ人、イギリス人観光学者の執筆の欧米で定評のある観光学のテキスト“Tourism: 

Principles, Practices, Philosophies”を輪読していく。 

 

【授業の到達目標】 

 交通・通信手段の発達により国際的な人的コミュニケーションが活発化した現在では、海外からの観光客を日本に受

け入れる事や、日本人観光客の海外での体験をより有意義なものとすることが、産業としても重要となっている。このた

め、観光産業で働く機会、あるいは、他産業でも観光産業に関係する業務に携わる機会が多くなると考えられる。その

時に有益となる基礎知識を身につけてもらう事が授業の到達目標である。 

 

【授業内容・授業計画】 

 テキストに沿って、「受講生による重要部分の訳出」「講師による要約の説明、関連する事例の紹介」の 3 点により進め

ていく。各章を訳出する部分と要約する部分に分け、オリエンテーションの際に、担当部分を決める（訳出、要約をそれ

ぞれ担当してもらう）。その後の授業日にその内容を報告してもらう。 

 なお、本テキストは多くのケーススタディを含む事から、報告に対する質疑応答の他、ケーススタディに対するディス

カッションなども行っていく。 

 

 第1 回：オリエンテーション 

 第2～4 回：TOURISM OVERVIEW 

 第5～7 回：HOW TOURISM IS ORGANIZED 

 第8～10 回：UNDERSTANDING TRAVEL BEHAVIOR 

 第11～14 回：TOURISM SUPPLY, DEMAND, POLICY, PLANNING, AND DEVELOPMENT 

 第15 回：まとめ 

 

 

【事前・事後学習の内容】 

 訳出は、1 人２回程度（受講人数により変更有）を課題として課すので、報告日までに訳出の準備を行う事が第一の課

題となる。試験では、訳出の他教科書で出てきたキーワードや概念に対する記述試験も課すので、他の受講生の訳出

や、講師の要約説明を復習・理解することも重要となる。 

 

【評価方法】 

 毎回出欠を確認する。原則として担当教員に無断で 3 回以上欠席した学生は、成績評価を F（E）とする。成績につい

ては、出席、試験、および中間課題（授業内で指示）により評価していく。 

 

【受講生へのコメント】 

 観光学は様々な学問を融合した学問という性質を持つ事から、本テキストを読み込むことは、さまざまな学問を英語

で学ぶ為の基礎となろう。やや厚めのテキストであるが、用いられている英語は平易なので、臆せず挑戦してほしい。 

 

【教材】 

 Charles R. Goeldner and J. R. Brent Ritchie(2011), Tourism: Principles, Practices, Philosophies (12th edition), Wiley Pub. 

（昨年11th edition を使用しましたが、本年は最新版を使用します） 
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40 
外書講読（英語） 

Foreign Literature Reading (English) 
高木 修一 

講義・半期・2単位 対象年次：2 年次以上 科目No.CAENG3301 

 
【科目の主題】 

 本講義ではイノベーションに関するテキストを読みます。様々なところで議論されているイノベーションについて、テ

キストを読むことにより、体系的な理解を会得してもらいます。 

 

 

【授業の到達目標】 

 イノベーションについて、海外の標準的なテキストでどのように議論されているのか検討し、理解することを目標とし

ます。日本語に訳せることも重要ですが、意味を理解できるようになることに重点を置きます。 

 

 

【授業内容・授業計画】 

 毎回担当者を決め、担当箇所を発表してもらいます。発表はパワーポイント等を用います。 

 

第1 回：ガイダンス 

第2 回：What Is Innovation (1) 

第3 回：What Is Innovation (2) 

第4 回：Innovation Strategy (1) 

第5 回：Innovation Strategy (2) 

第6 回：Identifying Strategic Capabilities (1) 

第7 回：Identifying Strategic Capabilities (2) 

第8 回：Leadership and Organization (1) 

第 9 回：Leadership and Organization (2) 

第10 回：Innovation as a Process (1) 

第11 回：Innovation as a Process (2) 

第12 回：Sources of Innovation (1) 

第13 回：Sources of Innovation (2) 

第14 回：Sources of Innovation (3) 

第15 回：まとめ 

 

 

【事前・事後学習の内容】 

 授業の範囲については事前に目を通し、理解できない単語は調べてください。授業後は、要点について復習してく

ださい。 

 

 

【評価方法】 

 毎回出欠を確認します。担当教員に無断で 3 回以上欠席した学生は、成績評価を F（E）とします。試験により評価し

ます。 

 

 

【受講生へのコメント】 

 初回授業時に各回の発表担当者を決定しますので、必ず出席してください。 

 

 

【教材】 

 Tidd, J. and Bessant, J. (2014) Strategic Innovation Management, Wiley. 
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41 
ビジネス英語Ⅰ 

Business English I 
弓場 俊也 

講義・半期・2単位 対象年次：2 年次以上 科目No.CAENG3302 

 
【科目の主題】 

 国際ビジネスにおける標準語は英語です。海外のビジネスパートナーとの日々の情報交換は E メールが主流です

が取引相手は英語ネイティブとは限らず、むしろノンネイティブの場合が多い。そのため高度なレベルの英語力では

なくシンプルでベーシックな的確に意図が相手に伝えられる実践的英語が必要になります。また貿易で使用される書

類は、どこの国で発行されようが全て英語で書かれています。国際ビジネスでは英語力だけでなく貿易全体の仕組み

や、貿易実務、専門用語の知識が必須です。さらにスムーズな商談を進めるための交渉能力には異文化理解も国際ビ

ジネスパーソンには必要となります。将来国際ビジネスに係る者にとって最低限身につけておくべき実務能力として、

基礎的な英語力、コミュニケーション能力、貿易実務を習得します。 

 

【授業の到達目標】 

 国際商取引に必要な英文ビジネス・ライティングおよび貿易基礎知識の習得を目標とします。実際に国際ビジネスの

現場で使用されている実践的英語を会得するために、これまで学んだ英語の基礎を見直して確実な理解を目指し、仕

事で使えるコミュニケーションの道具としての英語を学びます。また長年の海外業務に携わっている私の経験を通した

ビジネス分野における異文化理解についても受講生と一緒に考えたいと思います。日商ビジネス英語検定3級の合格

レベルを到達目標とします。 

 

【授業内容・授業計画】 

第1 回：国際ビジネスコミュニケーションについて 

第2 回：貿易取引の基本的な流れ 

第3 回：英文ビジネスレターの構成 

第4 回：英文ビジネスレター・E メールの基礎 

第5 回：取引交渉で使われる英語 

第6 回：効果的な英文ビジネスライティング 

第7 回：国際取引で使われる英文書類 

第8 回：定型貿易条件インコタームズの英文解釈 

第 9 回：英文契約書の考え方と理解 

第10 回：英文契約書の見方（ケーススタディ） 

第11 回：国際物流で使われる英語 

第12 回：外国為替と海外決済で使われる英語 

第13 回：海外取引のリスク管理 

第14 回：国際ビジネスにおける異文化理解 

第15 回：まとめ 

 

 

【事前・事後学習の内容】 

 事前の予習は不要ですが、復習は必要です。特に海外パートナーとの情報交換に使われる専門用語、省略語を含

む貿易知識についてのおさらいは重要です。 

 

【評価方法】 

 毎回出欠を確認します。担当教員に無断で 3 回以上欠席した学生は、成績評価をＥ（F）とします。 

 毎講義時に実施するミニテストと学期末試験および出席日数により評価します。 

 なお期間中に日商ビジネス英語検定３級に合格した者は最終評価に特別加点します。 

 

【受講生へのコメント】 

 グローバル化経済によりこれからはいかなる企業に就職しても海外取引業務は不可欠です。 

 特に将来国際ビジネスの分野で仕事をしたい人、海外で活躍したい人を歓迎します。 

 

【教材】 

 日本商工会議所編「日商ビジネス英語検定 ３級公式テキスト（改定版）」 

 日本能率協会マネジメントセンター発行 

 参照する辞書は Longman Dictionary of Contemporary English を推奨します。 
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42 
ビジネス･コミュニケーションⅠ 

Business Communication I 
W. Dale Watkins 

講義・半期・2単位 対象年次：2 年次以上 科目No. CAENG3304 

 
【科目の主題】 
 This course is designed to help the students use the English they've already learned. The objective is to allow the students 
to overcome any inhibitions in spoken English and express their ideas verbally in class about daily life and business especially. 
The course material is simply a way to develop meaningful English conversation in the class as a whole group and mainly in 
pairs. The students are expected not to always follow the text perfectly, but also to expand on the topics in the text by 
asking and being asked appropriate, relevant questions. Appropriate open discussion about each lesson’s topic is highly 
welcome. 
 
【授業の到達目標】 
 The students who attend regularly and participate fully will become more confident in their spoken and written English. 
 
【授業内容・授業計画】 
 Classes cover a wide range of topics but all topics will be connected to business and commerce in one way or another. 
Several activities will be done to make sure the students become familiar with the vocabulary necessary pertaining to each 
topic. Pair work, full attention and complete participation will be the norm for each lesson. By doing so, the students will 
improve their English skill significantly. 
 Lesson 1   Self Introduction / Food / Food Industry 
 Lesson 2   Japan / Business Conditions of Japan 
 Lesson 3   Shopping / Sales 
 Lesson 4   Transportation / Business Trips 
 Lesson 5   The Salary Man Work / A People Problem 
 Lesson 6   Travel / Booking Guests into a Hotel 
 Lesson 7   Europe / Culture Clash in Business / Deadline for Midterm Written Reports 
 Lesson 8   Famous People / Using Famous People for Advertising in Business 
 Lesson 9   Health / Working Conditions 
 Lesson 10  Entertainment / Entertaining Clients 
 Lesson 11  America / Taking Business Telephone Messages 
 Lesson 12  Home / The Perfect Job For Me 
 Lesson 13  Education / Job Interviews 
 Lesson 14  Nationalities / International Trade / Deadline for Final Written Reports 
 Lesson 15  まとめ 
 
【事前・事後学習の内容】 
 Previous learning: Most students will be apprehensive to speak English in large groups. 
 Post learning: The students will be much more confident in situations using their English. 
 
【評価方法】 
 毎回出欠を確認します。担当教員に無断で 3 回以上欠席した学生は、成績評価を F（E）とします。 
 期末試験を行い、その点数を成績評価の基礎項目の 1 つとします。  
 Attending on time, Attendance slips in English, participating in class fully = 35% 
 Midterm and Final Written Reports = 20% each  Examination = 25%  3 Unexcused Absences or more = F（E） 
 
【受講生へのコメント】 
 This course is good preparation for serious and determined students who want to improve their English communication 
skills. Students who enroll in this class are expected to do the homework before each class and to review the previous one. 
Like good employees, students are also expected to be on time for each class, participate fully in the class by listening to 
the instructor and by being active in the class appropriately. They are also expected to write 2 English reports and take a 
final examination. 
 
【教材】 
 Main Text: Let’s Talk About It (Pearson Longman). Students must buy their own text and bring it to every class.  
If they don't, their final grade will be lowered.  
 Supplements: Students will be given copies. 
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43 
ビジネス・トピックス 

Business Topics 
中矢 一虎 

講義・半期・2単位 対象年次：2 年次以上 科目No.CAENG3306 

 
【科目の主題】 

 本講座では、“The Economist”等の英文記事や国際取引に使用される英文契約書を読みこなし、その内容を通して、

国際経済・貿易等も合わせて習得します。 

 

【授業の到達目標】 

 ・英文記事を読み、国際情勢を知る 

 ・国際取引に使用される英文契約書を読みこなせるようになる 

 ・国際経済や貿易の知識を習得する 

 

【授業内容・授業計画】 

 受講生においては、その記事・教材を事前に読み込んでおいて頂き、講義では、その内容につき発表・ディスカッシ

ョンする形式で進めます。 

 

第1 回：Business Communication (1) 

第2 回：Business Communication (2) 

第3 回：Business Communication (3) 

第4 回：Business Communication (4) 

第5 回：Business Contract (1) 

第6 回：Business Contract (2) 

第7 回：Business Contract (3) 

第8 回：Business Contract (4) 

第 9 回：Business Contract (5) 

第10 回：The Economist (1) 

第11 回：The Economist (2) 

第12 回：The Economist (3) 

第13 回：The Economist (4) 

第14 回：The Economist (5) 

第15 回：まとめ 

 

【事前・事後学習の内容】 

 (1) 英文記事・教材については、講義で使用する１回前には必ず事前配布します。 

 (2) 英文契約書については、下記テキストを使用しますので事前に購入しておいてください。 

 (3) 受講生においては、その記事・教材を事前に読み込んでおいてください。 

 

【評価方法】 

 (1) 毎回出欠を確認します。担当教員に無断で 3 回以上欠席した学生は、成績評価を F（E）とします。 

 (2) 期末試験を行い、その点数を成績評価の基礎項目の 1 つとします。 

 

【受講生へのコメント】 

 講義の中では、英文の記事や教材に関する日本語への翻訳のみに終わるのではなく、国際ビジネスの現場や 最

前線についても言及する所存です。ぜひ、受講生の皆さんの毎回の講義への参加を望みます。 

 

【教材】 

 ＊前期・後期 共通＊ 

 『貿易実務の基本と三国間貿易完全解説』中矢一虎著（中央経済社刊） 

 注意事項：前期および後期ともに、第 1 回目の授業から本テキストを使用しますので、事前に必ず購入の上、受講し

て下さい。 
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44 
商業科教育法Ⅰ 

Method of Teaching Business Studies I 
木口 誠一 

講義・半期・2単位 対象年次：全年次 科目No.KCBUE4401 

 
【科目の主題】 

 社会人基礎力や学士力などの経済社会が求めている能力を帰納的に分析することにより、一般的な「職業能力」の概

念を把握する。一方で、ビジネス社会で生きていくために必要な「経営リテラシー」の概念を明らかにし、商業高校の専

門基礎教育との関連を図ることにより、現代の商業高校が持つべき教育内容と教育方法について明確にしていく。 

 

【授業の到達目標】 

 高等学校学習指導要領により、教科商業の目的および商業の各科目の教育内容について理解し、商業高校の社会

的役割について認識を深める。また、模擬授業を行うことで、指導計画の作成や指導方法などについて実践的な力を

身につける。 

 

【授業内容・授業計画】 

 第 1 回：ガイダンス、キャリア教育とビジネス教育 

 第 2 回：ビジネスリーダーに求められる職業能力 

 第 3 回：職業能力の構成要素と学校制度 

 第 4 回：経営リテラシー①日本学術会議・経営学委員会・経営リテラシー分科会の記録から 

 第 5 回：経営リテラシー②経営リテラシーの体系と構造的理解 

 第 6 回：商業高校の役割、教科商業の目的と科目構成 

 第 7 回：学習指導計画案の作成①、講師による模擬授業 

 第 8 回：学習指導計画案の作成②、評価の観点 

 第 9 回：模擬授業①「ビジネス基礎」 

 第10 回：模擬授業②「ビジネス基礎」の教育の進め方 

 第11 回：模擬授業③「簿記」 

 第12 回：模擬授業④「簿記」の教育の進め方 

 第13 回：模擬授業⑤「情報処理」 

 第14 回：模擬授業⑥「情報処理」の教育の進め方 

 第15 回：講義のまとめと模擬授業実習簿の整理 

 

【事前・事後学習の内容】 

 事前学習（出身高校の教育課程についての情報収集） 

 事後学習（時代の進展と未来の商業教育について考察を進める） 

 

【評価方法】 

 テスト・レポート・模擬授業により評価する。 

評価観点 １ 教科内容や教科書・学習指導要領の内容を理解している。 

評価観点 ２ 教育方法に関する基礎理論・知識を習得している。 

評価観点 ３ 新たな未知の分野の学習に対して積極的に取り組む姿勢がある。 

 

【受講生へのコメント】 

 経済社会で求められる職業能力、ビジネス社会で求められる経営リテラシー、商業高校の教育の三者の関係を明ら

かにし、商業高校のビジョンを描けるような人材に育ってほしい。 

 

【教材】 

 1.時間配布のプリント 

 2.高等学校学習指導要領解説 商業編 

 3.その他、ガイダンスで指定する 
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45 
職業指導１ 

Career Guidance 1 
船越 久人 

講義・半期・2単位 対象年次：全年次 科目No.KCOCU4401 

 
【科目の主題】 

 キャリア教育がなぜ新たに学校教育に導入され、また、導入されなければならなかったかについて正しく理解し、キ

ャリア教育の意義を理解し、学校における実践方法やそれらに関わる諸問題の解決方法をみつける。 

 

 

【授業の到達目標】 

 高等学校教諭１種免許「商業」を取得するために必須の科目であり、学校においてキャリア教育の担当者として必要

な知識と技能を身につけ、指導能力を養うとともに実践力を高めることを目標とします。 

 あわせて、自分自身のキャリア学習とキャリア・デザインに役立てられることを目指します。 

 

 

【授業内容・授業計画】 

 現在、学校においては職業指導（Vocational Guidance）としてはじまり、進路指導(Career Guidance)への転換をへて、

キャリア教育が推進されています。学習指導要領をふまえて、学校教育におけるキャリア教育の意義と実践方法につ

いて学び、これからのキャリア教育のあり方と問題点について考えます。 

 

第1 回：人間と職業 

第2 回：人とキャリア 

第3 回：学校における職業指導のはじまり 

第4 回：職業指導から進路指導へ 

第5 回：進路指導からキャリア教育へ 

第6 回：高等学校学習指導要領とキャリア教育 

第7 回：高等学校におけるキャリア教育 

第8 回：GATB,VRT,などの実習 

第 9 回：キャリア教育に関する諸理論 

第10 回：キャリア教育とキャリア・カウンセリング 

第11 回：キャリア・カウンセリングに関する理論 

第12 回：学校におけるキャリア教育の展開 

第13 回：学校におけるキャリア教育の計画の作成 

第14 回：指導案の作成演習 

第15 回：指導案の研究と評価、まとめ 

 

 

【事前・事後学習の内容】 

 毎授業の終了時に次回授業の予定計画をわたすので、それらについて、あらかじめ調べたり、資料やデータをさが

して用意してくること。また、授業のはじめに前回の講義内容について確認小テストをするので復習をしておくこと。 

 

 

【評価方法】 

 小課題演習２０％ 指導計画と指導案の作成演習２０％ 個別プレゼン１０％ レポート５０％ を目安として総合的に

評価します。 

 

 

【受講生へのコメント】 

 自分自身のキャリア学習の参考にもしてください。 

 

 

【教材】 

 テキスト：「高等学校学習指導要領」   文部科学省   東山書房 

 参考書：「キャリア教育概説」  日本キャリア教育学会   東洋館出版社  

      講義中に適宜指示します。 
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46 
経済学 

Economics 
高橋 信弘 

講義・半期・2単位 対象年次：1 年次および再履修者 科目No.CABAS1103 

 
【科目の主題】 

 2007年ごろ米国で顕在化したサブプライムローン問題は、世界金融危機に発展し、2008年以降多くの国が不況に陥

った。このことが示すように、日本から遠く離れた外国で起こった出来事が日本経済に大きな影響を与え、誰もその影

響を避けることができない。特に、新しいビジネスを始めようとする時期に景気後退が起こると、それが原因でそのビジ

ネスが失敗することも十分起こり得る。このため、経済がどのような原理で動いているのか、また個別の経済現象がな

ぜ起きているのかを理解することは、今後の社会がどの方向へ向かうのかを考える上で不可欠である。そこで、この授

業では、経済の動きを理解するために必要な理論を説明する。 

 

 

【授業の到達目標】 

 本授業の受講により、日本経済の動きを大まかに理解できるようになる。また、ビジネス経済という視点に基づき、ビ

ジネスをするのに必要となる、経済に関する基礎知識を学ぶことができる。さらに、本授業は、本格的に経済学を学ぶ

ための準備となる。 

 

 

【授業内容・授業計画】 

第1 回：ガイダンス 

第2 回：国内総生産と財政政策 

第3 回：金融政策 

第4 回：財市場と貨幣市場における均衡 

第5 回：IS－LM 分析 

第6 回：マンデル＝フレミング・モデル 

第7 回：労働市場 

第8 回：福祉政策 

第 9 回：無差別曲線と最適消費点 

第10 回：需要と供給 

第11 回：供給曲線と厚生分析 

第12 回：独占・寡占 

第13 回：外部効果 

第14 回：公共財 

第15 回：まとめ 

 

 

【事前・事後学習の内容】 

 事前に、教科書等を読んでおくことが望ましい。 

 事後に、授業の内容を振り返り、自分が理解できているのかを確認することが必要である。 

 

 

【評価方法】 

 期末試験。出席はとらない。レポート課題を出すこともある。 

 

 

【受講生へのコメント】 

 経済が人生を大きく左右することがある。例えば、卒業時の景気がいいか悪いかによって、どの企業に就職できるか

は大きく異なる。そして、どの企業に就職するかによって、その後の生き方が大きな違いが生じる。1990 年代に卒業し

た人の中には、就職できずアルバイトで生計を立てている人も少なくない。それゆえ、経済の動きを理解することは、

人生のあり方を考える上で重要となる。 

 

 

【教材】 

 教科書： 高橋信弘著 『国際経済学入門 －グローバル化と日本経済－ 改訂第2 版』 ナカニシヤ出版。 
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47 
金融概論 

Introduction to Theory of Finance 
青山 和司 

講義・半期・2単位 対象年次：全年次 科目No.CAFAD3301 

 
【科目の主題】 

 現代の資本主義社会において金融取引は、非常に錯綜した複雑な様相を呈してきている。日々のテレビや新聞のニ

ュースでは、株式市場や為替相場の動向が逐一報道されるし、クレジットカードや消費者金融のテレビ CM 

も目にすることが多い。このように個人の日常生活においても金融取引は身近なものになってきている。そのため、社

会生活を営むうえで、金融に関する正確な知識を身につけることがますます大切になっている。 

 本講義では、複雑化し精緻化する現代の金融取引を学んで行くうえで必要となる、基礎的な知識と考え方を講述する

とともに、金融サブコースの各専門科目で取り扱われる研究領域の概略を紹介する。 

 

 

【授業の到達目標】 

 本講義の到達目標は、第１に金融関係の専門科目を履修する上で必要な基礎的知識を身に付けること、第２に新聞

等で報道される金融問題に関心を持ち、その内容を理解できるようにすることである。 

 

 

【授業内容・授業計画】 

第1 回：ガイダンス 

第2 回：商品としての金融取引 

第3 回：個人向け金融商品と金融サービス 

第4 回：企業向け金融商品と金融サービス 

第5 回：日本の金融制度と制度改革 

第6 回：金融市場の構造 

第7 回：通貨制度の歴史 

第8 回：決済業務と貨幣のシステム 

第 9 回：銀行の預金業務と貨幣需要(1) 

第10 回：銀行の預金業務と貨幣需要(2) 

第11 回：銀行の融資業務と貨幣供給(1) 

第12 回：銀行の融資業務と貨幣供給(2) 

第13 回：証券業務 

第14 回：保険 

第15 回：まとめ 

 

 

【事前・事後学習の内容】 

 参考文献や配付した資料を予習して授業に出席すること。 

 授業後には講義中にノートした内容を復習すること。 

 

 

【評価方法】 

 期末試験を行い、成績を評価する。 

 

 

【受講生へのコメント】 

 金融論の学習では専門用語を理解した上で、概念的に考えることが必要である。最初は難しいと感じるかもしれない

が、着実に学んでいくようにしてほしい。 

 

 

【教材】 

 以下の文献を講義内容に合わせて適宜、参考文献として使用する。 

 川波洋一・上川孝夫編『現代金融論』（新版）、有斐閣、2016 年 

－ 57 －



48 
経営情報概論 

Introduction to Management Information Systems 
オムニバス 

講義・半期・2単位 対象年次：全年次 科目No.CAINF3301 

 
【科目の主題】 

 経営情報論の入門科目である。社会が情報化の様相を深めていく中で、企業経営がどのように対応すべきか、また、

現実の企業経営はどのように対応しているのかを検討していく。経営情報コースの基礎科目である。 

 

【授業の到達目標】 

 社会科学の視点からの「情報とは何か」を十二分に理解し、組織や社会を適確かつ公正に運営していく情報システム

を開発支援、運営ができるようになること 

 

【授業内容・授業計画】 

 ・社会科学の視点から見た情報の意味、企業経営と情報・情報システムとの関わりの歴史について講述する（太田） 

 ・企業にとっての主要職能である生産・販売・物流管理とその情報化について検討する（太田） 

 ・情報とは何か、情報はどのようにわれわれの意思決定と企業の行動を左右するかについて勉強する（テキ） 

 ・統計情報を使った経営判断やリスク管理など企業経営への利用法の概略を理解するために、まず統計情報解析の

基礎概念や基本的手順を解説し、次にファイナンスへの応用例を紹介する（高田） 

 ・情報化とは何かという基本を可視化(情報の原状復元性)に求め、この概念の理解を深める。この概念に基づき企業

経営において進展してきた情報システム化の実態を解説し、業務・管理・戦略的な活用とは何かについての知識を

習得する（下崎） 

 ・組織における情報の役割と ICT の利用、ICT と組織形態の共進化の実態を概説した上で、経営組織論の最新トピッ

クであるナレッジ・マネジメント（知識経営）について、その理論的基盤と共に検討する（川村） 

 ・経営による外部への情報発信と管理という概念をテーマとする。特に企業の Investor Relations の実務を取り上げ、

経営が資本市場と情報交換を行うことの意義と効果について検討を行う。（宮川） 

 ・情報機器・ネットワーク技術の革新や経営環境変化が企業経営情報のシステム化に与えた影響を考察し、更に戦略

情報システムの意義とその構築への組織的対応の重要性を学ぶ（奥田） 

第1 回：情報とは（太田） 

第2 回：企業経営と情報（太田） 

第3 回：不確実性、情報と意思決定（テキ） 

第4 回：情報の非対称性と企業（テキ） 

第5 回：統計学とは何か（高田） 

第6 回：統計情報と金融工学入門（高田） 

第7 回：情報の可視化概念（下崎） 

第8 回：企業経営における情報化（下崎） 

第 9 回：経営情報の訴求目的と訴求対象（宮川） 

第10 回：IR によるコミュニケーション戦略（宮川） 

第11 回：情報化と組織（川村） 

第12 回：ナレッジ・マネジメント（川村） 

第13 回：経営情報システムの変化と進化（奥田） 

第14 回：戦略的情報システム（奥田） 

第15 回：まとめ 

 

【事前・事後学習の内容】 

 事前：該当する教科書の章を読んで理解してくること 

 事後：講義内容を基に、各章の要点を確認すること 

 

【評価方法】 

 教科書内容を理解しているかを基本に、各教員の講義内容の独自性に即した最終試験で評価する（教員によっては

平常点等を加味する場合がある）。 

 

【受講生へのコメント】 

 特に無し 

 

【教材】 

 教科書：ビジネスエッセンシャルズ『経営情報』有斐閣／参考書：講義時に各担当教員から指示 
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49 
企業経営概論 

Introduction to Business Administration 
オムニバス 

講義・半期・2単位 対象年次：全年次 科目No.CAMAG3302 

 
【科目の主題】 

 経営学の基本的な内容について、専任教員がそれぞれの専門講義を担当する。それを通じて、企業経営における

基本職能(人事・生産・財務・販売・戦略・組織等)の理解を目的としている。また、現代の企業に何が求められているか、

最新のテーマについても学習する。 

 

【授業の到達目標】 

 経営学は、それぞれのサブテーマ(組織・戦略・構造・販売・生産・人事・財務等)からなっており、それらのサブテーマ

ごとの基本的なポイントを理解することが第一の目標である。第二の目標は、企業は環境変化に動態的に対応すること

が求められていることから、企業にとっての最新の経営課題とは何か、さらにはその解決策をどのようにデザインする

か、これらを修得することを目的としている。 

 

【授業内容・授業計画】 

 ・この科目は、主として、1・2 回生を対象としている。また、経営コースを選択する学生の必修科目である。 

 ・この科目は、主に商学部の経営分野に属する教員によるオムニバス形式で提供される。実務経営者などの特別講

師を招待することもある。 

 ・基礎科目としての性格上、基本用語を習得するために、各教員からキーワード課題が与えられる。 

 

 詳細は、第１回目のオリエンテーションの際に、連絡しますので、確認してください。 

 下記の講義計画やキーワード課題の内容等は、変更される場合があります。 

 

第1 回：下﨑 オリエンテーション 

第2 回：下﨑 企業経営とは何か？ 

第3 回：中瀬 生産システムの歴史と現状 

第4 回：中瀬 生産システムの発展 

第5 回：狩俣 組織の構造と動態 

第6 回：狩俣 経営におけるリーダーシップ 

第7 回：山田 経営戦略論 

第8 回：山田 アントレプレナーシップ 

第 9 回：小林 標的市場と製品マーケティング 

第10 回：小林 マーケティング・ミックスと SWOT 

第11 回：テキ 経営財務（コーポレート・ファイナンス） 

第12 回：テキ コーポレート・ガバナンス 

第13 回：下﨑 日本的人事システム 

第14 回：下﨑 職場におけるモチベーション 

第15 回：まとめ

【事前・事後学習の内容】 

 ■事前学習 オリエンテーションの際、講師毎のキーワード課題が配布される。学生はキーワードをA4用紙１ページ

程度のレポートにまとめて、各講師の最初の講義開始時に提出する。 

 ■事後学習 講義の内容について、講義終了後、どのように理解が深まったか、各自学生が復習をして、次の講師

の最初に小テストを実施する。 

 

【評価方法】 

 レポートおよび小テスト等を総合的に判断して評価する。 

 

【受講生へのコメント】 

 オリエンテーションには必ず出席すること。講義の詳細について、連絡する。 

 企業経営者等の講義が開講されることがあります。その時は事前に連絡する。 

 

【教材】 

 大阪市立大学商学部[2003]『ビジネスエッセンシャルズ① 経営』有斐閣 
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50 
国際ビジネス概論 

Introduction to International Business 
オムニバス 

講義・半期・2単位 対象年次：全年次 科目No.CAINT3301 

 
【科目の主題】 

 本講義は、６人の教員によるオムニバス形式によって行われ、国際ビジネスを、国際経営、国際マーケティング、国際

管理会計、国際金融、貿易、国際産業立地の六つの側面から概説する。つまり、以上の六つの分野を通じて国際ビジ

ネスを多角的に分析する。本講義の教科書は、各分野を担当する教員によって、本講義用に執筆されたものである。

各教員は基本的に、自分の執筆した章の内容にそって講義を行う。国際ビジネスに関するこのような講義、そして教科

書は、全国的にも珍しい。 

 国際ビジネスでは、企業経営というミクロ的側面と、それを取り巻く世界経済の動向というマクロ的側面が結びつき、互

いに影響を与えている。そのため、国際ビジネスを実践する際には、上記の六つの側面をすべて考慮したうえでの意

思決定がなされる。言い換えると、国際ビジネスを理解するには、幅広い知識と柔軟な思考能力が必要である。そうし

た知識を得るための序論となる講義である。 

 

【授業の到達目標】 

 本授業の受講により、国際ビジネスを理解する上での基本的な知識と考え方を得られる。また、一つのテーマに対し

て複数の教員が講義するので、多面的なものの見方をできるようになる。 

 

【授業内容・授業計画】 

第1 回：国際経営序論 

第2 回：国際経営本論 

第3 回：国際マーケティング序論 

第4 回：国際マーケティング本論 

第5 回：貿易・貿易政策序論 

第6 回：貿易・貿易政策本論 

第7 回：貿易・貿易政策各論 

第8 回：国際金融序論 

第 9 回：国際金融本論 

第10 回：国際金融各論 

第11 回：国際産業立地序論 

第12 回：国際産業立地各論 

第13 回：国際管理会計序論 

第14 回：国際管理会計本論 

第15 回：まとめ 

 

【事前・事後学習の内容】 

 事前に、教科書を読んでくることが望ましい。 

 事後に、授業の内容を振り返り、自分が理解できているのかを確認することが必要である。 

 

【評価方法】 

 期末試験。出席はとらない。 

 

【受講生へのコメント】 

 国際ビジネスと言っても、その基本となるのは、経営、会計、マーケティング、金融、産業立地などの知識である。した

がって、講義では、そうした基礎知識を説明したうえで、それを国際ビジネスにどう応用するかを論じる。つまり、本講

義は商学部で学ぶ各分野の内容を凝縮しているので、多様な内容を一挙に学べる機会となる。 

 

【教材】 

 教科書： 大阪市立大学商学部編『国際ビジネス』有斐閣。 

 本書に沿って講義を進める。そのため受講の際には本書を必携のこと。 
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51 
企業評価論 

Business Analysis & Valuation 
石川 博行 

講義・半期・2単位 対象年次：全年次 科目No.CAACC3340 

 
【科目の主題】 

 財務諸表は企業情報の宝庫である。企業を取り巻く利害関係者は、公表された財務諸表データを用いて様々な経済

的意思決定を行っている。本講義では、財務諸表を利用する株主や債権者の立場から、企業の収益性やリスクの程度

等の企業特性を評価するための手法、並びに最新の企業評価モデルとその実践的活用法、さらに企業の配当政策が

企業価値にどのような影響を及ぼしているのか等について学習する。 

 

 

【授業の到達目標】 

 単なる分析手法の習得にとどまらず、企業が公表するナマの財務データを用いて、企業分析・企業評価を実際に行

うことができるようになることが、本講義の目標である。 

 

 

【授業内容・授業計画】 

 本講義は 3 つのパートに分かれる。最初に、企業分析と企業評価に関する実践的な手法を学習する。次に、会計情

報と株価の関係を調査した実証分析の結果を解釈する。最後に、配当政策と企業評価の関係を議論する。 

 

第1 回：ガイダンス：本講義の概要 

第2 回：企業分析：収益性の分析① 

第3 回：企業分析：収益性の分析② 

第4 回：企業評価：リスクの分析① 

第5 回：企業評価：リスクの分析② 

第6 回：中間テスト 

第7 回：会計情報による投資リターンの評価 

第8 回：会計情報による投資リスクの評価 

第 9 回：企業評価：配当割引モデル 

第10 回：企業評価：超過利益モデル 

第11 回：企業評価：オールソン・モデル 

第12 回：わが国企業の配当政策 

第13 回：配当の情報内容仮説 

第14 回：自己株式取得と配当政策 

第15 回：まとめ 

 

 

【事前・事後学習の内容】 

 テキストや配布レジュメの予習・復習を心がけたい。 

 

 

【評価方法】 

 中間テスト（30%）、レポート（20%）、期末試験（60%）による総合評価（予定）。 

 

 

【受講生へのコメント】 

 初学者でもわかりやすい授業を心がけるが、財務データ等を用いた実践的な分析に関心がある受講生が望ましい。

毎回、テキスト、配布レジュメ、電卓を持参されたい。 

 

 

【教材】 

 石川博行『配当政策の実証分析』中央経済社, 2007 年。 
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52 
会計監査論 

Auditing 
（オムニバス） 

講義・半期・2単位 対象年次：全年次 科目No.CAACC3305 

※旧：「財務会計論特講２」の単位修得者は履修できません。 
 
【科目の主題】 

 企業が作成する財務諸表の信頼性を確保する行為が会計監査であり、それを担う会計のプロフェッショナルである公

認会計士は社会的に重要な役割を担っています。 

 この講義は、証券市場における会計監査の機能を中心として、財務会計の基礎的な仕組みから財務会計を取り巻く

最近の動向、会計監査の仕組みや会計監査が抱える問題点などを明らかにすることを目的する、いわば「公認会計士

論」とも言うべき講義です。受講者のニーズに適応するように、理論的な説明だけでなく、財務会計の実例の紹介や会

計監査の具体的な手続きに関する実践的な講義を行います。 

 

【授業の到達目標】 

 財務会計の基礎的な仕組みから財務会計を取り巻く最近の動向、会計監査の仕組みや会計監査が抱える問題点な

ど授業の内容を理解し、これらテーマについて関心を持ち、主体的に考えることができるようになることを授業の到達

目標とします。 

 

【授業内容・授業計画】 

 本講義は、本学の商学部・経済学部OB の 3 名の現役公認会計士によるオムニバス形式の講義です。受け身ではな

く、ぜひ積極的に質問に来てください。 

 詳細な講義計画は講義開始前に改めて掲示します。隔年開講の一昨年度の講義内容は、以下の通りです。 

 

第1 回：会計の基本ルールを確認する 

第2 回：上場会社の決算書の実例を読み解く 

第3 回：大阪市立大学の決算書を読み解く 

第4 回：不正事例の実態や取り組み状況を紹介する 

第5 回：会計基準の改正の状況を確認する 

第6 回：公認会計士とは 

第7 回：国際会計基準の概要 

第8 回：国際会計基準の事例研究Ⅰ：従業員給付 

第9 回：国際会計基準の事例研究Ⅱ：固定資産 

第10 回：国際会計基準の事例研究Ⅲ：減損 

第11 回：財務諸表監査の実際Ⅰ： 

監査業務の受注から監査計画の立案 

第12 回：財務諸表監査の実際Ⅱ：内部統制の検証 

第13 回：財務諸表監査の実際Ⅲ： 

財務諸表項目の監査 

第14 回：財務諸表監査の実際Ⅳ： 

開示書類の監査・監査結果のまとめ 

第15 回：全体の総括 

 

【事前・事後学習の内容】 

 事前学習は特に求めませんが、講義で配布するレジメをもとに、復習をしてください。また、財務会計・会計監査に関

連する疑問や質問があれば、講義の際に質問をしてください。 

 

【評価方法】 

 期末時に試験をおこないます。 

 

【受講生へのコメント】 

 日本の会計・監査制度は今、激動期にあります。将来就職する企業が IFRS（国際財務報告基準）を採用しているかも

しれません。公認会計士という職業に関心のある人もない人も、生の会計・監査に触れるよい機会です。ぜひ積極的に

講義に参加してください。 

 

【教材】 

 テキスト・参考書等については、詳細な講義計画を含めて、講義開始前に改めて掲示します。講義中に詳細な資料

を配付します。 
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53 
交通論 

Transportation Economics 
湯川 創太郎 

講義・半期・2単位 対象年次：全年次 科目No.CAFAD3334 

 
【科目の主題】 

 交通は我々にとって身近で、かつ不可欠な存在である。社会で取り上げられる諸事象の多くが交通に関係を有する

ものであったり、或いは交通自体が社会問題の一つとなったりする。本講義では、こうした交通を、いかにして理解する

か、派生する諸事象をどのように分析するかを体得していくことを目的とする。 

 

【授業の到達目標】 

 交通と隣接領域に関する、知識・分析手法（ここでは、どんな分析をするかの大枠）を体得する。 

 

【授業内容・授業計画】 

 経済・経営学を学ぶ学生向けに書かれたテキストの解説を中心に、日常における交通の役割、交通部門の位置づけ

の歴史的変化、社会における交通部門の意義と機能といった点について、経済学、経営学、商学の視点から概説して

いく。下記のテキスト、参考書の他、重要な情報を適宜レジュメにて紹介していく。また、鉄道産業の海外への進出や

その背景となる発展途上国の交通問題などの時事的な話題についても説明を加えていく。 

 

第1 回：オリエンテーション 

[2～4 回 交通政策とは] 

第2 回：交通・交通政策とは 

第3 回：交通政策の手段 

第4 回：交通政策の主体 

[5～6 回海外の交通政策] 

第5 回：日本以外の先進国の交通政策 

第6 回：発展途上国の交通政策 

[7～9 回 交通と規制] 

第7 回：政府の失敗と市場の失敗 

第8 回：規制緩和の考え方 

第 9 回：規制緩和の事例 

[10～11 回 交通と費用] 

第10 回：交通分野での費用負担のあり方 

第11 回：交通社会資本整備のあり方 

[12～13 回交通と環境・地域交通] 

第12 回：交通と環境 

第13 回：地域交通 

[14～15 回まとめ] 

第14 回：交通論を学ぶにあたっての重要キーワード 

第15 回：まとめ

 

【事前・事後学習の内容】 

 交通政策や制度に関して、重要なキーワードとその意味、および「なぜそうした政策が行われているのか、制度が設

けられているのか」を理解する必要がある。そのために、授業内での指示に従って予習することや、レジュメやスライド

を用いた復習が必要である。 

 

【評価方法】 

 中間レポートと期末試験により実施する。評価比率、レポートの実施、提出時期などは授業内で指示するので、アナ

ウンスに注意する事。 

 

【受講生へのコメント】 

 規制、費用の項目を中心にミクロ経済学の知識に基づいた説明を行うが、計算問題等は課さず、商学の基礎科目を

履修済の学生なら理解できる講義を行う。勿論、経済学の知識を持つ事が望ましい。 

2016 年の講義内容をホームページ（http://www.s-yukawa.net/Transport）で公開しているので、受講の参考にしてい

ただければ幸いである。 

 

【教材】 

 テキストは使用しない。 

 参考図書 

 『交通政策入門』大井 尚司 (著) 後藤 孝夫 (著) 衛藤 卓也(監修)、同文館出版、2011 

 『発展途上国交通経済論』土井正幸、勁草書房、1995 

 『明日の都市交通政策（改訂版）』、杉山 雅洋 (著) 浅野 光行 (著) 苦瀬 博仁 (著)、成文堂、2008 
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54 
比較産業論 

Comparison of Industry 
藤木 寛人 

講義・半期・2単位 対象年次：全年次 科目No.CAIAU3309 

 
【科目の主題】 

 産業を比較する場合、どのような視点を持って比較を行うかが重要です。本講義では、競争政策の視点から、いくつ

かの現実の産業において展開される企業間競争について考えます。まずは、競争の意義や規制改革を推進する必要

性などについて理解を深めたあと、競争および規制との関係が深い産業をいくつか取り上げ、それぞれの歴史的展開

とその特徴、これからの課題について考えます。 

 

 

【授業の到達目標】 

 1990 年代以降、日本の産業全体を十把ひとからげに捉え、産業ごとの本質的な違いを軽視した産業分析がなされる

傾向がありました。それぞれの産業には個性があり、それを踏まえた分析、そして産業ごとの個性に応じた競争政策が

展開されるべきです。本講義では、そうした視点を身につけることを到達目標としています。 

 

 

【授業内容・授業計画】 

第1 回：ガイダンス 

第2 回：競争政策の追求すべき競争とは 

第3 回：イノベーションと規制改革 

第4 回：日本の競争政策の歴史と展開 

第5 回：ビール産業 

第6 回：自動車産業 

第7 回：航空産業 

第8 回：医薬品産業 

第 9 回：流通業 

第10 回：建設産業① 

第11 回：建設産業② 

第12 回：リサイクル産業① 

第13 回：リサイクル産業② 

第14 回：予備 

第15 回：まとめ 

 

 

【事前・事後学習の内容】 

 授業内容の理解度を確認するため簡単なテストを行うことがあります。 

 

 

【評価方法】 

 期末試験、レポート、講義への参加度などを踏まえ総合的に評価します。 

 

 

【受講生へのコメント】 

 本講義では、ものづくり産業からサービス産業まで幅広く取り上げ、産業分析を行います。広く浅く産業について学

びたい学生は是非受講してください。 

 

 

【教材】 

 和田聡子（2016）『産業経済の発展と競争政策』晃洋書房。 

 その他の参考書については講義中に適宜指示します。 
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55 
証券分析論 

Investment Analysis 
宮川 壽夫 

講義・半期・2単位 対象年次：全年次 科目No.CAFAD3340 

 
【科目の主題】 

 資本市場のジュラシックパークへようこそ。カネはないけど事業の才能に溢れた経営者と、カネはあるけど事業の才

能がない投資家が資本市場で出会い、経営者が投資家から出資を受けた途端に事業が誕生します。そして、経営者

も投資家も資本市場も、「企業価値」の拡大を目指すことによって経済の発展と人類の繁栄に貢献します。このプロセス

をつぶさに観察することが本講義の主題です。 

 

【授業の到達目標】 

 そして、本講義ではコーポレートファイナンス理論を拠り所として、企業経営の根本原則となる「企業価値」の概念を

習得するとともに、エージェンシー理論はじめ組織の経済学の観点から株式会社と資本市場の機能にいかなる限界が

あるかを学びます。有価証券の歴史や制度の分析といった講義とは異なり、「企業価値」の背景にある考え方と理論の

限界について体験する本学完全オリジナル版講義です。 

 

【授業内容・授業計画】 

 資本市場には数知れない複雑怪奇なミステリーが潜んでいます。これから諸君を企業、市場、株主･投資家の三つの

ゾーンに分けてご案内しましょう。各ゾーンで学んだ知識を用いて最後の触れ合いゾーンでは現実に起きている矛盾

を具体的なテーマに沿って検討します。すべてのゾーンを体験し終わったとき諸君はファイナンス理論における主要ト

ピックを「上から目線」でカバーすることになるでしょう。諸君はこのジュラシックパークで新たな知識を得るとともにまた

新たな謎も発見するはずです。さあ、しっかりとシートベルトを締めてください。途中退席する学生の安全については

保障ができないキケンな講義です。 

 

1)巨大生物ゾーン ～株式会社の仕組みと資本市場 

 第1 回：株式会社とはなにか 

 第2 回：なぜモノには値段がつくのか 

 第3 回：会社の価値はだれが決めるのか 

 第4 回：会社の価値はどうやって決めるのか 

2)猛禽類ゾーン ～限定合理性と組織の経済学 

 第5 回：完全市場というという考え方 

 第6 回：なぜ市場は間違ってしまうのか 

 第7 回：なぜ経営者は自分勝手に行動するのか 

 第8 回：なぜ企業は利潤を最大化できないのか 

3)肉食類ゾーン ～ウォール街の分析 

 第 9 回：ウォール街：解説編 

 第10 回：ウォール街：分析編 

4)触れ合いゾーン ～市場とガバナンス 

 第11 回：株主と従業員どちらが大事か 

 第12 回：経営陣の責任とはなにか 

 第13 回：市場の公正性とはなにか 

 第14 回：会社はだれのものか 

 第15 回：まとめ 

 

【事前・事後学習の内容】 

 事前に配布資料の準備、事後は指定参考書を熟読してパーク内での身の危険に備えてください。 

 

【評価方法】 

 期末試験を実施します。ただし、講義に出席して資本市場のジュラシックパークを体験することが最も重要です。各ゾ

ーンでは諸君が安全に生存していることを確認する仕組みがほぼ日常的に取られており、出席した人がトクをするよう

な試験内容と評価メカニズムを採用しています。 

 

【受講生へのコメント】 

 弱肉強食のドラマが展開するジュラシックパークから無事生還を果たした諸君の体験は、経営学分野の多くの科目に

おいて幅広く応用できるはずです。講義を楽しんで下さい。 

 

【教材】 

 パーク内を迷わず安全に回っていただくための愛をこめたガイドマップが資料として宮川研究室ウェブサイトにアッ

プされます。『企業価値の神秘』宮川壽夫著（中央経済社）が参考書です。 
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56 
日本産業論 

Japanese Industries 
田野 穂 

講義・半期・2単位 対象年次：全年次 科目No.CAIAU3328 

 
【科目の主題】 

 製造業は長年にわたって日本の産業経済を支えてきました。しかし，製造業は高度経済成長期以降，石油危機，バ

ブル経済の崩壊，リーマンショックなどの厳しい局面に直面しながら発展を遂げてきました。本講義では，製造業一般

の歴史を学んだうえで，日本の主要産業の 1 つとして数えられる自動車産業，機械産業，そして 2000（00）年代に入っ

てから注目を集めている航空機部品産業の動向と特徴について説明していきます。 

 

 

【授業の到達目標】 

 本講義では，日本産業の基礎知識，特徴，動向などの理解を到達目標とします。 

 

 

【授業内容・授業計画】 

 第 1 回：ガイダンス 

 第 2 回：日本産業の歴史（1）戦後の経済復興（1940～50 年代） 

 第 3 回：日本産業の歴史（2）高度経済成長（1960 年代） 

 第 4 回：日本産業の歴史（3）安定成長期にみる日本企業の経営 

 第 5 回：日本産業の歴史（4）バブル経済の崩壊から現代 

 第 6 回：自動車産業（1）概観 

 第 7 回：自動車産業（2）生産システム 

 第 8 回：自動車産業（3）企業間関係 

 第 9 回：機械産業（1）概観 

 第10 回：機械産業（2）分業関係 

 第11 回：機械産業（3）中小企業の製品開発 

 第12 回：航空機部品産業の発展（1）概観 

 第13 回：航空機部品産業の発展（2）中小企業の台頭 

 第14 回：航空機部品産業の発展（3）産業振興をめぐる企業‐行政の関係 

 第15 回：まとめ 

 

 

【事前・事後学習の内容】 

 ノートや配布資料などを事前によく読み，授業内容の重要なポイントを復習するようにしてください。 

 

 

【評価方法】 

 定期試験80％，レポート 20％で評価します。 

 

 

【受講生へのコメント】 

 授業の進捗や参加者の理解の具合などによって授業計画を変更する場合があります。 

 

 

【教材】 

 テキストは使用しません。参考書は講義中に適宜指示します。 
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57 
現代生産システム論 

Evolution of Production Systems 
坂本 清 

講義・半期・2単位 対象年次：全年次 科目No.CAMAG3335 

 
【科目の主題】 

 1990 年代からの地球規模での「市場革命」「情報革命」「環境革命」の大潮流の中で、わが国の「もの作り立国」の理念

や政策は大きく揺らぎ、今やその根本的な再構築が求められている。本講は「生産システムの進化ともの作りの現代的

課題」を主題とし、生産システムの進化という視点から、すなわち、人類の価値の源泉である生産活動の歴史的変化と

いう視角から生産システムの本源的・歴史的意義を明らかにし、これら３つの大波に対応してわが国の 21 世紀生産シ

ステムはいかなる進化を遂げつつあるのか、それは文明社会のさらなる発展を展望できるものなのか、いわば日本の

次世代生産システムの条件と課題について検討する。 

 

【授業の到達目標】 

 現代日本の生産システムにおける巨大な「変化」の特質と「もの作り立国」再構築の条件について学習することを通じ

て、学生が「もの作り立国」日本の変化の動向と課題、そして 21 世紀日本を展望できる能力を身につけること、これが

授業の目標である。 

 

【授業内容・授業計画】 

 生産システムは、生産力の巨大な発展と人間らしい生活とを目標に、地域的･歴史的条件との闘いの中で進化してき

た。それは、人類の文明の発展の一つの指標であり、文化の反映でもある。したがって、生産システムの進化とは、人

類の文明の歴史を意味しているといえる。本講義は、近代市民社会から現代に至る生産システムの進化の過程を 5 つ

のフェーズに分類し、企業社会の発展の中で、現代の生産システムがどのように進化してきたのか､その論理と実態と

を明らかにする。 

 

第1 回：オリエンテーション: 

もの作りの 3 つの命題。生産システムの進化とは何か。 

第2 回：熟練・分業とイギリス産業革命 

第3 回：アメリカ産業革命と生産システム革新 

第4 回：テイラー･システムと管理の科学化 

第5 回：自動車技術の発展とフォーディズム 

第6 回：フォードシステムと大量生産原理 

第7 回：日本的生産システムとフレキシビリティ 

第 8 回：トヨタ生産システムと生産原理の革新 

第 9 回：ME 技術とフレキシブル・オートメーション 

第10 回：20世紀システムの崩壊とグローバリゼーション 

第11 回：日本的労働批判と人に優しい生産システム 

第12 回：モジュール型生産システムと IoT 

第13 回：生産システムの進化と環境ジレンマ 

第14 回：環境の世紀と循環統合型生産システム 

第15 回：まとめ:もの作り立国の展望 

 

【事前・事後学習の内容】 

 テキストを読んで次回講義に関する予備知識を学習するとともに、毎回配布するハンドアウトによって講義内容の再

確認と再検討を行うこと。 

 

【評価方法】 

 成績は期末試験（70％）と授業参加度（30％）で評価する。 

 

【受講生へのコメント】 

 経済価値の根源が人間の生産活動にあることを再認識すること。 

 

【教材】 

 テキスト:坂本 清『熟練・分業と生産システムの進化』文眞堂、2017 年(予定)、およびハンドアウト 

 参考書:坂本 清『フォードシステムともの作りの原理』学文社、2016 年 
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58 
管理会計論 

Management Accounting 
卜 志強 

講義・半期・2単位 対象年次：全年次 科目No.CAACC3336 

 
【科目の主題】 

 管理会計は、経営管理のための会計であり、企業や非営利組織、政府行政機関および地方自治体行政組織などあら

ゆる組織の管理・運営に役立つ学問である。したがって、管理会計の知識は、商学部の学生にとって必要不可欠な知

識である。 

 

 

【授業の到達目標】 

 本講義では、管理会計の基礎知識の習得を目標として、管理会計の基礎理論・技法を中心に講義を進めていく。ま

ず、管理会計の意義、概念や方法など、管理会計の基礎を解説する。そして、経営計画とコントロールのための会計を

取り上げる。さらに経営意思決定のための会計について解説する。最後に経営戦略の策定と実行のための会計につ

いて紹介する。 

 

 

【授業内容・授業計画】 

第1 回：管理会計の意義と基本概念 

第2 回：企業評価と財務分析 

第3 回：事業部制の業績管理 

第4 回：中長期計画、利益計画と予算管理 

第5 回：コスト・コントロール 

第6 回：原価企画によるコスト・マネジメント 

第7 回：ＡＢＣによる製品戦略・予算管理 

第8 回：統合的コスト・マネジメント 

第 9 回：営業費と一般管理費の管理 

第10 回：キャッシュ・フロー経営 

第11 回：設備投資計画 

第12 回：戦略的・戦術的価格決定 

第13 回：バランスト・スコアカード 

第14 回：無形資産の管理 

第15 回：まとめ 

 

 

【事前・事後学習の内容】 

 基本概念、考え方、計算方法。 

 

 

【評価方法】 

 期末試験により評価する。 

 

 

【受講生へのコメント】 

 原価計算に関する基本知識を事前に習得しておくこと。 

 

 

【教材】 

 桜井通晴（著） 『管理会計 基礎編』 同文舘出版、2010 年。 
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59 
情報産業論 

Information Industry 
西岡 茂樹 

講義・半期・2単位 対象年次：全年次 科目No.CAIAU3331 

 
【科目の主題】 

 ≪情報産業≫という言葉が使われるようになったのは 1960 年代に入った頃からである。それはイギリスの産業革命

から始まった≪モノ≫の製造という領域とは全く異なる、新しい特性を有する新しい産業の誕生を意味する。そしてそ

れを牽引したのは、言うまでもなく 1950 年代に登場した≪コンピュータ≫である。それはさらに 1990 年代に入って爆

発的に発展した≪インターネット≫により、激しく変貌していくことになる。本論では、この情報産業の諸相を発展を歴

史を追って描いていき、その構造と本質を論じていく。 

 

【授業の到達目標】 

 ・情報産業の歴史的発展過程を理解する 

 ・情報産業の構造とそれぞれの特性を理解する 

 ・情報産業の様々な領域におけるキープレーヤーの戦略を理解する 

 ・情報産業の将来展望について一定の知見を持つ 

 

【授業内容・授業計画】 

 毎回、レジュメや資料を紙媒体で配布し、PowerPoint およびインターネット上の様々なサイトやビデオなどを提示しな

がら講義していく。各種資料は、インターネット経由でダウンロードできるようにし、各自が自由に加工・編集できるよう

にする。 

 

第1 回：オリエンテーション 

第2 回：コンピュータ業界の巨人～ＩＢM の軌跡～ 

第3 回：国産コンピュータの挑戦～富士通・日立～ 

第4 回：産業のコメ、半導体産業～インテル・日本・アジア～ 

第5 回：激動のパソコン産業～ＩBM の貢献と没落～ 

第6 回：マイクロソフトのビジネスモデルの変遷 

第7 回：Apple がもたらすデジタル革命 

第8 回：日本の通信業界とその特性 

～NTT 独占から NCC との競争環境へ～ 

第 9 回：通信業界の風雲児ソフトバンクの挑戦 

第10 回：Google がもたらした情報革命 

第11 回：Amazon が開拓したネットビジネス 

第12 回：デジタルコンテンツ流通 

～音楽配信・映像配信・電子書籍～ 

第13 回：オープンソース～Linux・mozilla など～ 

第14 回：AI（人口知能）がもたらす未来 

第15 回：高度情報化の光と影 

 

【事前・事後学習の内容】 

 情報産業は日々、ダイナミックに動いている。新しい変化を、新聞、テレビ、ネットなどを通じ、いつもアンテナをはっ

てキャッチしておくこと。時間が許す限り、講義中にコメントしていきたい。 

 講義日の前日の朝までに配布教材をネット上にアップするので、それに目を通しておくこと。 

 講義中に参考文献、参考サイトを紹介するので、講義後に各自でそれらに目を通すこと。 

 

【評価方法】 

 ショートレポートを数回提出してもらうので、そのレポート点が 30%、期末試験が 70%で評価する。 

 

【受講生へのコメント】 

 これらのデジタル革命を引き起こしたのは、ほとんどがアメリカの大学生である。彼らのフロンティアスピリットに触れ

て、日本の 21 世紀を切り開いていく自覚と勇気をもってほしい。 

 

【教材】 

 テキストは使用しない。参考書は講義中に適宜指示する。 
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60 
マーケティング経済論 

Marketing Economics 
田村 晃二 

講義・半期・2単位 対象年次：全年次 科目No. CAFAD3321 

 
【科目の主題】 

 企業のマーケティング活動は「市場における企業同士の競争」を抜きにして語れませんが，競争の理論的基礎といえ

ば，産業組織論（応用ミクロ経済学）と競争戦略論という二つの分野が外せません．近年，この二つの分野とマーケティ

ング論とを橋渡しするような動きがみられつつあります．いわゆる，経営の経済学（ビジネス・エコノミクス）とよばれる分

野がそれです．授業では，それら経営の経済学のなかで，特にマーケティング競争を分析していく上で必要となるゲ

ーム理論を用いた一連の枠組みを解説していきます． 

 

【授業の到達目標】 

 個々のマーケティング現象をやや突き放して，より抽象的に，あるいはもっといえば，より理論的に説明するための道

具を身につけてもらうことが，この授業の目標です． 

 ただし，経営の経済学の分野に通常みられるような数学的アプローチは極力避け，やさしい基本的な分析枠組みを

概観します． 

 

【授業内容・授業計画】 

 基本的に，マーケティングの事例や現場について詳述するような授業ではありません
．．．．．

．そうではなく，どちらかといえ

ばやや突き放して，マーケティング競争分析のための経済学的（ゲーム理論的）思考の基礎・キーワードを順番に解説

していく，というのがこの授業の概要です． 

 ただし，毎時限，ウォーミングアップとして，より実践的なマーケティングに関わるトピックを紹介する時間も設ける予

定です． 

 

第1 回：オリエンテーション 

第2 回：市場構造分析の基礎 

第3 回：需要特性の基礎 

第4 回：費用要因の基礎 

第5 回：戦略とは何か？ 

第6 回：先読みと均衡 

第7 回：リスクと不確実性 

第8 回：インセンティブから考える 

第 9 回：コミットメントから考える 

第10 回：シグナリングから考える 

第11 回：スクリーニングと逆選択から考える 

第12 回：モラル・ハザードから考える 

第13 回：分析枠組みの実践的応用（競争戦略編） 

第14 回：分析枠組みの実践的応用（組織問題編） 

第15 回：まとめ 

 *基礎（構造・行動）/キーワード/応用の 3 部構成 

 

【事前・事後学習の内容】 

 毎回の受講後の復習，つまり，授業内容を確認しながら練習問題を解いてみることが必要になります．練習問題につ

いては，こちらから指示します． 

 

【評価方法】 

 中間リポート等は行いません
．．．

． 期末試験（持込なし･フル選択問題の予定）のみ
．．

で評価します． 

 また，出席は一切とりませんので，出席点等というものもありません． 

 

【受講生へのコメント】 

 （田村「小売商業論」のように）事例や現場について詳述するというような講義ではなく
．．

，それら現象を理論的に分析し，

共通の制度的なメカニズムを観察する際に必要となる抽象的な分析枠組み（道具）そのものについて解説していく授

業です．ケース等の話題は，関連授業にて学習してください．企業のマーケティング活動に理屈っぽくアプローチした

い方には向いていますが，抽象的で遠回りのようにも思える堅苦しい思考手順が苦手な方には向いていません． 

 また，出席は一切とりませんので，わざわざ出てきて喋る方はくれぐれもご遠慮ください． 

 

【教材】 

 テキストは特に指定しませんし購入の必要もありません．代わって，毎回，レジメを配布します．なお，期末試験はこ

のレジメのなかから（のみ）出題します． ちなみに，全体の参考文献は次の通りです． 

 ・淺羽 茂（2004）『経営戦略の経済学』日本評論社; 同（2008）『企業の経済学』日本経済新聞社． 
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61 
国債管理論 

National Debt Management Theory 
中島 将隆 

講義・半期・2単位 対象年次：全年次 科目No.CAFAD3320 

※旧：「証券市場論特講６」の単位修得者は履修できません。 
 
【科目の主題】 

 日本の国債は 1998 年以降、無制限に発行されるようになった。無制限発行の結果、日本の財政は持続可能な財政

制度の維持が困難となり、財政危機に直面している。ところが、金融市場では国債危機は発生していない。これまでの

常識では、国債無制限発行の帰結は財政インフレか、さもなくばクラウディングアウトが発生するものとされてきた。現

実の推移をみると、今日までのところ財政インフレもクラウディングアウトも回避されている。さらに、無制限発行が継続

しているにもかかわらず、長期金利は一貫して低下を続けている。今日の国債市場は、これまでの常識が全く通用し

ない市場となっている。こうした変化がなぜ生じたのだろうか。今日の国債無制限発行は永遠に可能だろうか。限界が

あるとすれば、どこで画されるのだろうか。 

 

【授業の到達目標】 

 １．国債膨張を招いている財政構造の分析 

 ２．国債膨張を抑制する立憲的制約があるにもかかわらず、なぜ、無制限発行が可能になっているか 

 ３．国債は主として民間金融機関によって消化されているが、国債投資に向かう資金はどのように形成されている

か。 

 ４．金融機関が国債投資に向かうのは、まず、国債の市場流動性が高いからである。流動性の高い国債市場は如何

にして形成されたか。 

 ５．国債無制限発行下で、なぜ、長期金利が一貫して低下しているのか 

 ６．財政危機下にあっても金融機関が国債投資に向かうのは、国債に対する市場の信頼があるからだ。では、市場

の信頼とは、一体、何に基づくのか。 

 

【授業内容・授業計画】 

第1 回：国債市場の現状 

第2 回：国債膨張を招く財政構造の分析(1) 

第3 回：国債膨張を招く財政構造の分析(2) 

第4 回：なぜ赤字国債の無制限発行が可能になったか(1) 

第5 回：なぜ赤字国債の無制限発行が可能になったか(2) 

第6 回：国債投資の資金形成構造と投資行動(1) 

第7 回：国債投資の資金形成構造と投資行動(2) 

第8 回：国債管理政策の転換 

第 9 回：流動性の高い国債市場の形成(1) 

第10 回：流動性の高い国債市場の形成(2) 

第11 回：流動性の高い国債市場の形成(3) 

第12 回：異次元金融緩和政策が国債市場に与える影響(1) 

第13 回：異次元金融緩和政策が国債市場に与える影響(2) 

第14 回：国債に対する市場の信頼とは何か 

第15 回：まとめ 

 

 

【事前・事後学習の内容】 

 講義の前にレジメと資料を配布する。予習と復習の教材にすること 

 

【評価方法】 

 期末の試験成績を基本とするが、毎回の講義終了時に行うコミュニケーションペーパーも参考にする。 

 

【受講生へのコメント】 

 現実感覚を磨くため日経新聞の購読すること 

 

【教材】 

 講義はテキストを使用せず事前に配布するレジメと参考資料による。参考文献は講義中に適宜指示する。 
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62 
産業立地論 

Industrial Location 
鈴木 洋太郎 

講義・半期・2単位 対象年次：全年次 科目No.CAIAU3326 

 
【科目の主題】 

 産業立地論は、地理的・空間的な観点から産業活動に関する諸問題を研究する、地理学・経営学・経済学をまたがっ

たユニークな学問です。本授業では、グローバル化の中での地域（特に大阪）の産業発展を題材にしながら、産業立

地論の基本的な考え方を講義します。 

 

【授業の到達目標】 

 本授業の到達目標は、受講生が産業立地に関する基本知識を修得するとともに、受講生が各自、具体的な産業や地

域を取り上げ、その産業立地の特徴を分析できるようになることである。 

 

【授業内容・授業計画】 

 第1に、「産業立地論とは何か」と題して、産業立地論の基本的な概念（企業の立地行動と経済社会の立地環境）につ

いて説明します。第2 に、「事業拠点の立地選択について」と題して、伝統的なウェーバーの立地論や現代的なポータ

ーの産業立地研究などについて説明します。第3 に、「産業活動連鎖と企業の立地行動」と題して、産業活動連鎖を踏

まえながら、事業拠点の立地選定だけでなく、より広義な企業の立地行動について説明します。第 4 に、「経済社会の

立地環境の論理」と題して、立地環境としての産業集積の役割などについて説明します。第 5 に、「経済社会の立地環

境と地域政策」と題して、立地環境整備の観点から政府の地域政策について説明します。 

 

第1 回：授業ガイダンス 

第2 回：産業立地論とは何か(1) 

第3 回：産業立地論とは何か(2) 

第4 回：事業拠点の立地選択について(1) 

第5 回：事業拠点の立地選択について(2) 

第6 回：事業拠点の立地選択について(3) 

第7 回：産業活動連鎖と企業の立地行動(1) 

第8 回：産業活動連鎖と企業の立地行動(2) 

第 9 回：産業立地に関するレポート発表 

第10 回：経済社会の立地環境について(1) 

第11 回：経済社会の立地環境について(2) 

第12 回：経済社会の立地環境と地域政策(1) 

第13 回：経済社会の立地環境と地域政策(2) 

第14 回：経済社会の立地環境と地域政策(3) 

第15 回：まとめ 

 

【事前・事後学習の内容】 

 テキストの所定の箇所を事前に読んでおくこと。 

 毎回の授業の最後で検討課題を提示するので、その点を事後学習しておくこと。 

 

【評価方法】 

 学期末試験（80 点）およびレポート（20 点）により評価する。 

 

【受講生へのコメント】 

 地域産業・地域経営・経済地理などに関心のある学生の受講を薦める。 

 

【教材】 

 以下のテキストを使用する。 

鈴木洋太郎『産業立地論』原書房。 
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63 
経営戦略論 

Strategic Management Theory 
山田 仁一郎 

講義・半期・2単位 対象年次：全年次 科目No.CAMAG3329 

 
【科目の主題】 

 この科目では、経営戦略理論を学びます。経営戦略の理論は、企業がおかれた状況（環境と自社の能力）を知り、そ

こから課題を発見するための道具です。様々な理論の内容に加え、それらが導かれた背景や応用例などを知ることで、

企業だけでなく受講者の皆さんが自らを見つめ、分析し、抱えている問題の解決につながるような能力を涵養すること

を大きな目的として掲げます。ビジネスパーソンが用いる、基本的な“経営語（ビジネスターム）”を習得してもらいます。

特に、イノベーションや大学発ベンチャーなど、近年の企業の問題を取り扱います。 

 

【授業の到達目標】 

 経営戦略論の基本的な論理を理解し、使用して社会現象を説明できるようになることです。 

 

【授業内容・授業計画】 

 本授業は、基礎的な戦略論の既習者を対象に、新しく事業を立ち上げる際の経営課題に関する現実的、理論的な問

題群について学ぶ。地域における技術に基づく事業創造、すなわち企業家活動とは何か。どのように経営資源を調達

し、多様な利害関係者（ステークホルダー）と対話をしながら、いかに企業の成長の節目（出口）をつくりだすことができ

るのか。大学発のベンチャーのケーススタディも含めて、内外の事例を豊富に盛り込んだ討議や考察を行う。企業の

誕生と同時にその終わり（終焉＝解散、清算）までを知ることは、株式会社制度や資本主義社会に関わる深い洞察や知

識を得ることができる。 

 

第1 回：経営戦略論の講義概要とガイダンス 

第2 回：経営戦略と企業家活動の役割 

第3 回：製品と組織のライフサイクル 

第4 回：大学発ベンチャーとは何か？ 

第5 回：企業家活動とキャリア 

第6 回：ビジネスモデル戦略 

第7 回：イノベーション理論 

第8 回：中間試験（レポート） 

第 9 回：企業家チームの組織化と組織の存続 

第10 回：科学技術政策と地域振興策 

第11 回：企業家的研究者のオーナーシップ 

第12 回：企業家の離脱・発言・忠誠 

第13 回：事業創造における出口戦略 

第14 回：ベンチャーのプラットフォーム 

第15 回：事業生態系のライフサイクル 

 

【事前・事後学習の内容】 

 事前に、予習用資料の指定を行い、課題を設定するので、熟読の上、発言回答用のメモをつくって、講義に臨むこと。

また事後学習のメモも作成し、次の講義の初回で発表をすること。 

 

【評価方法】 

 基本的には定期試験の結果で評価します（中間 15％、期末６0％）。試験では、経営学の基本的な理論・概念の理解

度をチェックします。出席そのものよりも発言に基づく講義参加の貢献、学びや気づきを大切にします（発言点2５％）。

定期試験は、指定テキストと手書きのノートのみ持ち込み可。 

 

【受講生へのコメント】 

 必ず、講義に際しては前もって、教科書の指定した範囲を読んでくるようにしてください。 

 

【教材】 

 「大学発ベンチャーの組織化と出口戦略」（山田仁一郎、中央経済社、2015）。適宜、参考となる本・雑誌あるいは映画

やドラマなども紹介します。オンライン上でかなり読めるので、『日経ビジネス』『週刊ダイヤモンド』『週刊東洋経済』な

どのビジネス雑誌などの閲覧も強く推奨します。 
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64 
技術論 

Economics of Technology 
田口 直樹 

講義・半期・2単位 対象年次：全年次 科目No.CAIAU3305 

 
【科目の主題】 

 技術論という学問は、諸産業の生産技術に着目し当該産業の競争優位、技術力、技術的課題・問題点等を明らかに

していくことを主な内容としている。天然資源の乏しい日本は技術立国として国際社会における地位を築いている。グ

ローバル競争が激化している今日においても、如何に技術立国として社会を展望するかということが将来的にも課題

である。 

 

 

【授業の到達目標】 

 この授業では、日本の機械工業・製造業に着目して、その産業競争力を産業技術連関から明らかにし、今後のグロ

ーバル時代における日本の産業の課題について明らかにしていく。 

 また、技術論の分析視角から各国の競争優位の特徴についても理解できるようになることがもう一つの到達目標であ

る。 

 

 

【授業内容・授業計画】 

第1 回：ガイダンス 

第2 回：日本の製造業と技術競争力 

第3 回：分業生産システムと中小企業の技術力 

第4 回：基盤的技術の階層性 

第5 回：基盤的技術の蓄積と取引慣行 

第6 回：中小企業における情報化 

第7 回：産業政策と基盤的技術形成 

第8 回：産業政策と基盤的技術発展 

第 9 回：アーキテクチャ論と日本の技術 

第10 回：資本財産業と日本の技術 

第11 回：国際化と日本の量産技術 

第12 回：国際化と日本の基盤的技術 

第13 回：東アジアにおける競争と協調 

第14 回：新興アジアと日本企業のプレゼンス 

第15 回：まとめ 

 

 

【事前・事後学習の内容】 

 事前学習としては、テキストおよび参考文献で参照する箇所を指定するので講義前に必ず一読しておくこと。 

 事後学習としては、講義で配布した講義資料をテキストおよび参考文献を参照しながら確認し、授業内容を復習して

おくこと。 

 

 

【評価方法】 

 １００％学期末試験で評価する。 

 

 

【受講生へのコメント】 

 適宜参考文献等を指示するので、極力参照すること。 

 

 

【教材】 

 テキストについては、最初の講義で指示しますが、今のところ、下記をテキストとして使用することを考えています。 

 田口直樹著『産業技術競争力と金型産業』ミネルヴァ書房、2011 年（3780 円） 

－ 74 －



65 
中級簿記 

Intermediate Bookkeeping 
小田 和幸 

講義・半期・2単位 対象年次：全年次 科目No.CAACC3334 

※「会計基礎論」の単位を修得した学生のみ履修可。 
 
【科目の主題】 

 簿記・会計の知識習得に加えて、公認会計士、税理士へのステップアップとなるよう、「実務でどのように簿記・会計の

知識が活かされるのか」に関して学習します。 

 

 

【授業の到達目標】 

 日商簿記検定 2 級「商業簿記」合格レベルの知識と能力を習得していただきます。試験範囲が大幅に改定されて注

目されている項目に関しての理解を深めて会計に関しての応用力を付けていただきます。 

 

 

【授業内容・授業計画】 

第1 回：簿記一巡の手続き、現金預金 

第2 回：電子記録債権・債務、棚卸資産 

第3 回：有価証券 

第4 回：有価証券、固定資産 

第5 回：減価償却、圧縮記帳 

第6 回：リース会計 

第7 回：引当金 

第8 回：為替換算会計 

第 9 回：株式会社、企業結合 

第10 回：税金、決算、株主資本等変動計算書 

第11 回：本支店会計、連結会計（総論） 

第12 回：連結会計（資本連結） 

第13 回：連結会計（資本連結・成果連結） 

第14 回：連結会計（成果連結） 

第15 回：まとめ 

 

 

【事前・事後学習の内容】 

 「会計基礎論」で学習した項目は事前に確認しておいて下さい。 

講義後には問題集の指定箇所を中心に解き込みを行うようにして下さい。また、予習と復習に関しては復習を重視する

ようにして下さい。 

 

 

【評価方法】 

 出席点、ミニテスト（3 回予定）と期末試験にて評価します。 

 

 

【受講生へのコメント】 

 単に日商簿記検定 2 級の合格を目指すだけでなく、簿記・会計に関する知識が将来どのように役立つのかに関して

も把握していただきます。この講義を受講して簿記・会計に関する理解を深めてください。間違いなく皆さんの将来に

役立つ内容となっております。 

 

 

【教材】 

 資格の大原オリジナル教材 

 ALFA 2 級商業簿記テキスト・問題集・解答解説集 
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66 
データ分析論 

Data Analysis 
高田 輝子 

講義・半期・2単位 対象年次：全年次 科目No.CAINF3313 

 
【科目の主題】 

 データ分析とは、データの情報を見やすくまとめたり、データの背後にある統計的関係を明らかにしようとするもので

す。近年の利用可能データの増大と多様化の急速な進展を受け、データ解析の重要性はますます増大してきていま

す。一方、コンピュータの能力増大や統計解析用ソフトウェアの充実により、かなり高度な分析手法まで簡単に利用す

ることが可能になってきています。こうした統計解析ソフトを利用し、出力結果を適切に解釈できる能力が、重要になっ

てきています。 

 

【授業の到達目標】 

 本講義では、統計解析パッケージＲを用い、標準的な統計手法によるデータ分析の出力結果を適切に理解・判断す

る能力を身につけることを目標とします。意欲・能力のある学生は、講義内でも紹介する、より高度な解析手法にも挑戦

して欲しいです。 

 

【授業内容・授業計画】 

 講義で扱う内容は、Ｒの基本的な使い方に加え、重回帰分析の方法など、どの分野でも有用な標準的なものを中心と

しています。回帰分析の諸仮定が満たされない場合の対処法として、外れ値の処理、頑健な手法を使った対処法、非

線形回帰など、実際のデータ分析の際に直面しがちな問題にも注目します。カーネル確率密度推計などのノンパラメ

トリックな手法、GARCH などの時系列分析をはじめ、主成分分析や、各種データマイニング手法など、高度な手法の

紹介も行う予定です。 

第1 回：統計解析の基礎概念とＲインストール演習 

第2 回：Ｒ基本操作解説 

第3 回：Ｒ配列操作・グラフ作成入門 

第4回：1変量データの解析：ノンパラメトリック確率密度推計 

第5 回：プログラミングの基礎 

第6 回：2 変量データの可視化 

第7 回：単回帰分析 

第8 回：多変量データの整理と可視化 

第 9 回：重回帰分析 

第10 回：回帰分析の諸問題と対応策 

第11 回：時系列分析の基礎 

第12 回：時系列分析の応用 

第13 回：主成分分析 

第14 回：高度な手法の紹介 

第15 回：期末レポート指導 

 

 

【事前・事後学習の内容】 

 授業は配布する講義テキストに即して行います。必ず事前に次回の講義内容を確認し、疑問点を明らかにした状態

で授業に臨んで下さい。標準的内容である第１回～第 10 回までの範囲については、講義内容習得確認のために、解

析演習を宿題として課します。期末レポートの課題は、自分の選んだデータについてのＲプログラミングを用いた統計

解析です。 

 

【評価方法】 

 期末レポート、宿題、平常点により評価します。 

 

【受講生へのコメント】 

 推定・検定をはじめとする経営統計論の知識が不可欠となりますので、受講者は経営統計論の履修が受講の要件で

す。Ｒは高度な手法も含む本格的な統計解析パッケージですが、無料で入手することができます。意欲のある方の受

講を期待しています。 

 

【教材】 

 テキストは毎回配布する講義ノートです。参考書は講義中に適宜指示します。 
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67 
貿易論 

Trade Theory 
高橋 信弘 

講義・半期・2単位 対象年次：全年次 科目No.CAINT3311 

 
【科目の主題】 

 なぜ貿易が起こるのか、貿易は一国の経済にどう影響を与えるのか、貿易政策はどんな効果があるのか、などにつ

いて考察する。そのため、貿易に関する理論を順次説明する。その理論は、ときには抽象的な概念を使い、その概念

をつかって現実を理解しようとするものである。また説明の過程では、図と数式（中学校程度）を用いる。 

 商学部の多くの講義では、一企業の経営というミクロの観点から、企業や社会の動きを考察する。一方、本講義では、

一国経済というマクロの視点から経済の動きを考察する。また、商学部の講義は一話完結型が多いが、本講義は、一

つの項目を説明するのに２～３週かかる。 

 したがって本講義は、内容や説明の仕方が、商学部の他の講義とは大きく異なるものである。 

 講義の際には、理論だけでなく、現実に起きている事例を多数取り上げることにより、できるだけ受講生の興味を惹き

つけ、関心・疑問を呼び起こすものにする。 

 なお、商学部以外の学生でも理解できるよう、基礎的な内容から説明する。 

 

【授業の到達目標】 

 本授業の受講により、日本経済及び世界経済の動きを、理論的に理解できるようになる。また、今後の世界経済の展

開を予想できるようになる。 

 

【授業内容・授業計画】 

第1 回：ガイダンス 

第2 回：貿易の基礎 

第3 回：リカード･モデル序論 

第4 回：リカード･モデル本論 

第5 回：リカード･モデル各論 

第6 回：ヘクシャー＝オリーン･モデル序論 

第7 回：ヘクシャー＝オリーン･モデル本論 

第8 回：ヘクシャー＝オリーン･モデル各論 

第 9 回：規模の経済性が存在するときの貿易序論 

第10 回：規模の経済性が存在するときの貿易本論 

第11 回：グローバル化と経済政策序論 

第12 回：グローバル化と経済政策本論 

第13 回：IS バランス序論 

第14 回：IS バランス本論 

第15 回：まとめ 

 

 

【事前・事後学習の内容】 

 事前に、教科書を読んでくることが望ましい。 

 事後に、授業の内容を振り返り、自分が理解できているのかを確認することが必要である。 

 

【評価方法】 

 期末試験。出席はとらない。 

 

【受講生へのコメント】 

 ものごとを一つの側面からしか見ないためにその本質を見失ってしまうことが、しばしば起こる。それゆえ、多様な観

点を持つことが必要である。本講義により、商学部の多くの講義とは異なる観点からの発想法を学ぶことができる。また、

貿易や貿易政策が経済に与える影響について理解することは、将来どのような分野に就いたとしても重要である。さら

に、公務員試験、公認会計士試験を受ける人にも本講義の受講を勧める。 

 

【教材】 

 教科書： 高橋信弘著 『国際経済学入門 －グローバル化と日本経済－ 改訂第2 版』 ナカニシヤ出版。 

 本書に沿って講義を進める。 
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68 
非営利組織経営論 

Management of Non-Profit Organization 
狩俣 正雄 

講義・半期・2単位 対象年次：全年次 科目No.CAMAG3319 

 
【科目の主題】 

 私たちの社会には医療や介護、貧困、ホームレス、障害者問題、地球環境問題など様々な問題があり、それをどのよ

うに解決するかが社会の大きな課題である。しかし複雑化するこれらの問題は公的機関や営利企業だけでは解決する

ことが困難になってきている。そこで、これらの問題を解決する非営利組織（NPO）が現われてきている。しかし、NPO

は人的、物的、資金的面で様々な問題を抱えており、NPO にとっては組織をいかに存続発展させるかが重要な課題

になっている。この科目では、NPO の存続発展に関わるマネジメントやリーダーシップについて講述する。 

 

 

【授業の到達目標】 

 行政組織や営利組織と非営利組織（NPO）の違や NPO の基本的特徴を学習し、NPO における良好な人間関係の形

成、人材育成、リーダー育成等の知識や技能を修得して、非営利組織を持続的に発展させるマネジメントやリーダーシ

ップ・スキルを高めることを目標とする。 

 

 

【授業内容・授業計画】 

第1 回：非営利組織経営の意義 

第2 回：組織論の展開 

第3 回：非営利組織の特徴 

第4 回：非営利活動促進法（NPO 法） 

第5 回：NPO のマネジメント 

第6 回：経営の類型 

第7 回：組織構造 

第8 回：NPO の経営計画の立て方 

第 9 回：NPO の人的資源管理 

第10 回：人間関係と信頼 

第11 回：NPO の経営倫理 

第12 回：NPO のガバナンス 

第13 回：NPO 活動の事例 

第14 回：リーダーシップ 

第15 回：まとめ 

 

 

 

【事前・事後学習の内容】 

 事前学習としては、教科書の指定箇所を熟読し、内容を確認し、準備しておくこと。事後学習としては、講義中に配布

した資料をもとに理解度をチェックし、また NPO 関連の雑誌記事等で関連する情報を収集分析し、必要に応じて授業

内容に関連する問題を解くこと。 

 

 

【評価方法】 

 期末試験、小テスト、レポート、出席状況、講義時での発言内容などを総合的に判断して評価します。 

 

 

【受講生へのコメント】 

 企業経営を中心に勉強している学生にとっては、NPO は遠い存在のように思われるかもしれませんが、近年、働きが

いや生きがい、あるいは自己実現を求めて NPO に参加する人や NPO を設立する人が増えてきています。これらの背

景や NPO の役割、NPO による社会変革、社会的イノベーションについて学習します。 

 

 

【教材】 

 教科書、狩俣正雄『信頼の経営』中央経済社、2009 年。 

－ 78 －



69 
マネジメント実践（商経講座） 

Management Practices 
オムニバス 

講義・半期・2単位 対象年次：商学部および経済学部の全年次 科目No.CAMAG3320 

 
【科目の主題】 

 この講義は、大阪市立大学の卒業生を講師として、現役の学生に現代企業社会の実情を伝授することを目的として

いる。多種多様な分野で活躍する諸先輩が講師となり、各業界・各企業の特性および現状、そして実際の仕事などに

ついて、最新の内容や講師の体験談を語っていただきます。また、この講義は商学部・経済学部の同窓会が主体とな

り、大阪市立大学同窓会支援の下、企画された講義（商経講座）である。 

 

【授業の到達目標】 

 日本経済、大阪経済の将来の姿を見据えることができる実務能力の育成がこの講義の目標である。日本経済の成熟

化・グローバル化、経済の不透明化、働き方の多様化など、環境の変化はめまぐるしく変化し続けている。そのような中

で、企業人はこの変化にいかに対応しているのか、さらには戦略的な意思決定はどのようになされているのかなど、企

業マネジメントの実態を理解するための社会的学習をおこなう。 

 

【授業内容・授業計画】 

 講義は、毎回、実務分野で活躍されている方が担当されます。 

 詳細（担当講師、講義テーマ、日程）は、履修前にｗｅｂで公表するとともに、オリエンテーションの際に一覧表を配布

します。 

第1 回：オリエンテーション＆大阪市立大学歴史 

第2 回：車開発について（シビックと共に） 

第3 回：自動車産業での人材育成 

第4 回：新規事業企画・マーケティングに携わって 

第5 回：銀行業務における今後の展開 

第6 回：保険会社の基盤情報システム 

第7 回：証券業の現状と今後の展開 

第8 回：インバウンドと鉄道事業 

第 9 回：インターネットがビジネスを変える 

～社内ネットベンチャーの事例（仮） 

第10 回：電気産業の光と影 

第11 回：市役所の仕事 

第12 回：年金運用を巡って 

第13 回：未定 

第14 回：テレビの面白さと今後の展開 

第15 回：まとめ

  ●講義の内容・順番は変化します。上記テーマは仮テーマです。● 

 

【事前・事後学習の内容】 

■事前学習 学生は講義一覧に基づき、つぎの講義の業界を調べておく。また、講師の企業についてもホームペー

ジ閲覧などを通じて、理解を深めておく。 

■事後学習 各講義終了時にコミュニケーションカードを配布するので、感想や質問を記述すること。このカードに書

かれた質問に対して、次の講義で、その回答などを伝えて復習する。 

 

【評価方法】 

 定期試験時に試験を実施する。コミュニケーションカードに基づいた講義の理解度および最終試験を総合的に評価

する。講義時に質問したものに対しては、加点をおこなう。 

 

【受講生へのコメント】 

 講師は社会人であるから、学生も社会人としてのモラルが求められる。講義に集中すること。遅刻・早退・欠席は原則

禁止。また、講義の最後に質問時間を設けているので、積極的に質問することが求められる。単なる講義ではなく、将

来、社会人となったときに必ず役に立つ内容である。 

 

【教材】 

 テキストは使用しない。資料は講義開始前に毎回配布する。 
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70 
ディスクロージャー論 

Disclosure Theory 
浅野 信博 

講義・半期・2単位 対象年次：全年次 科目No.CAACC3341 

 
【科目の主題】 

 企業の究極的目標は、企業に対する資金提供者の要求リターン、すなわち（全社的な）資本コストを上回るリターンを

稼ぎ出すことである。全社的な資本コストは、一般的に金融機関、社債権者、株主等によってそれぞれ異なる資本コス

トの加重平均として求められるが、企業はこの資本コストを小さくすることを目的として、様々なディスクロージャー（開

示）を行う。ディスクロージャーには、制度で強制される開示（mandatory disclosure）と制度にとらわれずに企業が任意

に行う開示（voluntary disclosure）の 2 つに区分して考えることができる。本講義は、ディスクロージャーにかかわる諸制

度（主として強制的開示制度）について解説するとともに、企業の自発的ディスクロージャー行動の背景について理解

を深めることを目的とする。 

 

【授業の到達目標】 

 以下の到達目標をおく。1) 基本的な経営分析の指標を計算できるようになる。2) 資本コストが計算できるようになる。

3) わが国のディスクロージャー制度について理解する。4) 簡単なモデルを用いて、最適なディスクロージャー水準を

検討する。 

 

【授業内容・授業計画】 

第1 回：情報の非対称性と財務会計の機能 

第2 回：基本的な経営分析指標の計算（1） 

第3 回：基本的な経営分析指標の計算（2） 

第4 回：資本コストの計算（1） 

第5 回：資本コストの計算（2） 

第6 回：強制的開示制度の解説（1） 

第7 回：強制的開示制度の解説（2） 

第8 回：強制的開示制度の解説（3） 

第 9 回：任意開示の事例研究（1） 

第10 回：任意開示の事例研究（2） 

第11 回：わが国の機関設計と会計情報（1） 

第12 回：わが国の機関設計と会計情報（2） 

第13 回：情報チャネルとしての会計システム 

第14 回：最適ディスクロージャー水準の検討 

第15 回：まとめ 

 

【事前・事後学習の内容】 

 事前学習として、ある特定の企業数社を選択してウェブサイトをじっくりと見てほしい。企業ごとにディスクロージャー

の水準および内容がまったく異なることに気づくと思う。事後学習としては、企業のディスクロージャーこそが企業価値

を左右する１つの決定因であることを認識したうえで、たとえば就職活動、証券投資、取引相手の選択などに役立てて

ほしい。 

 

【評価方法】 

 小テストおよび学期末試験で総合評価する。 

 

【受講生へのコメント】 

 企業のことをよく知らずして就職活動をするなどありえない。企業のことをよく知らずして株式投資を行うなどありえな

い。どのようにすれば企業のことをよく知ることができるのか、本講義でしっかりと会得してほしい。 

 

【教材】 

 浅野信博 (2017) 『監査役会の機能と会計情報』、中央経済社。 
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71 
経営学原理 

Principles of Business Administration 
高木 修一 

講義・半期・2単位 対象年次：全年次 科目No.CAMAG3311 

 
【科目の主題】 

 この授業は、経営学において用いられる理論の一端を学びます。経営学は、企業で日々行なわれる実践、とくに実

践の中で生じる課題や対処を知識化し、理論として取りまとめた学問です。研究者のみならず、コンサルタントや実務

家も含め、多様な主体がそれぞれの持つ背景、認識する課題を基に理論を構築してきました。 

 理論は、何らかの現象を抽象的、合理的かつ簡潔に説明するものです。現象に対し、特定の視点から要因を抽出、

要因間の関係として説明するものということもできます。理論は現象を切り取るがゆえに、説明できることと説明できな

いことが明確に存在します。 

 経営学の理論は、何を説明しているのか、何を説明していないのかを把握し、実践の中で用いることが重要となりま

す。この授業は、実際に理論を用いることを念頭に、経営学の理論を学びます。 

 

 

【授業の到達目標】 

 経営学において用いられている理論について、その理論が生み出された背景や制約条件も含めて理解することを

第一の目標とします。身近な事例に理論を当てはめ、理論を用いる方法を学ぶことを第二の目標とします。 

 

 

【授業内容・授業計画】 

 講義形式で授業を行います。 

 

第1 回：ガイダンス 

第2 回：環境分析 

第3 回：戦略－事業戦略 

第4 回：戦略－競争戦略 

第5 回：戦略－国際戦略 

第6 回：組織－企業組織 

第7 回：組織－組織と制度 

第8 回：組織－組織学習と人材 

第 9 回：マーケティング－商品企画 

第10 回：マーケティング－価格とブランド 

第11 回：マーケティング－流通と普及 

第12 回：経営管理 

第13 回：情報 

第14 回：財務・会計分析 

第15 回：まとめ 

 

 

【事前・事後学習の内容】 

 授業時に、参考文献や参考資料を示すので、事前・事後に目を通すことが望ましい。 

 

 

【評価方法】 

 期末試験をもとに総合的に評価します。 

 

 

【受講生へのコメント】 

 経営学には様々な理論があります。その理論の持つ特徴や限界を把握し、現実にどの程度あてはめられるのか考

えてみてください。 

 

 

【教材】 

 テキストは使用しない。参考文献は講義中に適宜指示する。 
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72 
地域産業政策論 

Regional Industrial Policy 
本多 哲夫 他 

講義・半期・2単位 対象年次：全年次 科目No.CAIAU3319 

※旧：「都市経営論特講２」の単位修得者は履修できません。 
 
【科目の主題】 

 日本を代表する都市圏である大阪・関西の現状や課題、今後の展望について多角的に分析、検討し、今後の我が国

の大都市の在り方や地域産業政策についての方向性を示す。具体的には、人口減少や産業・社会の成熟化が進む中

で、地域経済への影響や直面する課題、それに対する地域産業政策への取り組みについて示すとともに、東京一極

集中の中での、国・地方の関係性や地方分権への展望、まちづくり、交通など都市基盤のあり方や都市環境の改善等

について具体的な事例を基に考える。 

 

 

【授業の到達目標】 

 大阪・関西を中心とした地域産業政策についての知識を深めることを目標とする。 

 

 

【授業内容・授業計画】 

 大阪府庁の職員によるオムニバス形式での講義である。具体的には下記のテーマで講義を進めていく予定である。 

 

第1 回：オリエンテーション（授業の概要等） 

第2 回：自治体・地域経済をめぐる現状 

第3 回：広域連携による産業振興などの取組 

第4 回：大阪・関西のまちづくり 

第5 回：地方分権・関西広域連合等の取組 

第6 回：中小企業と地域づくり 

第7 回：大阪経済・産業の 70 年 

第8 回：本社の立地要因について 

第 9 回：ライフサイエンス産業について 

第10 回：３D プリンタの新たなビジネスチャンス 

第11 回：ベンチャー企業に変革する中小企業 

第12 回：知的資産経営について 

第13 回：企業と社会の関わり（CSR） 

第14 回：大阪地域ブランド戦略について 

第15 回：まとめ 

 

 

 

【事前・事後学習の内容】 

 事前にテーマに関連する情報を文献やウェブサイト等で確認しておくこと。授業後は講義内容の復習を行っておくこ

と。 

 

 

【評価方法】 

 授業への参加意欲や学期末試験で総合的に評価する。 

 

 

【受講生へのコメント】 

 毎回、大阪府庁の職員の方々をお招きしてお話をしていただく予定です。具体的な政策や産業の実態について自

治体職員からお話を聞く機会は稀ですので、本講義は地域産業と自治体政策の現場を学ぶ貴重な機会になると思い

ます。 

 

 

【教材】 

 テキストは使用しない。参考書は講義中に適宜指示する。 
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73 
国際マーケティング論 

Global Marketing 
畠山 欣 

講義・半期・2単位 対象年次：全年次 科目No.CAINT3322 

 
【科目の主題】 

 中国の社会、経済が大きな転換期を迎え、内需拡大や産業構造の調整・高度化、さらに都市化などが進行していま

す。社会、ビジネス、生活が変化しつつある今日、世界の工場と言われてきた中国は世界の市場へと変貌しています。 

 それと同時に生産コストの上昇、不動産バブル、為替、格差、環境、高齢化社会という問題にも直面しています。 

 本講義では、これらのテーマを主に取り上げていきたいと考えています。 

 

 

【授業の到達目標】 

 「日本の企業または世界の企業がどの様に中国ビジネスを展開しているのか」を中国現地の最新情報を取り入れな

がら、理論と実体験事例を通じて、中国ビジネス、マーケティングを理解・考察する能力を養うことを授業の到達目標と

しています。 

 

 

【授業内容・授業計画】 

 １. 前半では、中国ビジネスに関する基礎的なこと（中国概要、投資環境、外資政策等）を説明します。 

 ２. 後半では、中国の現地最新情報を取り入れながら、中国での基本的な経営戦略とその展開を説明します。 

 ３. 講義内容についての質問には回答を行い、コミュニケーションを図りながら講義を進めます。 

 

第1 回：オリエンテーション 

第2 回：中国の概要 

第3 回：中国経済全体の動向 

第4 回：中国各地域経済の概要、市場動向 

第5 回：中国ビジネス投資環境（1） 

第6 回：中国ビジネス投資環境（2） 

第7 回：世界及び日本の対中投資動向 

第8 回：中国ビジネスの経営戦略（1） 

第 9 回：中国ビジネスの経営戦略（2） 

第10 回：中国ビジネスの経営戦略（3） 

第11 回：中国ビジネスの経営戦略（4） 

第12 回：事例研究（1） 

第13 回：事例研究（2） 

第14 回：事例研究（3） 

第15 回：総まとめ 

 

 

【事前・事後学習の内容】 

 授業ごとに事前に調べてほしい課題を指定します。 

 各授業の前後にそれぞれ 2 時間程度の予習・復習を行うことが望ましいです。 

 

 

【評価方法】 

 期末試験などによって、総合的に評価を行います。 

 

 

【受講生へのコメント】 

 講義の中で、出来るだけ中国の最新情報を紹介していきたいと考えています。 

 受講生に知識だけではなく、中国ビジネスの現場の実情も理解してほしいと思います。 

 

 

【教材】 

 テキストは使用しません。参考書は講義中に適宜指示します。 
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74 
産業統計論 

Industrial Statistics 
藤井 輝明 

講義・半期・2単位 対象年次：全年次 科目No.CAIAU3330 

 
【科目の主題】 

 統計を利用する基礎的素養を身に付けるとともに，特に，産業構造，景気動向などについての統計資料から事実を

発見する基礎的方法を習得するのが課題となる。 

 今年度は，歴史的に統計と関わりの深いリスクマネージメントと保険を中心に事業での利用法に親しむ。 

 

【授業の到達目標】 

 平均と分散，和の分散，平均の分散，共分散と相関，等の統計的思考装置を理解し，社会的判断と数量的把握の両

面からリスクの総合的な判断ができること。 

 

【授業内容・授業計画】 

 授業では，さまざまな具体例を取り上げることで，リスクが不確実性に起因すること，リスクコントロールを他のリスク管

理の手段と比較しながら理解すること，リスクの中で意志決定する際の問題点などを考えられるようにする。また，実際

に統計を利用して分析する力をつけることを重視し， 計算に応用できることを示す。 

 

第1 回：序説 --ビジネスにおける統計 

第2 回：平均の変化と個別事象の不確実性 

第3 回：同時確率と条件付き確率 

第4 回：統計的独立 

第5 回：条件付き平均と期待損失 

第6 回：ロスコントロール，内部リスク分散 

第7 回：平均，分散，期待値の演算 

第8 回：共分散と相関 

第 9 回：リスクコントロールの手法 

第10 回：リスクコントロールの阻害要因 概説 

第11 回：リスク-ベネフィット評価 

第12 回：単位間の相関とプーリングの阻害 

第13 回：変量間の相関とポートフォリオ管理の限界 

第14 回：産業統計論の諸課題 

第15 回：まとめ 

 

【事前・事後学習の内容】 

 読める資料を配付するので，事前事後に予習復習する。 

 資料には問題がついているので，解いておく。 

 ノートをとり，自分で理解して整理する。 

 

【評価方法】 

 平常点と期末試験をあわせて総合的に判断する。 

 

【受講生へのコメント】 

 統計学は何十年も前から社会では学生時代にもっとも勉強してほしいものの一つにあげられている。また今世紀に

なって，社会の情報基盤として統計を考える制度改正も行われ，より国民が利用できる統計の提供が模索される一方，

国民が統計によって経験的合理的に意思決定する力は従来に増してその必要性が高まっている。 

 この授業で使う数学は難しくないので，それを理由に怖じけるのでなく，積極的に受講してほしい。 

 

【教材】 

 参考書は講義中に適宜指示する。 

－ 84 －



75 
公益事業論 

Public Utilities 
中瀬 哲史 

講義・半期・2単位 対象年次：全年次 科目No.CAMAG3314 

 
【科目の主題】 

 「公」の役割が再考されるなかでの公益事業のあり方 

 

【授業の到達目標】 

 従来、公益事業は産業、経済にとってインフラストラクチャーと認められてきました。その「公益性」とは企業性と公共

性のバランスされたものと考えられています。そして，日本の公益事業は全体として，諸外国で進む公益事業の見直し

という流れがあっても，それほどの変化は起こりませんでした（例外として，通信事業は技術革新，運輸事業では企業

経営の合理性を理由に民営化，規制緩和は進みました）。 

 しかし，日本の公益事業の中でも一つの中心であったエネルギー事業では，いよいよ，生産と小売において自由化

が実施されています（流通分野は自由化から除外されています）。また，JR 北海道の事業運営は，運輸事業の位置づ

けを再考させることとなりました。 

 とはいえ東日本大震災は，公共性への留意を促すとともに，一方通行的だった公益事業に対して双方向性を導入さ

せることをも迫っています。東日本大震災が一方通行性の限界を明らかにしたからです。 

 いわば，「官」でもなく，単純な「民」でもない，「公」をどのように考えて行けばいいのかとの現代にあって，公益事業

はどのようなものと考えればいいのでしょうか。またどのようなものにしていくべきでしょうか。今年度は以上の問題意識

を持ちつつ，受講生の方と検討していきたいと思います。 

 具体的には，公益事業のうち、エネルギー事業、放送・通信事業、運輸事業を中心に検討したいと考えていきたいと

思います。 

 本講義の受講を通じて、公益事業とは何か、「公」空間とは何か、を改めて問い直していただければと思います。 

 

【授業内容・授業計画】 

第1 回：ガイダンス 

第2 回：航空事業-公益事業の規制緩和の始まり 

第3 回：エネルギー事業①（電気事業） 

第4 回：エネルギー事業②（ガス事業） 

第5 回：エネルギー事業の将来性 

第6 回：通信・放送事業①（通信事業） 

第7 回：通信・放送事業②（放送事業） 

第8 回：通信・放送事業③（郵便事業） 

第 9 回：運輸事業①（鉄道事業） 

第10 回：運輸事業②（バス事業） 

第11 回：運輸事業③（地下鉄事業） 

第12 回：運輸事業の将来性 

第13 回：水道事業 

第14 回：公益事業と都市開発 

第15 回：まとめ 

 

【事前・事後学習の内容】 

 事前学習：次回授業で扱うキーワードの事前提示とそれへの取り組み 

 事後学習：毎回の授業を踏まえた課題の提示とそれへの取り組み 

 

【評価方法】 

 出席，レポート，学期末の試験などからの総合評価 

 

【受講生へのコメント】 

 まずは，受講生の皆さんの周りにある「公益事業」に関心を寄せてください。そして，それら公益事業はどのように社

会と関係をもっているのか，その上でどのような事業運営がされているのかを考えてみてください。 

 

【教材】 

 今のところ，特定のテキストは使用しません。参考書は講義中に適宜指示します。 
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76 
外書講読（英語） 

Foreign Literature Reading (English) 
吉村 典久 

講義・半期・2単位 対象年次：2 年次以上 科目No.CAENG3301 

 
【科目の主題】 

 企業組織の運営に関わる諸文献の購読を通じて、経営管理論、経営学分野の基礎的な理論の学習を進める。

Corporate Governance の問題に関わる文献を軸として購読を進めます。 

 ただ翻訳をするのではなく、理論学習を深め、理論に基づき様々な経営現象の分析を行っていきます。 

 

 

【授業の到達目標】 

 英書及び英字雑誌（例えば、Economist）・新聞（Financial Times）の記事などを読みこなせるレベルに到達すること。 

 

 

【授業内容・授業計画】 

第1 回：オリエンテーション 

第2 回：Corporate Governance : Overview 

第3 回：Corporate Governance : Japan 

第4 回：Corporate Governance : Germany 

第5 回：Corporate Governance : USA & UK 

第6 回：Corporate Governance : History 

第7 回：Strategy : Corporate 

第8 回：Strategy : Competitive 

第 9 回：Organization : Design 

第10 回：Organization : Motivation & Leadership 

第11 回：Case Study  1 

第12 回：Case Study  2 

第13 回：Case Study  3 

第14 回：Case Study  4 

第15 回：まとめ 

 

 

【事前・事後学習の内容】 

 事前に購読すべき文献を指定、配布します。事前学習として、全員、それを熟読し、内容を理解しておいて下さい。 

 授業では、担当者を決め、内容などについて発表をお願いします。 

 事後学習として、内容に関わる企業事例の分析などを各人にお願いをします。 

 

 

【評価方法】 

 毎回出欠を確認します。担当教員に無断で 3 回以上欠席した学生は、成績評価を F（E）とします。 

 初回のオリエンテーションの際に、科目の主題など、詳細な説明を行います。必ず出席して下さい。 

 出席、受講態度、最終試験により評価します。 

 

 

【受講生へのコメント】 

 「単位取得」だけを目的とするのではなく、英語文献から得られる情報を卒業論文に活かしたい、大学院への進学を

考えているなど、具体的な目標を持って受講するようにして下さい。 

 

 

【教材】 

 論文、新聞・雑誌記事などを配布します。 
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77 
外書講読（英語） 

Foreign Literature Reading (English) 
中西 倭夫 

講義・半期・2単位 対象年次：2 年次以上 科目No.CAENG3301 

 
【科目の主題】 

 国際化した日本の上場企業の英文の財務情報は適時に適切な内容で開示されているか、調べて状況を把握します。

その上で英文財務情報が外国人投資家に適時・適切に提供される必要性と重要性を理解することをテーマとします。 

 

 

【授業の到達目標】 

 日本企業が海外投資家向けにインターネット上で公開している英文財務諸表について入手、解読、内容説明ができ

る能力を獲得し同時に英文財務諸表の開示状況についてもコメントできる能力をつけることが目標です。 

 

 

【授業内容・授業計画】 

 日本企業が公開している英文財務情報の現状を紹介し、説明します。そのあと具体的な企業がインターネット上でど

のように英文財務情報を公開しているか確認し、資料を入手し読み解くこととします。なお課題等の取り組みは 3 人程

度のチームで行うことを予定しています。 

 

第1 回：イントロダクション 

第2 回：決算短信の英文 

第3 回：同上（続き） 

第4 回：株主総会の招集通知の英文 

第5 回：株主総会動画配信と英文資料 

第6 回：有価証券報告書の英文と Annual Report 

第7 回：同上（続き） 

第8 回：外国企業の有価証券報告書 

第 9 回：米国企業の Annual report 

第10 回：日本企業の米国基準Annual report 

第11 回：日本企業の Annual report（IFRS） 

第12 回：日本企業の決算説明会（半期）英文 

第13 回：決算説明会の英文資料 

第14 回：中期経営計画等の開示（英文） 

第15 回：まとめ 

 

 

【事前・事後学習の内容】 

 授業はインターネットを利用できる環境で進める予定です。作業は授業中にします。理解困難な点を発見した場合は

どしどし質問しまた独自で復習することが望まれます。 

 

 

【評価方法】 

 毎回出欠を確認します。担当教員に無断で 3 回以上欠席した学生は、成績評価を F（E）とします。試験により評価し

ます。 

 

 

【受講生へのコメント】 

 日本企業の英文財務諸表等の情報開示に精通し将来国際的に活躍できる基礎を作りましょう。 

 

 

【教材】 

 授業の都度配布予定です。 
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78 
外書講読（英語） 

Foreign Literature Reading (English) 
小形 健介 

講義・半期・2単位 対象年次：2 年次以上 科目No.CAENG3301 

 
【科目の主題】 

 この講義の目的は、英文の基本テキスト（Wolk et al. (2008)）を使用して、財務会計論の基本概念や基本知識を習得

することにある。 

 

 

【授業の到達目標】 

 第一に財務会計論の基本概念・基本知識の習得であり、第二に英文読解力、とくに大意をつかむ能力を高めることに

ある。 

 

 

【授業内容・授業計画】 

 受講者にはテキストの一部を和訳してもらいます。授業で進める範囲は事前に指定しますが、誰がどこを訳出するか

は指定しません。 

 

第1 回：ガイダンス 

第2 回：Ch.1 An Introduction to Accounting Theory 

第3 回：Ch.2 Accounting Theory 

第4 回：Ch.2 Accounting Theory 

第5 回：Ch.4 The Economics of Financial Reporting 

第6 回：Ch.4 The Economics of Financial Reporting 

第7 回：Ch.4 The Economics of Financial Reporting 

第8 回：Ch.8 Usefulness of Accounting Information 

第 9 回：Ch.8 Usefulness of Accounting Information 

第10 回：Ch.8 Usefulness of Accounting Information 

第11 回：Ch.9 Uniformity and Disclosure 

第12 回：Ch.9 Uniformity and Disclosure 

第13 回：Ch.10 International Accounting 

第14 回：Ch.10 International Accounting 

第15 回：まとめ 

 

 

【事前・事後学習の内容】 

 授業で進める範囲は事前に指定しますが、誰がどこを訳出するかは指定しませんので、各自十分な予習をしておい

てください。 

 

 

【評価方法】 

 毎回出欠を確認します。担当教員に無断で 3 回以上欠席した学生は、成績評価を F（E）とします。試験により評価し

ます。 

 

 

【受講生へのコメント】 

 テキストを事前に読んでいることを前提に授業を進めますので、それを理解したうえで受講してください。 

 

 

【教材】 

 Wolk, HI, Dood, JL, and Rozycki, JJ (2008) Accounting Theory, 7th edition, Sage Publications. 
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79 
外書講読（英語） 

Foreign Literature Reading (English) 
松村 眞吾 

講義・半期・2単位 対象年次：2 年次以上 科目No.CAENG3301 

 
【科目の主題】 

 戦略、イノベーションの理論は数多いが、その実践こそが重要である。学習する組織など、実践に関する論文を英語

原文で読むことにより、より深く学習し考える機会とする。 

 

【授業の到達目標】 

 英語に精通するのではなく、英語で経営学を学ぶために学習する。イノベーションなどに関する新しい経営理論を

学ぶ機会として英語の論文を読むことの重要性を理解し、積極的に取り組めるようにしたい。 

 

【授業内容・授業計画】 

 受講者から指名して段落ごとに内容を和訳・要約させる。必要なことは意味するものを読み取ることである。予習を行

っておくこと。 

 第 1 回：オリエンテーション 

 第 2 回：Capture More Value 1 

 第 3 回：Capture More Value 2 

 第 4 回：Capture More Value 3 

 第 5 回：Capture More Value 4 

 第 6 回：Why Organization Don’t Learn 1 

 第 7 回：Why Organization Don’t Learn 2 

 第 8 回：Why Organization Don’t Learn 3 

 第 9 回：Why Organization Don’t Learn 4 

 第10 回：Why Strategy Execution unravels and What to Do About it 1 

 第11 回：Why Strategy Execution unravels and What to Do About it 2 

 第12 回：Why Strategy Execution unravels and What to Do About it 3 

 第13 回：Why Strategy Execution unravels and What to Do About it 4 

 第14 回：Why Strategy Execution unravels and What to Do About it 5 

 第15 回：まとめ 

 

【事前・事後学習の内容】 

 予習は必須としたい。内容の理解は授業で学ぶことだが、事前に日本語にしておかないと、それができない。事後学

習としては、論文の内容を自分なりにまとめることが重要となる。 

 

【評価方法】 

 出席・受講態度と期末試験により評価する。 

 毎回出欠を確認する。担当教員に無断で３回以上欠席した学生は、成績評価をＦ（Ｅ）とする。 

 

【受講生へのコメント】 

 英語は「“読む”より“慣れろ”」ということを知ってください。あるいは「案ずるより産むが易し」です。頑張りましょう。 

 

【教材】 

 以下の論文を使用する (プリント配布)。 

1. Stefan Michel “Capture More Value” Harvard Business Review October, 2014 

2. Francesca Gino & Bradley Staats “Why Organization Don’t Learn” Harvard Business Review November2015 

3. Donald Sull,Robert Homkes & Charles Sull ” Why Strategy Execution unravels and What to do About it” Harvard Business 

Review, March 2015 
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80 
外書講読（英語） 

Foreign Literature Reading (English) 
大洲 裕司 

講義・半期・2単位 対象年次：2 年次以上 科目No.CAENG3301 

 
【科目の主題】 

 本講義の目的は、指定した英語論文を全訳することにより、論文の内容、論文の構成の仕方、および、訳語としての

日本語の使い方を学修することにある。論文のテーマとして、2001 年にノーベル経済学賞を受賞した、Spence の「シ

グナリング理論」を選択する。 

 

【授業の到達目標】 

 ● 指定した論文の全訳。 

 ● 労働市場における情報のフィードバックを説明できる。 

 

【授業内容・授業計画】 

 毎授業、宿題として全訳範囲を指定する。指定箇所の日本語訳の発表をおこない、内容についてグループ内もしく

は全体でディスカッションする。 

 

 第 1 回：ガイダンス 

 第 2 回：Section 1: Introduction (1) 

 第 3 回：Section 1: Introduction (2) 

 第 4 回：Section 2: Hiring as investment under uncertainty (1) 

 第 5 回：Section 2: Hiring as investment under uncertainty (2) 

 第 6 回：Section 3: Applicant signaling (1) 

 第 7 回：Section 3: Applicant signaling (2) 

 第 8 回：Section 4: Information feedback and the definition of equilibrium (1) 

 第 9 回：Section 4: Information feedback and the definition of equilibrium (2) 

 第10 回：Section 5: Properties of informational equilibria: an example (1) 

 第11 回：Section 5: Properties of informational equilibria: an example (2) 

 第12 回：Section 6: The information impact of indices (1) 

 第13 回：Section 6: The information impact of indices (2) 

 第14 回：Section 7: Conclusion 

 第15 回：まとめ 

 

【事前・事後学習の内容】 

 指定範囲の日本語訳。 

 

【評価方法】 

 毎回出欠を確認する。担当教員に無断で 3 回以上欠席した学生は、成績評価を F (E) とする。期末試験および平

常点 (出席状況・小テスト・課題・授業への参加意欲等) から評価する。 

 

【受講生へのコメント】 

 指定する論文はシグナリング理論の要約であり、難しい数式は出てこない。全訳は忍耐の必要なトレーニングである

が、その苦労は自身の血となり肉となるため、意欲的に講義に臨むことを期待する。 

 

【教材】 

 Spence, Michael (1973) "Job Market Signaling", The Quarterly Journal of Economics, 87 (3), 355-374. 
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81 
経営のイノベーティブサステナビリティ 

Innovation and Sustainability for Management 
オムニバス 

講義・半期・2単位 対象年次：全年次 科目No.CABUS3308 

 
【科目の主題】 

 我が国企業がその先進性を維持し、持続的に発展していくためには、少子高齢化社会への対応、地球人口の中心

地域である新興市場を捉えた的確な製品もしくはサービスの開発、人類の生存を保証する地球環境保全への取り組み

など、様々な課題を克服していかなければならない。それに向けての処方箋が今までの経営および業務運営の延長

線上にあるとは思えない。それができるようなイノベーティブ組織の育成、それを支援する官民一体となった取り組み、

さらには経済に関わる組織体だけでなく国民全員の意識改革が必要となる。本講義はその処方箋について、商学部

で取り組んできた研究成果の一端をできるだけ平易に講述して、受講者と一緒になって考えようというものである。 

 

【授業の到達目標】 

 組織の経営を、置かれている環境の中で維持、発展させるには何かを自ら考えることができるようになること 

 

【授業内容・授業計画】 

 次の４つのパートに分けて講義を行う。 

 Ⅰ．イノベーティブな企業組織のための要件（第１回から第４回） 

 Ⅱ．市場拡大へのグローバル戦略（第５回から第８回） 

 Ⅲ．イノベーティブサステナビリティを牽引する仕組み・外部支援（第９回から第１１回） 

 Ⅳ．サステナビリティの確保：先進国が先進的であるために（第１２回から第１４回） 

  第 1 回：「経営のイノベーティブサステナビリティのための重要成功要因」【太田】 

  第 2 回：「仲介者による企業間の共同開発の促進」【高橋】 

  第 3 回：「持続維持可能なイノベーションと職務動機づけ」【下崎】 

  第 4 回：「多文化組織のため知識ベース経営モデル：医療組織を事例として」【川村】 

  第 5 回：「日本企業のアジア立地戦略に関する理論的一考察」【鈴木】 

  第 6 回：「日本企業のボリュームゾーン・イノベーション」【加藤】 

  第 7 回：「韓国ソウル東大門市場複合集積のグローバル化戦略」【富澤】 

  第 8 回：「ＢＯＰと国際開発支援プログラムの革新：ドイツのアジア・アフリカ製品開発」【岡野】 

  第 9 回：「金融の役割としての協同と連合化」【清田】 

  第10 回：「大阪市におけるイノベーション支援を基軸とした中小企業政策の行財政分析」【本多】 

  第11 回：「民間企業とパブリックセクターの事業経営イノベーション」【卜】 

  第12 回：「社会的責任と業績評価：経済的価値と社会的価値のバランス」【向山】 

  第13 回：「社会的企業と障害者雇用」【狩俣】 

  第14 回：「地球環境保全に向き合わなくてはならない企業とそのイノベーション」【除本】 

  第15 回：まとめ 

 

【事前・事後学習の内容】 

 事前：該当する教科書の章を読んで理解してくること 

 事後：講義内容を基に、各章の要点を確認すること 

 

【評価方法】 

 試験を評価の中心とするが、講義中に行う演習の結果も勘案する。2017 年度の評価方法については、講義開始時に

説明する。 

 

【受講生へのコメント】 

 扱うテーマは教員が答えを持ち合わせているものではない。学生諸君が自ら処方箋を考え、それを実行していくこと

が要請される課題である。この講義を聴いて、是非のその糸口をつかんでもらいたい。 

 

【教材】 

 太田雅晴編著『経営のイノベーティブサステナビリティ』中央経済社 
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82 
キャリアデザイン論 

Carrier Design 
小林 哲 

講義・半期・2単位 対象年次：1 年次 科目No.CABUS3302 

 
【科目の主題】 

 キャリアデザインに不可欠な「思考リテラシー」を獲得する。 

 

【授業の到達目標】 

 社会における営利組織（企業）や非営利組織が抱える課題に対する理解を深めるとともに、その解決に向けたアプロ

ーチ方法を修得する。 

 

【授業内容・授業計画】 

 商学部の講義には、就職および実社会で役立つ知識が数多く存在する。しかし、単にそれを得るだけで就職や実社

会で使えるものになるとは限らない。これらの知識を自らのキャリアデザインのもと、選択し、組み合わせ、将来の目的

に必要な知識に組み替えることが必要である。本授業は、そのために必要な能力を身につけることを目的とする。 

 したがって、本授業は、就職希望先を定め、そこに就職するために必要な知識やノウハウを身につけるキャリアデザ

インとは異なる。その違いは、第 1 にセメスターという期間内での講義として行うこと、第 2 に実際の企業課題を検討す

るという商学部専門科目として提供されること、そして、第 3 にキャリアデザインの「方法」ではなく、キャリアデザインに

不可欠な「思考リテラシー」を獲得することを目指すことにある。なお、「思考リテラシー」とは、課題を発見し、分析し、

解決する能力のことをいう。 

 

 第1 回：ガイダンス 

 第2 回：講師の職場の概要とミッションの提示 

 第3 回：ミッションについての徹底分析 

 第4 回：中間プレゼンテーション（ミッションの進捗状況のチェックとプレゼン準備） 

 第5 回：最終プレゼンテーション（ミッション提示講師からの評価） 

 ※第6 回～第13 回：上記第2 回～第5 回までの繰り返し（計3 回） 

 第14 回：グランド・プレゼンテーション 

 第15 回：まとめ 

 

【事前・事後学習の内容】 

 事前・事後学習の内容は、各授業で提示する。 

 

【評価方法】 

 出席点、レポート点等により総合的に評価する。 

 

【受講生へのコメント】 

 ・専門ゼミと同様、授業開始前に履修者を募集しますので、告知案内に注意すること。 

 ・授業は、実際に企業の現場など実社会に携わっている方を講師として迎える（募集する際に、どのような講師の方

に来ていただくのか知らせる。なお、過去の授業内容は、http://ml.bus.osaka-cu.ac.jp/blog/を参照のこと。 

 ・必要に応じて講師の方の職場などに見学に行く場合もある。 

 

【教材】 

 テキストは使用しない。 
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83 
キャリアデザイン論 

Carrier Design 
石川 靖之 

講義・半期・2単位 対象年次：1 年次 科目No.CABUS3302 

 
【科目の主題】 

 キャリアデザインの指針を見つける！～論理的思考とプレゼンテーション能力養成～ 

 

【授業の到達目標】 

 “将来なりたい自分”になるための目標設定方法の習得と論理的思考・プレゼンテーション能力の向上 

 

【授業内容・授業計画】 

 いまあなたは、「自分の価値」をはっきりとプレゼンテーションできますか？意外とできない方が多いと思います。 

 本授業・前半では、まずは自分の価値を見つめ直し、将来なりたい自分になる＝キャリアデザインのために、全員に

自己プレゼンしてもらうことからスタート。 

 後半は、グループワーク。実際に社会で活躍されている方をゲストにお招きし、皆さんに課題を提示します。ここでは

課題解決企画を論理的に立案できる能力とそれを伝えるプレゼンテーション能力に加え、グループワークを通じたコミ

ュニケーション能力を養うことが目的です。最後は授業で学んだことや取材してきたことを使って、再度自分のキャリア

デザインをプレゼン。全授業を通して見つけた「なりたい自分」をプレゼンし、これからの学生生活を有意義に過ごして

もらう一助としてもらいます。 

 ＜過去のゲスト＞ 

  電通、奈良県庁、天王寺区、リクルート、ハウス食品、東急不動産 SC マネジメント、プロレスリング紫焔、ダイハツ工

業など 

 

●第1 回：ガイダンス 

自己分析、目標設定方法（振り返りシート）提示 

※以降、授業外時間で社会人取材など各自実施。 

●第2 回：採用される企画・プレゼンのコツ 

実務家である講師からそのノウハウを講義 

●第3 回：自分プレゼンテーション！ 

パワーポイントを使って全員発表 

●第4～7 回：市大商学部プレゼン！ 

第4 回：チーム分け＆ミッション提示 

第5 回：グループワーク 

第6 回：中間発表 

第 7 回：最終発表・結果発表 

●第8～12 回：自分のキャリアデザインを作ろう！ 

第 8 回：チーム分け＆ミッション提示 

第 9 回：ゲスト講演or グループワーク 

第10 回：グループワーク 

第11 回：中間発表 

第12 回：最終発表 

●第13～14 回 Re:自分プレゼンテーション 

第13 回：発表前半 

第14 回：発表後半 

第15 回：まとめ 

 

【事前・事後学習の内容】 

 事前学習として、毎回の受講で到達する目標を設定してもらうとともに、個人ワークとして２回の自分プレゼンテーショ

ン、グループワークとして「市大商学部プレゼン」「自分のキャリアデザインを作ろう！」、それぞれ企画立案のための取

材・調査、発表のパワーポイント制作があります。 

 事後課題は、毎回授業最後に、「振り返りシート」を使って目標達成度合いを自己採点してもらいます。 

 

【評価方法】 

 出席点（無断遅刻・欠席は減点）、提出物（締切厳守）、プレゼンテーション内容（審査得点）の合計で評価します。 

 

【受講生へのコメント】 

 「約束を守る」こと。これが社会人になってまず問われる能力です。授業を通して約束を守る習慣を身につけながら、

自己分析で現状を把握し「なりたい自分」を見つけ・全員の前でプレゼンすることを通して、大学生活をどう有意義に過

ごすかの指針を見つけていただきます。 

 いかに自ら積極的に行動できるかがポイント。これまでそれができなかったと思う学生ほど受講してもらいたい授業

です。 

 

【教材】 

 テキストは使用しない。参考書は講義中に適宜指示します。 
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84 
テーマ・ゼミナール 

Theme Seminar 
湯川 創太郎 

演習・半期・2単位 対象年次：主に 2 年次 科目No.CASEM2201 

 
【科目の主題】 

 昨年度のテーマゼミで採用し、好評であった「公共交通が地域に与える役割」「インバウンド観光調査」の 2 つのテー

マについて輪読、実地調査、プレゼンテーション・レポート作成を行う。 

 ・「公共交通が地域に与える役割」 

公共交通は地域にさまざまな影響をもたらす。近年では交通手段が多様化しており、私企業が公共交通を維持運営

する事が困難になるケースもみられるが、公共交通のプラスの影響を考慮して、官民共同でさまざまな維持改善策

が試みられている。取り組みの中にはメディアで多く取りあげられる事で注目を集め、単なる収支改善にとどまらず、

街づくりの新たな方向を示すものとして評価される事例も増えてきた。 

 ・「インバウンド観光調査」 

交通・通信手段の発達により国際的な人的コミュニケーションが活発化した現在では、海外からの観光客を日本に受

け入れる事や、日本人観光客の海外での体験をより有意義なものとすることが、産業としても重要となっており、国内

で様々な取り組みが行われている。 

 こうした取り組みを、単なる「面白い話」ではなく、「科学」として分析したらどうなるだろうか。地域の特性やその問題を

理解したうえで、それらの取り組みにどのような意味があるのか、世界的に見て、その試みに意義があるのかという事

を議論していこう、というのが本ゼミの目的である。 

 

【授業の到達目標】 

 上記テーマに関する分析能力と、専門ゼミで重要になる問題に対する調査能力、思考能力の基礎を体得することを

目標とする。 

 

【授業内容・授業計画】 

 序盤の授業では、関連する文献（交通論、街づくり、地域活性化）を輪読し、地域の公共交通の役割や、日本の地域

が抱える問題について理解を深める。 

 後半の授業では、具体的な事例を資料を元に報告してもらい、参加者で議論を行う。 

 途中、実地（近畿圏内の事例、外国人観光スポット）見学や、関係者による講義などを予定している（詳細については

参加学生の希望も考慮して確定させる）。 

 

【事前・事後学習の内容】 

 ゼミ形式で実施することから、授業外での準備が重要となる。また、講義時間外に見学などを行う事から、ある程度柔

軟にスケジュール調整ができることが望ましい。 

 

【評価方法】 

 レポート、プレゼンテーション、出席 

 

【受講生へのコメント】 

 本ゼミは交通、観光をテーマにするが、同時に地域の活性化やデータ分析といったテーマを取り扱うので、これらの

問題にも関心を持つ学生を歓迎したい。また、本ゼミでは日本の事例と並んで、海外の取り組みの紹介や、日本での

取り組みを海外に広めることは有益か（日本の公共交通と地域活性化の事例では、欧州の地方の取り組みが盛んに取

り入れられている）といったというテーマも適宜取り入れていく。国際的な活動に関心のある学生も歓迎である。 

 

【教材】 

 交通と地域活性化に関するテキストを使用する予定である。使用テキストは適宜指示する。 

 

【選考方法】 

 希望者が多い場合には志望理由書に基づいて選考を行う。 
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85 
テーマ・ゼミナール 

Theme Seminar 
中西 倭夫 

演習・半期・2単位 対象年次：主に 2 年次 科目No.CASEM2201 

 
【科目の主題】 

 監査とは何かを体験的に深く理解することを目標とします。 

 

 

【授業の到達目標】 

 監査を体験することによってより深く監査の役割と監査の手法及びその限界について理解することが到達目標で

す。 

 

 

【授業内容・授業計画】 

 監査を 3 名程度の小グルーブに分かれて体験し、討議や報告（レポート）の作成をします。具体的には上場企業の

公開資料を基に監査の基本計画策定を演習します。 

 また企業の状況を想定して監査の実施手続を決め監査報告をできる条件を考えることも行います。 

 さらに監査をより具体的に理解するために実地棚卸の立会、売掛債権の確認、買掛債務の確認、当座勘定調整表の

作成等のケースについて演習を実施します。授業中にグループごとに適時パワーポイント等を使用して発表し、また

理解度を確認するため個人別にレポートの適時提出を求めます。 

 

 

【事前・事後学習の内容】 

 1 時間程度の予習復習をすることが求められます。 

 

 

【評価方法】 

 期末試験と課題の提出状況及び出席状況を総合的に判断して評価します。 

 

 

【受講生へのコメント】 

 会計と監査を深く理解しその専門性を生かして社会での活躍を目指す履修者を歓迎します。 

 

 

【教材】 

 テキスト：盛田良久・蟹江章・長吉真一〔編著〕中西倭夫ほか〔著〕『スタンダードテキスト監査論第４版』中央経済社 

 その他必要な資料は授業中に配布または指定します。 

 

 

【選考方法】 

 希望者が多ければ、簡単な面接を行い、監査に対する関心の程度を選考の基準とする予定です。 
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86 
テーマ・ゼミナール 

Theme Seminar 
田野 穂 

演習・半期・2単位 対象年次：主に 2 年次 科目No.CASEM2201 

 
【科目の主題】 

 「経営学を実践する」 

 

 本演習では，各自の関心のある経営学分野における理論・仮説・テーマにもとづいて，調査・分析・議論を行うことを

目的とします。具体的には，各グループの決定，基礎文献の輪読，調査の設計（検討するテーマ・仮説の設定，調査計

画の作成，調査の実施），調査結果の分析（結果の分析・評価），各グループによる調査報告および議論という進め方

を予定しています。 

 

 

【授業の到達目標】 

 本演習では，実際に調査を設計し，分析し，議論する力を修得することを到達目標とします。 

 

 

【授業内容・授業計画】 

第1 回：ガイダンス 

第2 回：基礎文献の輪読（1） 

第3 回：基礎文献の輪読（2） 

第4 回：基礎文献の輪読（3） 

第5 回：調査設計（1）テーマ・仮説の決定 

第6 回：調査設計（2）テーマ・仮説の決定 

第7 回：調査設計（3）テーマ・仮説の決定 

・調査計画の作成 

第 8 回：調査設計（4）調査の計画・調査の実施 

第 9 回：調査設計（5）調査の実施 

第10 回：調査結果の分析（1） 

第11 回：調査結果の分析（2） 

第12 回：調査結果の分析（3） 

第13 回：調査結果の分析（4） 

第14 回：調査結果の報告会（1） 

第15 回：調査結果の報告会（2）

 

 

【事前・事後学習の内容】 

 配布資料等を事前によく読み，授業内容の重要なポイントを復習するようにしてください。 

 

 

【評価方法】 

 出席40％，レポート60％で評価します。担当教員への事前連絡をせずに3回以上欠席した学生は成績評価をE（F）

とします。 

 

 

【受講生へのコメント】 

 授業の進捗や参加者の理解の具合などによって授業計画を変更する場合があります。 

 

 

【教材】 

 定性的方法論にかんする文献数冊を輪読する予定です。詳しくは適宜指示します。 

 

 

【選考方法】 

 履修希望者が多い場合には志望理由書に基づいて選考を行います。 
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87 
テーマ・ゼミナール 

Theme Seminar 
青山 和司 

演習・半期・2単位 対象年次：主に 2 年次 科目No.CASEM2201 

 
【科目の主題】 

 「現代金融の諸問題について学ぶ」 

 近年における経済のグローバル化の進展は、国際的で複雑な金融取引を発展させた。国内では低迷する経済を活

性化するために、日本銀行は大幅な金融緩和政策を実施し、ゼロ金利政策からマイナス金利政策を実施するまでにな

った。こうした現代の金融問題を理解するためには、基本的な金融知識の習得から始めて体系的に学ぶことが必要で

ある。 

 

 

【授業の到達目標】 

 本ゼミでは現代の金融制度、金融取引、金融問題について、基礎的かつ体系的な知識を学び、新聞等で報道されて

いる金融経済の記事に関心を持ち、理解できるようにすることを目標とする。 

 

 

【授業内容・授業計画】 

 下記のテキストを使用し、報告グループは事前に割り当てた範囲について報告し、討論グループは報告について質

問を準備して討論する。 

 

 

【事前・事後学習の内容】 

 報告と討論の各グループは、報告レジュメと質問項目のレジュメを用意する。 

 これ以外の履修者はテキストの予定の学習範囲について、レジュメを作成してゼミの時間に提出する。 

 

 

【評価方法】 

 毎回出欠を確認します。担当教員に無断で 3 回以上欠席した学生は、成績評価を F（E）とします。ゼミ発表やゼミの

議論への参加状況を平常点として評価し、期末に提出するレポートと合わせて総合的に評価します。 

 

 

【受講生へのコメント】 

 金融や日本経済について基礎的な知識を持っていることが望ましいが、ゼミを通じて学ぶ姿勢があれば多少の知識

不足は問題ではない。本ゼミのテーマについて、勉学関心を持っている意欲ある学生の履修を望む。 

 

 

【教材】 

 川波洋一・上川孝夫編『現代金融論』［新版］有斐閣、2016 年 

 

 

【選考方法】 

 10 名程度の履修者を予定しているので、これより多い場合には面接等により選考する。 
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88 
テーマ・ゼミナール 

Theme Seminar 
藤木 寛人 

演習・半期・2単位 対象年次：主に 2 年次 科目No.CASEM2201 

 
【科目の主題】 

 グループごとに興味のある産業を取り上げ、自ら研究テーマを設定し、文献調査にもとづいて議論を行ってもらいま

す。「百聞は一見にしかず」です。可能であれば、フィールドワーク調査等にも挑戦してもらいます。 

 

 

【授業の到達目標】 

 ①問題発見力・解決力、②主体的に取り組む力、③プレゼンテーション力等が身につくことを到達目標とします。 

 

 

【授業内容・授業計画】 

 •第1 回目のゼミで研究テーマについて議論します。 

 •研究テーマごとにグループ分けを行います。グループで研究テーマに関連する文献を輪読・発表し、議論を行って

もらいます。 

 •後半のゼミでは、これまでの議論を踏まえ、フィールドワーク調査等の計画を立てます。 

 

 

【事前・事後学習の内容】 

 グループで文献を輪読し、パワーポイント等を活用して内容等の発表をしてもらいます。発表準備のための事前学習

が必要になります。 

 

 

【評価方法】 

 ゼミへの取り組み状況とレポートで評価します。 

 

 

【受講生へのコメント】 

 第 1 回目のゼミで研究テーマを決定します。新聞記事や雑誌記事など、取り組みたい研究テーマについて記載され

た資料を持参してください。 

 

 

【教材】 

 テキストはテーマ設定後に決定します。 

 

 

【選考方法】 

 希望者が多い場合は簡単な面接を行って選考します。 
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89 
テーマ・ゼミナール 

Theme Seminar 
高木 修一 

演習・半期・2単位 対象年次：主に 2 年次 科目No.CASEM2201 

 
【科目の主題】 

 「製品と経営」をテーマにゼミナール形式で進めます。我々の身の回りには様々な製品が溢れています。しかし、製

品の歴史や企業戦略との関係などについて調査し、考察したことはないでしょう。この講義では製品を切り口に、広く

企業経営について議論していきたいと思います。 

 

 

【授業の到達目標】 

 (1) 興味関心のある製品について調査できるようになること 

 (2) 歴史、企業戦略、市場など、複合的な観点から製品について考察できるようになること 

 

 

【授業内容・授業計画】 

 前半は製品に関連する様々な書籍や論文を集め、その内容について発表してもらいます。 後半は、それまでの議

論の成果を踏まえて興味関心のある製品について調査し、自らの考えをまとめてもらいます。 

 

 

【事前・事後学習の内容】 

 授業時に用いる書籍や論文について、事前に目を通し、事後に要点を復習してください。授業時の議論やコメントを

利用しつつ、事前・事後に調査を行ってください。 

 

 

【評価方法】 

 出席率、報告内容、参加態度等を総合的に評価します。 

 

 

【受講生へのコメント】 

 製品について興味を持っている学生の受講が望ましい。 

 

 

【教材】 

 教材は適宜指示します。 

 

 

【選考方法】 

 希望者が多い場合には選考します。初回の授業までに、調べてみたい製品を 1 つ取り上げ、それについての自身

の考えをレポート（A4 で 1 枚、手書き不可）として作成し、初回の講義の中で提出してください。レポートには、その製

品の概要と、製造している企業の概要、なぜその製品が現在も製造され続けているのかについてあなた自身の考えを

書いてください。 
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90 
テーマ・ゼミナール 

Theme Seminar 
大洲 裕司 

演習・半期・2単位 対象年次：主に 2 年次 科目No.CASEM2201 

 
【科目の主題】 

 昨今の ICT 技術の発達により、多種多様な情報をデータとして蓄積することが可能となってきている。いわゆるビッ

グデータを活用できる人材へのニーズは、今後さらに大きくなると考えられる。本ゼミでは、「日経 NEEDS-

FinancialQUEST」(日経メディアマーケティング株式会社) から企業の財務データを取得し、プログラミング言語 R を

用いて統計解析をおこなうことを目的とする。 

 

 

【授業の到達目標】 

 ● 分散、確率分布、統計的検定などの統計学の基礎知識を説明できる。 

 ● プログラミング言語 R を用いて、平均値の差検定・回帰分析を実施できる。 

 ● 会計数値を用いた企業評価の手法を説明できる。 

 

 

【授業内容・授業計画】 

 ゼミの前半では、統計学の基礎知識とプログラミング言語 R の修得に主眼を置き、後半では、実際の企業の財務デ

ータを用いた統計解析を実施する。演習の中で、ゼミ生各自が構築した仮説を検証することを期末レポートの課題とす

る。 

 

 

【事前・事後学習の内容】 

 R にかんする練習問題を毎回出題する。統計学や財務諸表分析について、参考書に指定した書籍をもとに自発的

に学習することが望ましい。 

 

 

【評価方法】 

 ゼミへの出席および期末レポート。 

 

 

【受講生へのコメント】 

 統計学、プログラミング言語 R、そして、財務諸表分析は、どれも奥が深くボリュームの大きいテーマである。これら

すべてをゼミ内の時間で網羅することは難しいため、ゼミ外での自発的学習が期待される。 

 

 

【教材】 

 テキストは必要に応じて指定する。 

 参考書: 

 小西寛之 (2006)『完全独習 統計学入門』ダイヤモンド社 

 桜井久勝 (2017)『財務諸表分析 (第 7 版)』中央経済社 

 

 

【選考方法】 

 希望者多数の場合、志望理由書による選考をおこなう。 
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91 
職業指導２ 

Career Guidance 2 
船越 久人 

講義・半期・2単位 対象年次：全年次 科目No.KCOCU4402 

 
【科目の主題】 

 社会や産業経済の急激な変化にあわせて、わか者たちの雇用とはたらき方の変化がすすんでいます。 

これらの変化と学校教育におけるキャリア教育の在り方について考え、これからのわか者と社会の在り方の問題点に

ついて現状もふまえて考えていきます。 

 

【授業の到達目標】 

 「職業指導１」における基礎的理解をもとにして、キャリア教育についてのさまざまな問題点についての考察をふか

めていきます。 

 また、こんにちの学校がかかえている進路指導における諸問題や、卒業していく生徒たちの進路やキャリアについ

ての考え方の変化、産業経済のグローバル化による変化などもあわせて、わか者と雇用と労働の関連について問題

点をもとめていきます。 

 

【授業内容・授業計画】 

 学校では、従来の進路指導の反省とともに、あらたにキャリア教育の考えと実践がすすめられています。今、なぜキ

ャリア教育なのか、生き方の指導をめざした進路指導・キャリア教育について、社会、産業経済、法制度、学校教育、

生徒などの各方面から変化について考察を深め、いろいろな事例研究をとおして問題点をさぐり、これからの在り方を

あきらかにしていきます。 

 

第1 回：特別活動とキャリア教育 

第2 回：総合的な学習とキャリア教育 

第3 回：課題研究とキャリア教育 

第4 回：「産業と人間」の研究 

第5 回：キャリア教育と評価 

第6 回：わが国の産業構造の変化 

第7 回：就業構造の変化 

第8 回：高校新卒生と進路 

第 9 回：望ましい勤労観、職業観の育成 

第10 回：労働市場と雇用の変化 

第11 回：わか者たちのはたらき方の変化 

第12 回：フリーター、ニート、若年無業者など 

第13 回：雇用と労働に関する法制度 

第14 回：個別テーマ研究発表 

第15 回：まとめ 

 

【事前・事後学習の内容】 

 毎授業の終了時に次回の授業の予定計画を配りますので、それらについて、あらかじめ調べたり、必要な資料やデ

ータや関連ニュースを調べて用意して持ってくること。また、授業のはじめに前回の講義内容について確認小テストを

するので復習をしておくこと。 

 

【評価方法】 

 小課題演習 ２５％ テーマ研究発表 ２５％ レポート ５０％ を目安として総合的に評価します。 

 

【受講生へのコメント】 

 わか者たちのはたらき方や考え方が大きく変化しつつあります。 

 自分自身のキャリア教育としても役立ててください。 

 

 

【教材】 

 テキスト：「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について」  文部科学省   （株）ぎょうせい 

 参考書：「キャリア教育―歴史と未来」   K・B ・ホイト   雇用問題研究会 

 その他講義中に適宜指示します。 
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