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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

1 会計基礎論（再履修） 向山 月/3

2 会計基礎論 浅野 月/4

3 経営学 山田 木/2

4 会計学概論 石川・ト 月/1 ◎ ◎

5 商業概論 田村 火/2 ◎ ◎

6 金融概論 北島 火/3 ◎ ◎

7 産業概論 ｵﾑﾆﾊﾞｽ 木/2 ◎ ◎

8 ファッション･ビジネス論 富澤 月/1 ○ ○ ○ ○ ○ ○

9 企業システム特講１ 新藤 月/2 ○ ○

10 経営管理論 狩俣 月/3 ○ ○ ○ ○ ○ ○

11 マーケティング・リサーチ論 （川島） 月/4 ○ ○ ○ ○ ○

12 イノベーション･マネジメント 太田 火/2 ○ ○ ○ ○

13 交通論 松永 火/2 ○ ○ ○ ○

14 会計情報システム論 奥原 火/4 ○ ○ ○ ○

15 原価計算論 ト 水/1 ○ ○

16 経営財務論 翟
テキ

水/2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

17 情報処理演習 (梅谷) 水/2 ○ ○ 不可

18 社会関連会計論 向山 水/2 ○ ○

19 産業立地論 鈴木 木/1 ○ ○ ○ ○

20 国際通貨体制論 西倉 木/2 ○ ○ ○ ○

21 経営統計論 高田 木/3 ○ ○ ○ ○ ○ ○

22 証券市場論特講２ (松尾) 木/3 ○ ○

23 リスク･マネジメント論 　 栗岡 木/4 ○ ○ ○ ○ ○ ○

24 国際経営論 石井 木/4 ○ ○ ○ ○ ○ ○

25 環境政策論 除本 木/4 ○ ○

26 地域経営論 本多 金/2 ○ ○

27 会計基礎論演習 佐藤 金/2 ○ ○ 不可

28 統計方法論 藤井 金/3 ○ ○ ○ ○

29 金融制度論 青山 金/3 ○ ○

30 公益事業論 中瀬 金/4 ○ ○

31 情報論特講６ （寺井） 集中 ○ ○

32 中小企業経営論 本多他 集中 ○ ○ ○ ○

33 管理会計論特講２ （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

不可

可

平成２７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

国際 産・都 金・流＊ 会計

担当者の(　 )は非常勤講師です
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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

34 外書講読（英語） 澤田 月/3

35 外書講読（英語） 横井 月/4

36 外書講読（英語） 松永 火/1

37 外書講読（英語） 安田 火/1

38 外書講読（英語） 高柳 水/1

火/3

火/4

火/3

金/2

41 ビジネス・トピックス (中矢） 金/3

※1 プロジェクト・ゼミナール 鈴木 金/2

90 プロジェクト・ゼミナール 本多・立見 集中

42 職業指導１ （船越） 木/4

43 商業科教育法Ⅰ （岩前） 金/4

※1～4の科目は、ポータルサイト等で講義内容を掲載します。

平成２７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

担当者の(　 )は非常勤講師です

開講
時限

他学部
履修

経営 経・情 国際 産・都 金・流 会計

教　職　科　目
※卒業単位に算入されません

可

39

40

ビジネス英語Ⅰ (弓場）

ビジネス・コミュニケーションⅠ （Watkins）

不可専門外国語科目

不可コース外の専門科目
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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

44 経済学 高橋 木/2 不可

45 経営情報概論 ｵﾑﾆﾊﾞｽ 水/1 ◎ ◎

46 企業経営概論 ｵﾑﾆﾊﾞｽ 木/1 ◎ ◎

47 国際ビジネス概論 ｵﾑﾆﾊﾞｽ 金/2 ◎ ◎

48 都市経営論特講１ （上田） 月/1 ○ ○

49 企業評価論 石川 月/1 ○ ○ ○ ○ ○ ○

50 技術論 田口 月/2 ○ ○

51 卸売商業論 加藤 月/2 ○ ○ ○ ○

52 経営組織論 川村 月/3 ○ ○ ○ ○ ○ ○

53 マネジメント特講５ 横井 月/4 ○ ○

54 証券分析論 宮川 月/4 ○ ○ ○ ○

55 会計手続選択論 浅野 月/4 ○ ○

56 中級簿記 （中根） 火/2 ○ ○ 不可

57 流通論特講２ 加藤他 火/3 ○ ○

58 現代生産システム論 （坂本） 火/4 ○ ○ ○ ○ ○

59 マネジメント特講４ 高柳 水/1 ○ ○

60 管理会計論 ト 水/1 ○ ○ ○ ○

61 情報産業論 (西岡) 水/2 ○ ○ ○ ○

62 産業論特講３ 安田 水/2 ○ ○

63 証券市場論特講６ （中島） 水/3 ○ ○

64 日本産業論 澤田 木/1 ○ ○ ○ ○

65 国際立地論 鈴木 木/1 ○ ○ ○ ○

66 経営戦略論 山田 木/2 ○ ○ ○ ○

67 データ分析論 高田 木/3 ○ ○ 不可

68 貿易論 高橋 木/3 ○ ○

69 金融政策論 清田 木/3 ○ ○

70 マネジメント特講１(商経講座) 下崎他 木/5 ○ ○ 可
(2･3年次)

71 国際会計論 佐藤 金/1 ○ ○ ○ ○

72 財務会計論特講２ (ｵﾑﾆﾊﾞｽ) 金/2 ○ ○

73 産業統計論 藤井 金/3 ○ ○ ○ ○

74 国際マーケティング論 （畠山） 金/3 ○ ○ ○ ○

75 マーケティング経済論 田村 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。

可

他学部
履修

経営 経・情 国際 産・都 金・流＊

可

可

可

会計

学部共通必修科目

不可

平成２７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

担当者の(　 )は非常勤講師です

開講
時限
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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 外書講読（英語） 奥原 火/4

77 外書講読（英語） 栗岡 木/4

78 外書講読（英語） 北島 金/2

79 外書講読（英語） 西倉 金/4

火/3

火/4

40 ビジネス・コミュニケーションⅠ (Watkins) 火/3

41 ビジネス・トピックス （中矢） 金/3

81
経営の
イノベーティブサステナビリティ

ｵﾑﾆﾊﾞｽ 火/1 可

82 キャリアデザイン論５ （石川） 火/2

83 キャリアデザイン論１ 中瀬 金/4

84 テーマ・ゼミナール 澤田 月/2

85 テーマ・ゼミナール 安田 火/3

86 テーマ・ゼミナール 高柳 火/4

87 テーマ・ゼミナール 奥原 水/2

88 テーマ・ゼミナール 北島 金/3

89 テーマ・ゼミナール 佐藤 金/4

※2 プロジェクト・ゼミナール 加藤 木/2

※3 プロジェクト・ゼミナール 中瀬 木/4

※4 プロジェクト・ゼミナール 太田 木/5

80 職業指導２ （船越） 木/4 可

※1～4の科目は、ポータルサイト等で講義内容を掲載します。

ビジネス英語Ⅰ (弓場）39

コース外の専門科目
不可

専門外国語科目 不可

教　職　科　目
※卒業単位に算入されません

平成２７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

担当者の(　 )は非常勤講師です

国際 産・都 金・流 会計 他学部
履修
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平成24年度前期より、下記の内容でと変更となりました。履修する際には注意して下さい。

①　サブコース名の変更について

　　 「産業・都市経営コース」のサブコース「都市・環境・リスク」から、「都市経営」へ変更となりました。

②　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、再度の履修は不可

コース サブコース 科目名（変更前） 科目名（変更後） 平成27年度開講

経営 企業システム

産業・
都市経営

都市環境

経営 企業システム 経営労務論 人的資源管理論 なし

経営 マネジメント

経営情報 経営情報

国際特講1～6
国際ビジネス論
特講1～6

なし

貿易実務論 貿易実務 なし

産業・
都市経営

都市環境 地域経済論 地域産業論 なし

産業・
都市経営

都市環境
都市・環境・リスク
特講1～6

都市経営論
特講1～6

あり
（後期/月曜・1限）

会計 財務会計 実証会計学 実証会計論 なし

経営 マネジメント

経営情報 経営情報

会計 管理会計

経営情報 経営情報

会計 管理会計

国際ビジネス

（4年生の方へ）

【重要】サブコース名変更とコース指定科目名の追加・変更のお知らせ

なし

なし

あり
（後期/木曜・2限）

なし

経営数学

経営工学

経営倫理

経営戦略論

オペレーションズ・
マネジメント

経営科学

国際ビジネス

経営倫理論

戦略経営論
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平成２７年度学年暦 

 
第 １ 部      第 ２ 部 

 
学 年 開 始  ４月 １日（水）     同  左 

新入生ガイダンス  ４月 １日（水） 

入 学 式  ４月 ６日（月） 

新入生健康診断  ４月 ８日（水） 

前 期 授 業 開 始  ４月 ９日（木）     同  左 

振 替 授 業 日  ４月３０日（木）水曜日の授業実施   同  左 

振 替 授 業 日  ５月 ７日（木）月曜日の授業実施   同  左 

創 立 記 念 日  ６月 １日（月）（通常通り授業実施）   同  左 

授業・試験期間  ７月２４日（金）～８月 ６日（木）   同  左 

夏 季 休 業  ８月 ５日（水）～９月１５日（火）   同  左 

研 修 期 間  ９月１６日（水）～９月３０日（水）   同  左 

後 期 授 業 開 始 １０月 １日（木）     同  左 

振 替 授 業 日 １０月１５日（木）月曜日の授業実施   同  左 

振 替 授 業 日 １１月２７日（金）月曜日の授業実施   同  左 

冬 季 休 業 １２月２３日（水）～１月 ７日（木）   同  左 

授業・試験期間  ２月 ２日（火）～２月１６日（火）   同  左 

振替授業・試験日  ２月１６日（火）木曜日の授業・試験実施  同  左 

研 修 期 間  ２月１７日（水）～３月１９日（土）   同  左 

春 季 休 業  ３月２０日（日）～     同  左 

 

 
※ 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。 
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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。（平成２７年度においては８月５・６日が夏期休業期間ですが、授

業・試験を実施） 

 
☆ 参 考 

 ・新入生歓迎祭開催に伴う休講 

   ４月１６日（木）１部５時限、１７日（金）１部３～５時限 

［歓迎祭開催日程：４月１６日（木）５限、１７日（金）午後～１８日（土）］ 

 ・大学祭開催に伴う休講 

１０月３０日（金）１部５時限、１１月２日（月）１部全時限 

［大学祭開催日程：１０月３１日（土）～１１月３日（火）］ 

 ・センター試験準備に伴う休講 

   平成２８年１月１５日（金） １，２部全時限（予定） 

［センター試験：１月１６日（土）・１７日（日）］ 

 
  振替試験日及び試験期間について 
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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：再履修者 

※「会計基礎論」の再履修者以外は履修できません。 
 

【授業の目標及びテーマ】 

日商簿記検定３級レベルの基礎的範囲を理解する。 

 

 

【授業の概要】 

ビジネスにとって知識習得は必須である簿記（日商簿記検定試験３級の範囲内）について学習します。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。 

 

 

【授業計画】 

第1回：ガイダンス・複式簿記の目的と機能  第 9回：試算表と精算表② 

第2回：取引・仕訳・勘定記入（複式簿記の基礎構造） 第10回：決算整理① 

第3回：試算表と精算表①    第11回：決算整理② 

第4回：現金預金     第12回：決算整理③ 

第5回：商品売買     第13回：練習問題による実践練習① 

第6回：手形・有価証券    第14回：練習問題による実践練習② 

第7回：有形固定資産    第15回：全体の総括 

第8回：その他の債権・債務 

 

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

ので（詳細は講義期間中に掲示します）、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者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

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。 

 

 

【評価方法・評価基準】 

出席状況、ミニテストの成績および期末試験の成績で総合的に評価します。毎回ミニテストの提出により

出欠を確認し、出席点を加味します。 

 

 

【テキスト又は参考書】 

『新検定簿記講義３級 商業簿記』 

 

 

【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。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。 
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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 

※再履修者は「会計基礎論（再履修）」を履修してください。 

 

【授業の目標及びテーマ】 

簿記・会計が好きになる。 

 

 

【授業の概要】 

この講義は、つまらないといわれる簿記・会計を好きになってもらうことを目的とする。 

 

 

【授業計画】 

 第1回：貸借対照表と損益計算書   第 9回：社会の中の会計 

 第2回：仕訳     第10回：会計公準と会計基準 

 第3回：勘定記入    第11回：財務会計の利害調整機能 

 第4回：試算表・精算表   第12回：財務会計の情報提供機能 

 第5回：当座預金・商品売買   第13回：効率的市場と会計アノマリー 

 第6回：有価証券・手形の処理  第14回：財務情報と非財務情報 

 第7回：減価償却・貸倒引当金  第15回：利益マネジメントと会計発生高 

 第8回：収益の見越・繰延 

 

※ 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。 

 

 

【評価方法・評価基準】 

出席状況、小テストの成績及び期末試験の成績で総合評価する。 

 

 

【テキスト又は参考書】 

『新検定簿記ワークブック３級商業簿記』、中央経済社。 

『会計学の手法』、中央経済社。 

 

 

【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。商学部生にとって、簿記・会計

の知識習得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やヘッドハンティングなどありえない。プロは会計数

値を理解し、分析し、解釈し、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。 
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3 
経営学 

Management Theory 
山田 仁一郎 

講義・半期・2単位 対象年次：１年次および再履修者 

 

【授業の目標及びテーマ】 

経営学は、現代人にとってある意味で常識を担う学問領域となりつつあります。幼稚園から国際連合まで、

あらゆる場所で「経営学」の実践、マネジメントが行われています。この導入科目としての経営学に必要な

のは、基本的な専門用語・知識の表面的な習得だけではなく、その背後にある論理の道筋を理解し、説明

する能力の養成です。いわば、学び手としての学生の皆さんは、経営学的考え方を通して、この世界の現

実をとらえ直し、新たな問いを立て、常識を問い直す習慣を身につけることができるようになるのです。目

安としての学習範囲としては、いわゆる経営学検定試験の初級レベルの合格を到達目標とします。必修科

目ですから、逃げずに開き直って前向きに楽しくやりましょう。 

 

 

【授業の概要】 

現代社会において最も重要な位置を占めている組織は、「企業（会社）」とよばれる組織です。商品・サー

ビスを提供し、そして、多くの人びとは生活の糧を企業から得ています。この講義では、この「企業（会社）」

組織の運営に焦点を当てます。NTTドコモ、ソフトバンク、セブン-イレブン、トヨタ自動車、任天堂・三井物

産…といった大企業から、近所にある中堅・中小企業、スタートアップ（ベンチャー）まで、世の中には大小

さまざまな企業や組織があります。これは、企業経営にかかわるさまざまな経営学系科目（経営学総論、戦

略論、組織論など）の入門となる授業です。 

 

 

【授業計画】 

第1回：「経営」とはなにか？   第 9回：企業戦略とは？：多角化戦略、M&Aと提携 

第2回：企業経営とは？：市場と組織  第10回：国際化の戦略とは？ 

第3回：経営学とは？広義と狭義の定義 第11回：人を動かす？①：マクロ組織論、組織形態 

第4回：会社とは？：株式会社の仕組み  第12回：人を動かす？②：ミクロ組織論、動機づけ 

第5回：経営資源の視点で世界をみる  第13回：キャリアをデザイン？：そもそも、キャリアとは 

第6回：経営戦略とは？：定義と階層性  第14回：広がる経営学：老舗・同族企業、病院経営 

第7回：競争戦略とは？①：顧客価値、差別化 第15回：まとめ：マネジメントを越えて  

第8回：競争戦略とは？②：3つの基本戦略、事業システム 

 

 

【評価方法・評価基準】 

基本的には定期試験の結果で評価します（全体75％）。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％）。座学だと思って、受け身で聞いているだけの学生は、あまり高く評価しません。 

 

 

【テキスト又は参考書】 

加護野忠男・吉村典久編著『1からの経営学（第2版）』（2012年、碩学舎・中央経済社刊）。適宜、参考と

なる雑誌あるいは映画等も紹介します。『日本経済新聞』や『日経ビジネス』など、企業経営にかかわる情

報は溢れています。テキストを眺めるだけでは学習になりません。自主的にスタディ・グループで自分なり

の「経営学の学習の地図」づくりを毎日する習慣をつけることが、参加の前提です。 

 

 

【受講生へのコメント】 

必ず、講義に前もって、教科書の指定した範囲を読んで来てください。原則として毎週１章ずつ読み進め

ていきます。また学生諸君は身の回りにある企業活動の事例（たとえば、牛丼業界での値下げ競争）と学

んだ理論とを結びつけて考える癖をつけてください。商学部の学生は、ウェブ記事ではなく本を読み、「常

識的態度」として、普段からビジネスマインドを醸成したいものです。 
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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 

 

【授業の目標及びテーマ】 

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。 

 

 

【授業の概要】 

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。 

 

 

【授業計画】 

第1回：イントロダクション   第 9回：管理会計の意義と目的 

第2回：会計情報の役割 (第1章)  第10回：原価計算 

第3回：会計制度と社会 (第2章)  第11回：利益計画 

第4回：会計の仕組み (第3章)  第12回：予算管理 

第5回：貸借対照表 (第4章)   第13回：業績評価 

第6回：損益計算書 (第9章)   第14回：設備投資意思決定 

第7回：儲かる仕組みの分析 (第11章)  第15回：まとめ (管理会計) 

第8回：中間テスト (財務会計) 

 

 

【評価方法・評価基準】 

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。 

 

 

【テキスト又は参考書】 

テキスト： 

・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) 

 

 

【受講生へのコメント】 

テキストを事前に十分に予習しておくこと。 
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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 

 

【授業の目標及びテーマ】 

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学んでもらいます。ここでは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。 

 

 

【授業の概要】 

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。 

 

 

【授業計画】 

 第1回：オリエンテーション   第 9回：マーケティングと商業の対立 

 第2回：経済における流通と商業の役割 第10回：メーカーの流通チャネル介入 

 第3回：商業における多段階市場形成機能 第11回：流通系列化によるチャネル統制 

 第4回：取引の計画性と商業組織編成  第12回：閉鎖的体系の限界 

 第5回：商業における品揃え形成過程  第13回：流通組織の新展開 

 第6回：個別品揃え物と集積品揃え物  第14回：投機型流通から延期型流通への転換 

 第7回：商業の社会性と売買の集中  第15回：まとめと復習（学期末試験について） 

 第8回：小売業種分類と小売業態発展 

 

 

【評価方法・評価基準】 

中間リポート（予定）、および期末試験により評価します。ただし、リ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。 

 

 

【テキスト又は参考書】 

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。 

参考書については、適宜、指示します。 

 

 

【受講生へのコメント】 

予習は必須ではありませんが、受講後の復習（毎回、該当する箇所を読み直し理解に努めること）が必須

となります。また、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喋りに授業へ出るこ

とはくれぐれも止めてください。 
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6 
金融概論 

Introduction to Theory of Finance 
北島 孝博 

講義・半期・2単位 対象年次：全年次 

 

【授業の目標及びテーマ】 

本講義の目的は、初学者を対象に、基本的な金融の商品、制度、業務についての理解を深めてもらうこ

とにある。 

 

 

【授業の概要】 

基本的には、以下の授業計画に沿って行う。まず、顧客の視点から見た金融について学ぶ。次に、制度

の視点から見た金融について概観する。さらに、産業の視点から見た金融について考察する。最後に、投

資家の視点から見た金融について解説する。 

 

 

【授業計画】 

 第1回：オリエンテーション   第 9回：銀行の預金業務と貨幣需要 

 第2回：商品としての金融取引  第10回：銀行の融資業務と貨幣供給 

 第3回：個人向け金融商品・サービス  第11回：証券業務 

 第4回：企業向け金融商品・サービス  第12回：保険 

 第5回：日本の金融制度と制度改革  第13回：金融市場動向 (1) 

 第6回：金融市場の構造   第14回：金融市場動向 (2) 

 第7回：通貨制度の歴史   第15回：まとめ  

 第8回：決済業務と貨幣のシステム 

 

 

【評価方法・評価基準】 

期末試験をベースに評価する。評価には、出席点・レポート等を加点する。 

 

 

【テキスト】 

レジュメを配布する。 

 

 

【参考書】 

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, 2002年 
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7 
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 

 

【授業の目標及びテーマ】 

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。また、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。 

 

 

【授業の概要】 

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，また現在のトピックスから取捨選択して講義する。 

 

 

【授業計画】 

第1回：戦後日本産業の展開過程   第 9回：産業・技術と環境政策１ 

 第2回：産業の歴史と基礎理論   第10回：産業・技術と環境政策２ 

 第3回：産業構造の基礎理論１   第11回：環境及び環境政策１ 

 第4回：産業構造の基礎理論２   第12回：環境及び環境政策２ 

 第5回：グローバル化と日本産業１   第13回：産業の空間展開と地域政策１ 

 第6回：グローバル化と日本産業２   第14回：産業の空間展開と地域政策２ 

 第7回：交通現象と交通政策    第15回：まとめ 

 第8回：リスクと保険 

 

 

【評価方法・評価基準】 

期末試験による。 

 

 

【テキスト又は参考書】 

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 

 

 

【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。 
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8 
ファッション・ビジネス論 

Fashion Business 
富澤 修身 

講義・半期・2単位 対象年次：全年次 

 

【授業の目標及びテーマ】 

授業の目標は、衣服ファッション産業史の中にイノベーションのダイナミズムを見いだし、イノベーションを

より広い視野から理解する視点を養うことである。 

授業のテーマは、大都市の中の繊維・衣服産業史に見られた模倣と創造の歴史を多面的に論じ、イノベ

ーションについて学ぶことである。 

 

 

【授業の概要】 

まず、イノベーションとクリエーションに関する先行研究を確認する。 

次に、上海、ソウル、福井、大阪、東京、ニューヨークについて繊維・アパレル産業の歴史を踏まえて現

状を評価する。福井を取り上げるのは、シルク系素材産地の歴史を理解するためである。 

最後に、上海からニューヨークまで論じてイノベーションとクリエーションの視点から明らかになったことを

まとめる。ファッション権威都市・パリは、ニューヨークを論じる際に言及する。 

 

 

【授業計画】 

 第1回：ファッション産業史の視点から  第 9回：綿系素材生産都市・大阪（２）  

 第2回：ファッション模倣陳列都市・上海（１） 第10回：消費都市・東京（１） 

 第3回：ファッション模倣陳列都市・上海（２） 第11回：消費都市・東京（２）  

 第4回：創造性に踏み出したソウル東大門（１） 第12回：アメリカンファッション成立前のＮＹ 

 第5回：創造性に踏み出したソウル東大門（２） 第13回：衣服生産都市・ニューヨーク（１） 

 第6回：シルク系素材産地・福井（１）  第14回：衣服生産都市・ニューヨーク（２） 

 第7回：シルク系素材産地・福井（２）  第15回：イノベーションとクリエイティビティの視点 

 第8回：綿系素材生産都市・大阪（１） 

 

 

【評価方法・評価基準】 

定期試験等で評価する。 

 

 

【テキスト又は参考書】 

富澤修身著『模倣と創造のファッション産業史』（ミネルヴァ書房, 2013年） 

 

 

【受講生へのコメント】 

ファッションやファッション産業に興味のある学生や世界の大都市について学びたい学生にお薦め。 
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9 
企業システム特講１ 

Topics on Business System 1 
新藤 晴臣 

講義・半期・2単位 対象年次：全年次 

 

【授業の目標及びテーマ】 

本講義では、アントレプレナーシップ（Entrepreneurship）の理論と実践について考えることを目的とする。

アントレプレナーシップの要素としては、アントレプレナー、起業機会、経営資源、事業コンセプト、の4点が

挙げられる。本講義では、個々の構成要素について、先行研究の論点を理解するほか、それら要素の間

のダイナミックな相互作用について、学んでいく。特に本講義では、アントレプレナーシップ戦略の柱となる

事業コンセプトに焦点を当て、具体的な構築方法と展開方法について学んでいく。こうした過程を通じて、

本講義では、多様な経営理論を実践的するスキルについても学ぶことを目的とする。 

 

 

【授業の概要】 

上記目標を達成するために、本講義は大きく、①理論学習、②ケーススタディー、③ビジネスプラン構築

という3つの部分により構成される。①理論学習では、アントレプレナーシップ及び経営戦略に対する基本

理論について確認を行う。②ケーススタディーでは、アントレプレナーの立場から、実際の経営上の課題に

ついて意思決定を行うとともに、その妥当性について、理論をもとに検証する。③ビジネスプラン構築では、

チーム単位でビジネスプランを構築することで、多様な経営理論を統合的に用いるスキルを身につける。 

 

 

【授業計画】 

第1回：イントロダクション   第 9回：アントレプレナーシップの戦略3（市場） 

 第2回：ベンチャー企業とは何か？  第10回：ケース3：ソフトウェア企業の戦略分析 

 第3回：アントレプレナーの役割  第11回：ビジネスプラン1：コンセプトと経営陣 

 第4回：ケース1：フットサルベンチャーの創業 第12回：ビジネスプラン2：起業機会、競合分析 

 第5回：アントレプレナーシップの要素  第13回：ビジネスプラン3：マーケティング戦略 

 第6回：ケース2：ソフトウェア企業の事業転換 第14回：ビジネスプラン4：損益シミュレーション 

 第7回：アントレプレナーシップの戦略1（自社） 第15回：まとめ：ビジネスプラン発表 

 第8回：アントレプレナーシップの戦略2（競合） 

 

 

【評価方法・評価基準】 

成績評価の構成比率は、以下の通りとなる。①レポート（授業内のミニレポート含む）：40％、②授業内で

の発言：20％、③ビジネスプラン作成：40％。これら①～③の構成比率は、受講生の理解度に応じて若干、

調整を行う可能性がある。なお定期試験による評価は行わない。 

 

 

【テキスト又は参考書】 

[テキスト] 

新藤晴臣(2015) 『アントレプレナーシップ戦略』 中央経済社。 

[参考書] 

忽那憲治／長谷川博和／高橋徳行／五十嵐伸吾／山田仁一郎(2014) 『アントレプレナーシップ 

入門』  有斐閣。 

ウィリアム・バイグレイブ／アンドリュー・ザカラキス(2009) 『アントレプレナーシップ』 日経BP。 

 

 

【受講生へのコメント】 

質問については、基本的に授業中または授業終了後に受けつけます。また、一定の時間を必要とする

質問・相談がある場合は、メール（h_shindo@gscc.osaka-cu.ac.jp）にて、アポイントをお願いします。 
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10 
経営管理論 

Management Theory 
狩俣 正雄 

講義・半期・2単位 対象年次：全年次 

 

【授業の目標及びテーマ】 

組織は目的達成のために形成される。しかし、組織が当初最適に形成されたとしても、組織を取り巻く環

境は絶えず変化しており、その存続発展は組織内外の諸力のために困難である。これらの諸力を調整し

て組織の均衡を維持し、組織を存続発展させようとするとき管理が必要であり、リーダーシップが必要であ

る。経営管理はこのような組織の形成、維持、存続、発展にかかわる過程である。本科目では、組織の存

続発展に関わる管理やリーダーシップの問題について講述する。 

 

 

【授業の概要】 

経済のグローバル化やＩＴの高度化などによって企業は激しい競争を展開しているが、企業の存続発展

の決め手になるのがマネジメントやリーダーシップである。組織の管理運営に必要な基本的な原理、企業

行動の基本的メカニズムなどについて講述する。内容は概ね次の通りである。 

 

 

【授業計画】 

第1回：オリエンテーション   第 9回：働くことの意味  

第2回：経営管理の意義   第10回：モチベーション 

第3回：伝統的管理論   第11回：組織変革とイノベーション 

第4回：人間関係論    第12回：コミュニケーション 

第5回：現代管理論          第13回：リーダーシップ 

第6回：組織の有効性       第14回：経営倫理とスピリチュアル経営 

第7回：経営計画    第15回：まとめ、試験について 

第8回：組織構造 

 

 

【評価方法・評価基準】 

評価は、期末試験と小テスト、レポートの内容、および出席状況を勘案して行います。 

 

 

【テキスト又は参考書】 

狩俣正雄『信頼の経営』中央経済社、2009年。 

 

 

【受講生へのコメント】 

企業経営に関する時事的問題、特に、CSR、企業倫理、スピリチュアリティの問題についても論議します。 
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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 

 

【授業の目標及びテーマ】 

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。その結果が偏

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。 

 

 

【授業の概要】 

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。 

 

 

【授業計画】 

 第1回：イントロダクション(リサーチ会社紹介) 第 9回：調査票と観察フォームの設計 

 第2回：調査事例の紹介(満足調査)  第10回：標本抽出 

 第3回：リサーチ課題の定義とアプローチの展開 第11回：フィールド・ワーク（実査作業）・データの作成 

 第4回：探索的リサーチの設計  第12回：リサーチ事例① 

 第5回：記述リサーチの設計 質問法と観察法 第13回：リサーチ事例② 

 第6回：因果的リサーチの設計 実験法 第14回：リサーチ事例③ 

 第7回：測定と尺度化 相対尺度  第15回：まとめ  

 第8回：測定と尺度化 絶対尺度 

 

 

【評価方法・評価基準】 

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。 

 

 

【テキスト又は参考書】 

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。 

 

 

【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。 
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12 
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 

 

【授業の目標及びテーマ】 

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。 

 

【授業の概要】 

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。 

 

【授業計画】 

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（製品企画、新製品開発、技術開発） 

第 3回：プロセスイノベーション（生産革新・改善、流通革新・改善、事務革新・改善） 

第 4回：システムイノベーション、マネジメントイノベーション（経営革新、仕組み革新） 

第 5回：イノベーションを推進するための組織改革（革新を次々に起こしていくことができる企業を作るには） 

第 6回：イノベーションプロセスとは（莫大な投資を伴うイノベーションをどうやってコントロールするのか） 

第 7回：イノベーションプロセスの見える化（売れる新製品・サービスをいかに作り、それをいかに市場に浸透 

させるか） 

第 8回：イノベーションを巡る組織内の調整（どうしたら組織の中で自分のアイデアを主流にできるか） 

第 9回：グローバルイノベーション戦略（海外企業といかに提携し、新製品・サービスを創出し、市場獲得する 

か） 

第10回：デジタル化とイノベーション（モバイルなど新しいコミュニケーション技術はイノベーションにどう影響す 

るか） 

第11回：イノベーションと知財戦略（知財をどのように戦略的に扱っていくのか、新興国そして米国の動向） 

第12回：経営理念とイノベーション（従業員全員で迅速にイノベーションをすすめるためには何が必要か） 

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 

 

【評価方法・評価基準】 

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。 

 

【テキスト又は参考書】 

テキスト：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  

 

【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。 
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13 
交通論 

Transportation Economics 
松永 州正 

講義・半期・2単位 対象年次：全年次 

 

【授業の目標及びテーマ】 

本講義の中心的な目的は現代の交通の分析そのものではない。現代の交通を分析するための基礎力

の養成である。日本の交通の現況については調べれば誰でもある程度は知ることができるだろう。だが交

通を理解する底力となる交通そのものや交通業の性格に対する理解は独力では困難である。そこで交通 

を理解するために必要となる理論、交通を分析する際の道具たる理論の修得を目的に本講義を展開する。 

交通問題は我々の日常生活と密接不可分の関係にある。それゆえ人々の関心は高い。しかしながらそ

の背後には多くの特殊性(＝交通の不思議)が存在する。その特殊性に対する深い理解が現実の交通現

象や交通問題にアプローチする鍵となる。 

 

【授業の概要】 

本講義では「そもそも交通とは何か」という問いを経済・経営・商学の立場から多角的に解明していく。具

体的には、日常生活における交通の役割、交通部門の位置づけの歴史的変化、交通部門の意義と機能、

「一般に経済学・経営学・商学が対象とする製造業と労働生産物」に対する「交通業と交通サービス」の特

殊性、サービスという視点から見た場合における交通業の性格である。これらの解明が、現実の交通現象

や交通問題を解明する基礎に該当する。 

 

【授業計画】 

第 1回：イントロダクション 

第 2回：日常生活と交通(1) 

第 3回：日常生活と交通(2) 

第 4回：交通部門の位置づけの歴史的変化 

第 5回：交通観の歴史的変化(1) 

第 6回：交通観の歴史的変化(2) 

第 7回：交通サービスの生産・消費・流通(1) 

第 8回：交通サービスの生産・消費・流通(2) 

第 9回：交通サービスの生産・消費・流通(3) 

第10回：交通サービスの生産・消費・流通(4) 

第11回：交通部門におる生産形態の歴史的変化とその要因 

第12回：サービス部門における交通業の位置づけ 

第13回：サービス部門における交通業とその性格(1) 

第14回：サービス部門における交通業とその性格(2) 

第15回：まとめ 

 

【評価方法・評価基準】 

期末テストを中心に小テスト又はリポートの内容を加味して評価する。純粋な出席点はありません。 

 

【テキスト又は参考書】 

テキストは使用しません。参考書は必要に応じて紹介します。 

 

【受講生へのコメント】 

交通(広義には通信も含む)がなければ我々の生活は成立しない。我々の生活を下支えしているのが交

通である。交通の発達は人間や地域社会の成長に寄与する。同時に世の中の生産力を向上させる。本講

義を通じて身近な交通現象を見つめる機会が増えれば大変望ましい。 
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14 
会計情報システム論 

Accounting Information System 
奥原 貴士 

講義・半期・2単位 対象年次：全年次 

 

【授業の目標及びテーマ】 

企業経営における無形資産の重要性はますます高まっており、財務会計においても無形資産に関する

会計が論点となることが多い。そして学会においても、無形資産に関する研究が盛んに行われている。本

講義では、無形資産の会計処理と、それに関連する研究内容を理解し、習得した知識に基づいて自らの

意見を述べることを到達目標とする。 

 

 

【授業の概要】 

本講義では、最初に財務会計の基礎知識と無形資産会計の概要を学習する。続いて、それぞれの無形

資産の会計処理と関連する研究の内容を解説し、議論を行う。無形資産に関しては、研究開発投資、ソフ

トウェア、のれんを主要なテーマとしてとりあげる。研究は、無形資産と利益との関係、無形資産の不確実

性、無形資産と株価との関係をテーマとしているものを中心に説明を行う。 

 

 

【授業計画】 

第 1回～第 3回：ガイダンス、財務会計および概念フレームワークの基礎知識 

第 4回～第 5回：無形資産の動向、無形資産会計の概要      

第 6回～第10回：研究開発投資の会計     

第11回～第12回：ソフトウェアの会計     

第13回～第14回：のれんの会計 

第15回：まとめ 

 

 

【評価方法・評価基準】 

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

 

 

【テキスト又は参考書】 

テキストは使用しない。参考書は以下のとおりである。 

 

伊藤邦雄編著『無形資産の会計』中央経済社、2006年 

藤田晶子『無形資産会計のフレームワーク』中央経済社、2012年 

 

 

【受講生へのコメント】 

進捗により講義内容を変更する可能性がある。会計の初学者でもわかりやすい講義を心がけるが、財務

会計や無形資産に関心がある学生の受講が望ましい。また、統計的分析を行っている研究をとりあげるが

統計の初学者でも理解できるよう講義を行う。 
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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 

 

【授業の目標及びテーマ】 

原価計算は、財務会計と管理会計をつなぐ位置にあり、財務諸表の作成目的と経営管理目的の双方に

役立つものである。本講義では、原価計算の基本方法を習得することを目標としている。 

 

 

【授業の概要】 

商業と工業の最も大きな違いは、前者が販売活動を営むだけなのに対し、後者は生産プロセスを含んで

いることである。したがって、商企業の損益計算は商業簿記によって行われるが、工企業の損益計算をす

るためには原価計算が必要となる。企業で製品を製造して販売したり、いろいろなサービスを提供したりす

るためにかかるものが「原価」である。そして、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、原価計算をはじめて学習する方を対象として「原価とは何か」、「実際にかかった原価はどのように計

算するのか」について、練習問題を解きながら学んでいく。 

 

 

【授業計画】 

第1回：工業簿記の仕組み   第 9回：総合原価計算（２） 

第2回：材料費計算   第10回：標準原価計算（１） 

第3回：労務費    第11回：標準原価計算（２） 

第4回：経費計算    第12回：原価・営業量・利益関係の分析 

第5回：製造間接費   第13回：原価予測の方法と直接原価計算 

第6回：部門費計算   第14回：製品の受払と営業費計算と 

第7回：個別原価計算        工場会計の独立 

第8回：総合原価計算（１）   第15回：まとめ 

 

 

【評価方法・評価基準】 

期末試験により評価する。 

 

 

【テキスト又は参考書】 

岡本 清・廣本敏郎［編著］『新検定簿記講義 2級 工業簿記』中央経済社。 

 

 

【受講生へのコメント】 

商業簿記に関する基本知識を事前に習得しておくこと。 
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16 
経営財務論 

Corporate Finance 
翟
テキ

 林瑜
リ ン ヨ

 

講義・半期・2単位 対象年次：全年次 

 

【授業の目標及びテーマ】 

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

強することが目的だが、一口にカネといっても、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。この授業を通じて、皆さんに、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

らえれば幸いである。 

 

 

【授業の概要】 

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。なお、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。 

 

 

【授業計画】 

第1回：ガイダンス―企業財務と資本市場― 第 9回：配当政策と自社株買い 

Ⅰ 資本市場と証券投資   Ⅲ 企業価値評価とコーポレート・ガバナンス 

第2回：貨幣の時間価値（１）          第10回：企業価値評価と経営者報酬 

第3回：貨幣の時間価値（２）          第11回：エージェンシー理論 

第4回：債券と株式の評価            第12回：コーポレート・ガバナンス 

第5回：株式のリターンとリスク  Ⅳ 株式投資の理論と実践 

Ⅱ 企業の実物投資と財務政策  第13回：投資、投機と行動ファイナンス（１） 

第6回：投資決定と資本コスト（１）     第14回：投資、投機と行動ファイナンス（２） 

第7回：投資決定と資本コスト（２）  第15回：総括と質疑応答 

第8回：資金調達と資本構成 

 

 

【評価方法・評価基準】 

期末試験 

 

 

【テキスト又は参考書】 

花枝英樹『企業財務入門』、白桃書房、最新版。 

 

 

【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。 

− 25 −



 

 

17 
情報処理演習 

Date Processing Exercise 
梅谷 康子 

講義・半期・2単位 対象年次：全年次 

 

【授業の目標及びテーマ】 

現代はビッグデータに象徴されるように大量のデータが身近にあり利用可能になっている。 

本当に有用なデータは何なのか、データの取捨選択や有効な利用方法について考察を深め、理解する

ことを目的とする。 

 

 

【授業の概要】 

データを活用できる情報とする情報処理の仕組みや、実際の経営の現場で（特に製造業）行われている

情報処理の現状及びその運用について、実例を交えて紹介し解説する。 

現実に近いデータをもとに、計算を含めた情報処理の演習も予定している。 

 

 

【授業計画】 

第1回：オリエンテーション   第 9回：品質管理 

第2回：業務管理①受注と販売管理  第10回：情報セキュリティ管理 

第3回：データベースの仕組み  第11回：工程管理 

第4回：業務管理②発注と仕入管理  第12回：原価計算 

第5回：様々な形態のデータ管理  第13回：在庫管理と棚卸評価 

第6回：生産管理入門   第14回：情報の有効活用 

第7回：所要量計算   第15回：まとめ 

第8回：統計的データ管理 

 

 

【評価方法・評価基準】 

出席・演習・試験を総合的に判断して評価します。 

 

 

【テキスト又は参考書】 

特定のテキストは使用しません。 

参考文献がある場合は、講義の中で紹介します。 

 

 

【受講生へのコメント】 

中小製造業の生産管理の構築を３０年にわたり多数手掛けてきました。いろいろな業種のシステムを構

築するにあたり、書物からは得ることのできない貴重な知識・知恵や体験をたくさんさせてもらいましたので、

その一端をご紹介したいと思います。 

時間に余裕があるときには、教養講座も予定しています。あまり堅苦しくならない講義をするつもりですの

で、社会見学の意味も含めて受講して下さい。 
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18 
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 

 

【授業の目標及びテーマ】 

財務会計は、企業活動を貨幣数値に変換して集約し、企業外部のステイクホルダー（stakeholders）に会

計情報として公開する仕組みであり、社会的な諸機能を果たしている。この仕組みの論拠のひとつが、株

主と経営者との関係を資金・財の委託－受託関係（stewardship）ととらえ、受託者から委託者への会計情

報の提供義務を導くアカウンタビリティ（accountability：説明責任）概念である。 

これまでの会計は、企業の経済的利益（言い換えれば、利益追求組織としての側面）のみを捕捉してき

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）が新たに注目を集めていることは、周知の通りである。ただし、その理解の方法はさまざまである。 

社会関連会計（社会環境会計）は、企業の社会的利益（言い換えれば、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。 

多くの企業のHPには、環境報告書・CSR報告書・Sustainability報告書が掲載されている。最近注目され

ている動きは、財務情報と非財務情報を統合する「統合報告（Integrated Reporting：IR）」である。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、歴史的展開をふまえつつ、環境会計やトリプル・ボト

ムラインの考え方、CSR情報開示の論拠から統合報告まで多くの論点に言及し、受講生が抱いているかも

しれない伝統的な経済的利益中心的思考を相対化することを目的としている。 

 

【授業の概要】 

社会関連会計（社会環境会計）、CSR（企業の社会的責任）、トリプル・ボトムライン、環境報告書、

Sustainability報告書、GRIガイドライン、統合報告などをキータームに、企業による開示事例をまじえながら

講義をおこなう。 

 

【授業計画】 

第1回～第3回：社会関連会計とは何か 

（1）財務会計の歴史と機能 （2）財務会計と社会関連会計 （3）「企業の社会的責任」とCSR 

第4回～第5回：社会関連会計の生成（1970年代） 

（1）「社会的利益」算定の試み （2）アメリカ・イギリス・ドイツにおける試み 

第6回～第9回：環境会計・環境報告書の展開（1990年代） 

（1）環境会計の測定・開示の構造（環境省ガイドラインを中心に） （2）環境報告書の開示事例 

（3）国際的ガイドライン（GRIガイドラインを中心に） （4）環境政策としての環境情報開示 

（5）環境負債と資産除去債務の会計 

第10回～第14回：環境情報開示の論理と機能 

（1）情報作成主体の意図と情報利用主体の意図 （2）アカウンタビリティ概念の拡張の可能性 

（3）企業の正統性理論 （4）CSR情報開示への展開 （5）統合報告とIRフレームワーク 

（6）経済的利益と社会的利益 

第15回：まとめ 

 

【評価方法・評価基準】 

期末試験をおこなう。講義期間中にレポートの提出を求める予定である。期末試験とレポートにより評価

する。 

 

【テキスト又は参考書】 

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 
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19 
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 

 

【授業の目標及びテーマ】 

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。受講生が産業立地に関する基本知識を修

得することを目標とします。 

 

 

【授業の概要】 

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。 

 

 

【授業計画】 

第1回：授業ガイダンス    第 9回：経済社会の立地環境について(2) 

第2回：産業立地論とは何か(1)   第10回：経済社会の立地環境と地域政策(1) 

第3回：産業立地論とは何か(2)   第11回：経済社会の立地環境と地域政策(2) 

第4回：事業拠点の立地選択について(1)  第12回：グローバル化の中の大阪の産業集積(1) 

第5回：事業拠点の立地選択について(2)  第13回：グローバル化の中の大阪の産業集積(2) 

第6回：産業活動連鎖と企業の立地行動(1)  第14回：グローバル化の中の大阪の産業集積(3) 

第7回：産業活動連鎖と企業の立地行動(2)   第15回：授業のまとめ  

第8回：経済社会の立地環境について(1) 

 

 

【評価方法・評価基準】 

期末試験（80点）およびレポート（20点）により評価する。 

 

 

【テキスト又は参考書】 

テキスト：鈴木洋太郎『産業立地論』原書房。 
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20 
国際通貨体制論 

International Monetary System 
西倉 高明 

講義・半期・2単位 対象年次：全年次 

 

【授業の目標及びテーマ】 

具体的な国際決済の仕組みを理解した上で、国際通貨（基軸通貨）論の視点から、古典的な国際通貨

制度である国際金本位制から現代の国際通貨制度である変動相場制に至るまで、国際通貨制度がどのよ

うに変遷してきたのかを明らかにします。国際金融の簡単な原理を理解し習得すること、さらに、原理を応

用する能力を養うことが授業の目標です。 

 

 

【授業の概要】 

出来る限り身近なことに絡ませながら国際金融の考え方を身に付けるようにします。 

最初は貿易取引を取り上げて、国内の話を応用しながら、具体的に国際決済がどのように行われていく

かを説明します。ポイントは銀行です。銀行を出発点にして、2国間の話から多国間の話、国際通貨体制

へと話を進めていきます。 

 

 

【授業計画】 

第1回：国内決済と国際決済   第 9回：ＩＭＦ体制の仕組み 

第2回：外国為替制度の仕組み  第10回：ＩＭＦ体制下の自動調整メカニズム 

第3回：国際決済メカニズム   第11回：変動相場制の仕組み 

第4回：国際通貨の実体と機能  第12回：変動相場制下の自動調整メカニズム 

第5回：国際金融市場と外国為替市場  第13回：ＩＳバランス論 

第6回：Ｎ－１論と基軸通貨   第14回：基軸通貨の特権 

第7回：金本位制の仕組み   第15回：まとめ  

第8回：国際金本位制下の自動調整メカニズム 

 

 

【評価方法・評価基準】 

期末試験の成績によって評価する。 

 

 

【テキスト又は参考書】 

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。 

テキストを使用しないので復習を十分すること。 

 

 

【受講生へのコメント】 

出席をとります。出席票に基づいてアトランダムに当てていきます。当てられた人は間違っていてもいい

から連想ゲームのつもりで必ず答えること。3ヵ月後自分の答えがどうなっているか？ 
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21 
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 

 

【授業の目標及びテーマ】 

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られるようになるために

は、統計学の基本的な概念を学ぶ必要があります。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･経営の基礎的分析が自分でできるようになることです。講義では、データの

統計的性質をできるだけ視覚的に説明し，抽象的な統計概念を直感的に理解できるようにします。講義で

説明した概念・方法を実際に使いこなせるようにするために、小テストや、エクセルを使ったデータ解析な

どを含む宿題を課す予定です。 

 

【授業の概要】 

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。 

 

【授業計画】 講義の進行は、状況により変更します。 

第1回：はじめに－統計学とは何か   第 9回：推定の基礎 

第2回：１変数データの整理    第10回：仮説検定の基礎 

第3回：２変数データの整理    第11回：小テスト２･解説 

第4回：回帰分析の基礎１    第12回：回帰の推測統計１ 

第5回：回帰分析の基礎２    第13回：回帰の推測統計２ 

第6回：小テスト１･解説    第14回：小テスト３･解説 

第7回：確率分布     第15回：まとめ 

第8回：標本分布 

 

【評価方法・評価基準】 

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。 

 

【テキスト又は参考書】 

テキスト：毎回配布する講義テキスト 

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 

 

【受講生へのコメント】 

本講義のレベルは、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。 
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22 
証券市場論特講２ 

Topics on Securities Market 2 
松尾 順介 

講義・半期・2単位 対象年次：全年次 

 

【授業の目標及びテーマ】 

近年証券市場は急速に身近なものとなった。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、時には敵対的買収の対象となるかもしれない。大企業だけでなくベンチャー起業家にとっ

ても、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。また、従業員も社員持ち株制

度やストックオプション制度で、株式を持つことが多くなった。さらに、インターネット取引は、一般の人々の

株式投資を身近なものにした。視点を変えると自然エネルギーファンドなど、環境や社会に貢献するような

投資が注目を集めている。本講義では、このような証券市場の基礎知識を身につけるとともに、現状と展望

を考察することを目標とする。 

 

【授業の概要】 

本講義では、株式市場を中心に、証券市場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。講義内容は、株式や債券の基本から発行市場と流通市場、さらに最近の変化までを対象とする予

定である。 

 

【授業計画】 

第 1回：有価証券と証券市場 

第 2回：株式会社と証券市場 

第 3回：株式の基本（1）議決権 

第 4回：株式の基本（2）配当請求権 

第 5回：株式の基本（3）株主代表訴訟権など 

第 6回：株式の発行市場（1）会社設立と株式発行 

第 7回：株式の発行市場（2）ＩＰＯ 

第 8回：株式の発行市場（3）上場会社の株式発行 

第 9回：株式の発行市場（4）転換社債など 

第10回：株式の流通市場（1）価格形成と流動化 

第11回：株式の流通市場（2）ディスクロージャーと不公正取引の禁止 

第12回：株式の流通市場（3）取引所の役割（1） 

第13回：株式の流通市場（4）取引所の役割（2） 

第14回：証券投資の新しい方向：社会貢献型投資について 

第15回：まとめ 

 

【評価方法・評価基準】 

テストで評価する。ただし、毎回の質問への回答や課題提出にも加点する。なお、出席点は一切考慮し

ない。 

 

【テキスト又は参考書】 

教科書： 

二上季代司他編著『証券市場論』有斐閣、2011年4月 

参考文献： 

日本証券経済研究所編『図説 日本の証券市場2014年版』日本証券経済研究所 

日本証券経済研究所編『図説 アメリカの証券市場 2013年版』日本証券経済研究所 

東京証券取引所編『入門 日本の証券市場』東洋経済新報社 

井手正介『ビジネス・ゼミナール株式投資入門』日本経済新聞出版社 

マルキール『ウォール街のランダム・ウォーカー』日本経済新聞出版社 

大杉謙一ほか『会社法 第2版』有斐閣 

 

【受講生へのコメント】 

株価や証券市場に関する新聞記事やニュースには普段から注目しておいてほしい。 

− 31 −



 

 

23 
リスク・マネジメント論 

Risk Management 
栗岡 住子 

講義・半期・2単位 対象年次：全年次 

 

【授業の目標及びテーマ】 

1999年の茨城県東海村の核燃料加工会社JOCにおける臨界事故、2005年のJR西日本の福知山線にお

ける列車脱線事故の発生等、大事故の背景には、現場の第一線で働く人間の不適切な行動発生だけで

はなく、設備や管理及び規則などの組織上の問題がありました。組織事故（巨大組織の中で生じる様々な

事故）の原因や対策を概観しながら、本講義では、特に人間に焦点をあて、ヒューマンエラーや違反行動

が生じる心理的メカニズムを検討します。  

大きな事故やトラブルだけでなく、日常には様々な小さなリスクが存在する。そのため、個人の行動や心

理面に焦点をあて、リスクに遭遇した際の回復力(レジリエンス)を習得します。それによって、受講生自身

が、将来、変化の多い社会のなかでも成長できるレジリエンスの高い人（またはチーム）をつくること目指し

て学習します。 

 

 

【授業の概要】 

組織事故のケースや、ヒューマンエラーの具体例を示して、その原因と対策を考えるような授業にします。

組織や人間は、危機に直面した時に不適切な対処により最悪の事態を招いたり、逆に危機からうまく脱出

できる能力も持つ。その二面性を検討し、組織や人が困難な状況から回復する（レジリエンス）について考

える。なお、講義内容や順番を修正・変更する場合があります。 

 

 

【授業計画】 

第1回：オリエンテーション   第 9回：リスク・コミュニケーション 

第2回：組織事故    第10回：リカバリー 

第3回：不安全行動   第11回：組織のレジリエンス 

第4回：ヒューマンエラー   第12回：個人のレジリエンス 

第5回：違反とルール関連行動  第13回：レジリエンスの習得 

第6回：リスク・アセスメント   第14回：今後の課題と対策 

第7回：リスク・マネジメント   第15回：まとめ 

第8回：リスク・マネジメントと意思決定 

 

 

【評価方法・評価基準】 

授業中の発言と最終レポートにより総合評価します。 

 

 

【テキスト又は参考書】 

以下のテキストや配布資料により進めます。 

ジェームズ・リーズン/佐相邦英訳「組織事故とレジリエンス」日科技連、2010 

アンドリュー・ゾッリ他/須川綾子訳「レジリエンス復活力」ダイヤモンド社、2013 

ジェームズ・リーズン/十亀洋訳「ヒューマンエラー完全版」海文堂、2014 

ランダ・グラットン/吉田晋治訳「未来企業 レジリエンスの経営とリーダーシップ」プレジデント社、2014 

榎本徹「意思決定のためのリスクマネジメント」オーム社、2011 

Erik hollnagel他/北村正晴訳「レジリエンス エンジニアリング 概念と指針」 日科技連、2012 

ピースマインド・イープ㈱「レジリエンス ビルディング」英治出版、2014 

三浦利章, 原田悦子「事故と安全の心理学: リスクとヒューマンエラー」東京大学出版会、 2007 
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24 
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 

 

【授業の目標及びテーマ】 

企業の国際経営にかんする基本的な理論・概念を理解する。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。これらが本講義の目標・テーマとなります。 

 

 

【授業の概要】 

上記の目標・テーマに向けて、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。 

 

 

【授業計画】 

第1回：イントロダクション   第 9回：産業の国際化２ 

第2回：国際経営・国際化とは  第10回：グローバル・イノベーションの理論１ 

第3回：国際化のプロセス   第11回：グローバル・イノベーションの理論２ 

第4回：国際化の要因   第12回：国際経営の事例１ 

第5回：国際化の戦略   第13回：国際経営の事例２ 

第6回：国際技術移転   第14回：国際経営の事例３ 

第7回：国際人材配置   第15回：まとめ  

第8回：産業の国際化１ 

 

 

【評価方法・評価基準】 

最初の講義で指示します。 

 

 

【テキスト又は参考書】 

最初の講義で指示します。 
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25 
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 

 

【授業の目標及びテーマ】 

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。 

 

 

【授業の概要】 

まず、公害・環境問題研究における政治経済学的立場の特徴を説明した上で、事例に即して具体的に

上記の課題について考えます。 

 

 

【授業計画】 

 第1回：ガイダンス、   第 8回：都市公害－大気汚染公害(3) 

環境問題への政治経済学的アプローチ 第 9回：原発事故の被害と補償(1) 

 第2回：環境問題の原因、結果、対策   第10回：原発事故の被害と補償(2) 

 第3回：産業公害－水俣病事件(1)  第11回：原発事故の被害と補償(3) 

 第4回：産業公害－水俣病事件(2)  第12回：原発事故の被害と補償(4) 

 第5回：産業公害－水俣病事件(3)  第13回：原発事故の被害と補償(5) 

 第6回：都市公害－大気汚染公害(1)  第14回：臨時試験 

 第7回：都市公害－大気汚染公害(2)  第15回：レポート 

 

 ※変更等がある場合は第1回のガイダンスで指示します。ガイダンスには必ず出席のこと。 

 

 

【評価方法・評価基準】 

臨時試験（70点）およびレポート（30点）により評価します。 

 

 

【テキスト又は参考書】 

テキストは，次の2点を用います。 

・除本・大島・上園『環境の政治経済学』ミネルヴァ書房、2010年 

・除本『原発賠償を問う』岩波ブックレット、2013年 

参考書は適宜指示します。 
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26 
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 

 

【授業の目標及びテーマ】 

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。 

 

 

【授業の概要】 

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。 

 

 

【授業計画】 

第1回：オリエンテーション（授業の概要など） 第 9回：公設試験研究機関における特性と変化 

 第2回：自治体中小企業政策に関わる研究 第10回：大阪市と大阪府における商工行政 

 第3回：地域開発政策   第11回：施策利用企業の実態（１） 

 第4回：中小企業政策   第12回：施策利用企業の実態（２） 

 第5回：自治体商工行政の現状  第13回：大阪市における中小企業政策と都市政策 

 第6回：大阪市の地域経済と産業政策  第14回：自治体中小企業政策の課題 

 第7回：大阪市における中小企業政策の再編 第15回：まとめ 

 第8回：大阪市の中小企業政策の組織体制 

 

 

【評価方法・評価基準】 

主に期末試験で評価する。 

 

 

【テキスト又は参考書】 

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）。 
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27 
会計基礎論演習 
Basic Accounting 

佐藤 雄一 

講義・半期・2単位 対象年次：1年次および会計基礎論（再履修）の履修者 

※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。 

 

【授業の目標及びテーマ】 

本講義では、日商簿記検定3級レベルの簿記技能を習得することを目的とします。また複式簿記の仕組

みや実務界での役立ちについて学ぶことも副次的な目的とします。「会計基礎論」では講義に特化するた

め、「会計基礎論演習」では多くの問題を解くことに専念します。 

 

 

【授業の概要】 

「会計基礎論」とある程度連動して講義を進めていきますが、この「会計基礎論演習」では、できるだけ多

くの練習問題を解くことで、簿記に対する理解をより深めることを目指します。 

そのため、講義の前半部分で練習問題を行い、後半部分では毎回小テストを行います。 

 

 

【授業計画】 

 第1回：ガイダンス 簿記の基礎① 仕訳 転記   第 9回：その他の取引② 仮払金・仮受金 

 第2回：簿記の基礎② 総勘定元帳 試算表        立替金・預り金 商品券・他店商品券 

 第3回：商品売買 三分法 値引・返品 諸掛り  第10回：有価証券 有形固定資産 

 第4回：現金 小口現金    第11回：試算表の作成 

 第5回：当座預金 当座借越    第12回：決算の手続き① 

 第6回：手形取引① 約束手形 為替手形  第13回：決算の手続き② 

 第7回：手形取引② 割引 裏書 手形記入帳  第14回：精算表の作成 

 第8回：その他の取引① 貸付金・借入金  第15回：まとめ 

      未収金・未払金 前払金・前受金 

 

 

【評価方法・評価基準】 

期末試験   70% 

講義中の小テスト   30% 

試験は計算機のみ持込み可とします。 

 

 

【テキスト又は参考書】 

テキストは使用せず、練習問題を用意して配布します。 

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 

      「合格テキスト日商簿記3級」 「合格トレーニング日商簿記3級」  ＴＡＣ出版 

 

 

【受講生へのコメント】 

簿記の習得は頭で考えたり覚えたりするだけでなく、実際に手を動かして問題を解いてみることが一番 

大切です。大学の講義だけでなく、自ら進んで練習問題を解くことによって簿記の知識・技能をより確か 

なものにしてください。簿記検定試験3級合格に満足せず、さらに上を目指す学生が多く出てくれることを

期待します。 
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28 
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 

 

【授業の目標及びテーマ】 

１：統計を理解し、統計資料に親しむ習慣をつける。 

２：現代社会における統計過程を理解する。 

３：統計資料から事実を発見する基礎的方法を習得する。 

４：確率的思考に基づく意志決定の方法に親しむ。 

 

 

【授業の概要】 

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、統計調査、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。 

 

 

【授業計画】 

第1回：序論 統計の二重の意味  第 9回：期待値の関数 

第2回：近代社会と統計の成立  第10回：標本誤差 

第3回：統計過程と統計制度   第11回：平均及び比率の推定 

第4回：統計改革と統計法改正  第12回：信頼区間と検定 

第5回：統計制度、公的統計の利用    第13回：単純回帰と相関 

第6回：標本調査とその方法    第14回：重回帰とその解釈 

第7回：分布と特性値   第15回：まとめ 

第8回：平均と分散 

 

 

【評価方法・評価基準】 

期末試験を主とするが、平常点（小テスト、レポートなど）を加味し、総合的に判断する。 

 

 

【テキスト又は参考書】 

参考書は講義中に適宜指示する。 

 

 

【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ます。難しい数学

は余り出てきませんので、臆することなく積極的に受講してください。 
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29 
金融制度論 

Financial System 
青山 和司 

講義・半期・2単位 対象年次：全年次 

 

【授業の目標及びテーマ】 

バブル経済の崩壊以後、1990年代にわが国の金融システムは、不良債権の増大に伴う金融機関の相次

ぐ経営破綻によって大きく動揺した。そして、金融ビッグバンと名付けられた金融制度改革の実施により、

わが国の金融制度は大きな変化を遂げ、金融行政は従来の業界保護的な行政から、規制緩和による市

場機能を重視した市場競争促進的な行政に転換した。 

この中で銀行の大型合併により金融業界は、三菱UFJフィナンシャルグループ、みずほフィナンシャルグ

ループ、三井住友フィナンシャルグループの３大メガバンクに再編された。そして郵便貯金の民営化や政

府系金融機関の再編統合も進行するなど、わが国の金融制度は、大きな変化を遂げてきた。 

金融制度は歴史的な発展の所産であり、その全体像を十全に知るためには、金融制度の歴史的な変遷

を理解しておく必要がある。わが国では中央銀行や民間銀行を中心とした近代的な金融制度の成立は、

資本主義に基づく社会体制の整備と確立を開始した明治期に遡る。 

そこで本講義では、明治期から現在に至る金融制度の変遷を概観し、わが国の金融制度の特色と問題

点を検討する。 

 

 

【授業の概要】 

講義の概要は次の通りである。第１に通貨制度について、金本位制度から管理通貨制度への発展を考

察する。第２に通貨制度との関連で銀行制度の発展と日本銀行の設立について説明する。第３に戦前か

ら戦後にかけての金融制度の変遷を説明する。第４に近年における金融制度改革について検討する。 

 

 

【授業計画】 

第1回：通貨制度の整備   第 9回：戦後の金融再編 

第2回：近代的銀行制度の導入(1)  第10回：高度経済成長と金融制度 

第3回：近代的銀行制度の導入(2)  第11回：低経済成長への移行と金融自由化 

第4回：日本銀行の設立   第12回：バブル経済の終焉と金融危機 

第5回：金本位制度の確立   第13回：民間金融機関の再編 

第6回：各種金融機関の設立   第14回：政府系金融機関の再編統合 

第7回：昭和恐慌と管理通貨制への転換 第15回：まとめと試験について 

第8回：戦時経済体制と金融制度 

 

 

【評価方法・評価基準】 

期末試験を行い、成績を評価する。 

 

 

【テキスト又は参考書】 

特にテキストは指定しないが、講義を理解する上で次の文献が有益です。 

(1)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、2002年 

(2)鹿野嘉昭『日本の金融制度』（第２版）東洋経済新報社、2006年 

(3)玉置紀夫『日本金融史』有斐閣、1994年 
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30 
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 

 

【授業の目標及びテーマ】 

改めて求められる公益事業の役割について 

 

【授業の概要】 

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。公益事業における民営化、自由化という規制緩

和は、公共性の達成のために積み上げられたコスト（結果としての「高」料金）に関する議論であり、一層、

その「企業性」を発揮させようとする動きです。そして、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。東日本大震災は一方

通行性の限界を明らかにしたからです。こうした時代にあって、公益事業はどのように進められていけばい

いのでしょうか。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。 

具体的な内容として、今回は、公益事業のうち、エネルギー事業、放送事業、通信事業、航空事業、鉄

道事業、水道事業を取り上げて、これからの公益事業を受講生の方と一緒に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、企業性と公共性とは何か、を改めて問い直していただけれ

ばと思います。 

 

 

【授業計画】 

第1回：ガイダンス    第 9回：運輸事業3（航空） 

第2回：エネルギー事業1（電気）          第10回：インフラ輸出 

第3回：エネルギー事業2（再生可能エネルギー） 第11回：通信・放送事業1（通信） 

第4回：エネルギー事業3（ガス）     第12回：通信・放送事業2（放送） 

第5回：エネルギー事業4（スマートシティ） 第13回：通信・放送事業3（郵便、小包） 

第6回：水道事業          第14回：まとめ 

第7回：運輸事業1（鉄道）               第15回：レポート指導 

第8回：運輸事業2（バス） 

 

 

【評価方法・評価基準】 

出席点、レポート点、定期試験等から総合的に評価する。 

 

 

【テキスト又は参考書】 

特別、テキストを使用しない。授業中に適宜サブテキストを紹介しますが、さしあたり以下のものを紹介し

ます。 

ネットワーク・ビジネス研究会（2004）、『ネットワーク・ビジネスの新展開』八千代出版。 

中瀬哲史（2005）、『日本の電気事業経営の推移と9電力体制』日本経済評論社。 

小坂直人（2005）、『公益と公共性―公益は誰に属するか』日本経済評論社。 

小坂直人（2013）、『経済学にとって公共性とはなにか』日本経済評論社。 

 

 

【受講生へのコメント】 

公益事業とは何か、一般の事業とはどこが違うのか、等を思いめぐらしながら、受講ください。 

また、学外講師をゲストスピーカーとして招くかもしれません。その際には、授業計画を変更することがあり

ます。ご了解下さい。 
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31 
情報論特講６（情報とものづくりのマネジメント） 

Topics on Information Management 6 
寺井 康晴 

講義・集中・2単位 対象年次：全年次 

 

【授業の目標及びテーマ】 

１．製造企業とそれを支える情報システムおよび情報システム関連会社の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文系出身者の果たすべき役割を考える。 

 

【授業の概要】 

日本の製造業は戦後、輸出によって日本経済を立てなおすことに貢献してきました。しかし、ここにきて

電器業界の経営に象徴されるように苦難に陥っています。本講義では、日本の民間企業が創業した歴史

や海外展開の事例から、経営理念、戦略、戦術について考えます。また、世界的な競争力をもつなかで磨

いたマネジメントシステムは産業を問わず応用可能であるため、基本となる品質マネジメントシステムの事

例についても述べます。 

そして、我が国を代表する企業や海外企業の事例も踏まえ、企業にとって組織や人とは何か、グローバ

ル経済のなかで企業を成長させ継続させるために、皆さんが担うべき役割について一緒に考えたいと思い

ます。 

 

【授業計画】 

第 1回：講義の目標とものづくり企業の根幹 講義の進め方・重点化の方法 

第 2回：製造業の仕事の仕組みの概要 階層構造でとらえ表現する 

第 3回：日本のものづくりの特徴  摺合せ型アーキテクチャ 

第 4回：マネジメントシステム   ベンチマーキングと業務標準 

第 5回：製造企業の創業者の理念  歴史的な背景 

第 6回：信頼性を確保するために  国際的な品質マネジメントシステム    

第 7回：製造業のマネジメント     テイラーの思想の影響 

第 8回：企業トップの期待        各社が期待する人材像  

第 9回：企業の求める人材像      社会人基礎力 

第10回：情報システムと製造業      設計と計測 

第11回：見える化の重要性と参画     業務プロセス改善の実際 

第12回：情報システム企業の仕事と戦略  戦略転換と BPOの事例 

第13回：グローバル企業の仕事と戦略   顧客の創造とBOPビジネス 

第14回：継続的イノベーションへの挑戦   顧客視点と経営理念の重要性    

第15回：まとめ 

 

【評価方法・評価基準】 

最終試験は、知識問題と小論文の組み合わせで行います。（配布資料の持ち込み可） 

なお、講義中に適宜、小論文作成の実習をしてもらいます。（出席評価を兼ねる） 

 

【テキスト又は参考書】 

講義に必要な資料は配布します。 

 

【受講生へのコメント】 

本講義では、付加的に、長年採用面接を担当した経験を踏まえ、社会科学分野出身の学生に期待する

こと、企業では人材をどのような観点で見ているのか具体的にお伝えします。 

 

（担当講師である私は、非鉄金属企業に就職後、オートバイ、ボート船外機などを製造する企業に転職。

生産技術部門、生産企画業務などを担当し取締役として経営に関わりました。その後、子会社である情報

システム企業のトップとして国内の経営改革を行うとともに中国とインドの子会社のマネジメントシステムを

構築、同時に他社の監査役（非常勤）を兼務しました。） 
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32 
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・集中・2単位 対象年次：全年次 

 

【授業の目標及びテーマ】 

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。 

 

 

【授業の概要】 

本講義は、オムニバス形式の講義であり、基本的に毎時限、中小企業経営者による講義を行う。講義を

担当する中小企業経営者は、大阪府中小企業家同友会に属する多様な業種・業態の企業の経営者であ

る。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ある。したがって、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われる。 

 

 

【授業計画】 

第1回：オリエンテーション（授業の概要など） 

 

第2回～第14回：中小企業経営者による講義 

            （現在、調整中であり、すべての講師が決定し次第、掲示等で周知する予定） 

 

第15回：まとめ 

 

 

【評価方法・評価基準】 

主に授業への参加意欲とレポートで評価する。 

 

 

【テキスト又は参考書】 

参考書については講義中に適宜指示する。 
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33 
管理会計論特講２ 

Topics on Management Accounting 2 
林 慶雲 

講義・集中・2単位 対象年次：全年次 

 

【授業の目標及びテーマ】 

経営者にとって、会計情報は必須のものである。企業の管理会計システムが提供する会計情報によっ 

て、経営者は、より適時に経営上の問題を発見し、対応策を取ったり、より効果的に経営意思決定を行い、

また、より適切な業績評価を行ったりすることができる。この特別講義は、管理会計システムにおけるこうし

た機能について、日本および海外の事例を用いて解説し、受講者がより実践的管理会計知識を習得でき

ることを目的としたい。 

 

 

【授業の概要】 

実社会において英文が広く使われていることを意識し、この講義では、課題の一部について英文教科書

からコピーして利用するのを予定している。また、一部の計算問題に関しては、パソコンを利用して行うこと

を予定している。管理会計・英文・パソコン、この３つをダイナミックに融合することによって管理会計の考え

方や技法を学んでほしい、という教員の願いを込めている。 

 

 

【授業計画】 

第1回：イントロダクション   第 9回：業績評価について 

第2回：問題発見のための管理会計（１） 第10回：業績評価と管理会計（１） 

第3回：問題発見のための管理会計（２） 第11回：業績評価と管理会計（２） 

第4回：意思決定のための管理会計（１） 第12回：企業価値の測定 

第5回：意思決定のための管理会計（２） 第13回：企業価値と管理会計 

第6回：意思決定のための管理会計（３） 第14回：国際移転価格設定 

第7回：資本投資評価について  第15回：まとめ 

第8回：資本投資と管理会計 

 

 

【評価方法・評価基準】 

講義中の課題は40％、期末試験は60％ 

 

 

【テキスト又は参考書】 

テキストは使用しない。プリントを配布する。 

 

 

【受講生へのコメント】 

英語が苦手であっても、パソコンが不得意であっても、心配はいらない。簡単な計算やごく一般的な英語

表現から始まる。チャレンジ精神を持つことが大事である。 
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34 
外書講読（英語） 

Foreign Literature Reading (English) 
澤田 鉄平 

講義・半期・2単位 対象年次：2年次以上 

 

【授業の目標及びテーマ】 

この授業の目的は英語長文読解のコツをつかんでもらうことにある。英語長文をすべて和訳するのは手間が

かかるため、学生自身、英文を和訳せずに読めるレベルまで高めてもらうことが目標である。 

テーマは指定しないが、基本的にはものづくりに関する英文を読解する。 

 

【授業の概要】 

授業は、テキストの予習を前提として、テキスト中の一文を和訳してもらう。1回の授業中に進める範囲はあら

かじめ指定するが、誰がどの部分を訳出するかは指定しないので、指定範囲の予習を適切に行なってから授

業に臨むこと。必要に応じて講師が解説を加える。 

授業中の和訳は英文理解の程度を測るために行うので、訳出に固執することのないように。ただし、専門用

語が出てくることがあるので、不明な単語や用語に関しては予習で理解を深めておくこと。 

 

 

【授業計画】 

第 1回：ガイダンス ※ 出席しないとテキストを配布できないので、必ず出席すること。 

第 2回：Before you begin this book 

第 3回：Before you begin this book 

第 4回：Ch.2 

第 5回：Ch.2 

第 6回：Ch.2 

第 7回：Ch.2 

第 8回：Ch.2 

第 9回：Ch.3 

第10回：Ch.3 

第11回：Ch.3 

第12回：Ch.3 

第13回：The elements of Lean production 

第14回：The elements of Lean production 

第15回：まとめ 

 

【評価方法・評価基準】 

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。 

試験により評価する。 

 

【テキスト又は参考書】 

 Womack, J. & D, Jones(2007) The machine that changed the world, New York: Free Press. 

※ テキストは購入できるならしておくこと。授業で用いる箇所はコピーにて配布する。 

 

【受講生へのコメント】 

全15回と短いので、この授業で学生の英文読解能力が大きく向上するとは思えないが、自習によって能力を

高められるきっかけになればと思う。授業への積極的な参加を望む。 
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35 
外書講読（英語） 

Foreign Literature Reading (English) 
横井 豊彦 

講義・半期・2単位 対象年次：2年次以上 

 

【授業の目標及びテーマ】 

中学校、高校での英語が、「読む、書く、話す」の基礎であるとするならば、大学での英語は、少し前に進んだ

ものであることが望ましいと考えられます。そのように進んだ段階の一つは、「読む」という段階から、「解釈して、

論理的に言語化する」という、表現のプロセスであると位置づけられます。どんな文章であっても、文字通りの

解釈で良いものばかりとは限りません。それは自分自身が書き手になった時に理解可能なことかもしれません

が、本講義の時間は、この「解釈」と「論理的な言語化」の過程の経験を、受講生全員が共有できることを目指

したいと思います。 

 

 

【授業の概要】 

解釈は独りよがりでも、言語化して人に伝える時は相手に分かるように表現することが大切です。そのために、

本講義ではグループ・ワークを原則的に行いたいと考えています。基本的にケース・スタディを行うことを予定し

ています。 

 

 

【授業計画】 

第 1回：オリエンテーション 

第 2回，第 3回，第 4回：（第1クール予定） 

第 5回，第 6回，第 7回：（第2クール予定） 

第 8回，第 9回，第10回：（第3クール予定） 

第11回，第12回，第13回，第14回：（第4クール予定） 

第15回：まとめ 

 

 

【評価方法・評価基準】 

毎回出欠を確認します。第1回のオリエンテーションに出席を必須とします。（感染症、事故，忌引など相応の

理由がある場合はこの限りではありません） 

以後、3回以上欠席した学生は、成績評価をF(E)とします。 

最終評価は試験としますが、その方法などは講義内で説明します。 

 

 

【テキスト又は参考書】 

オリエンテーション時に初めの課題文献を配布します。以降、進度に応じて順次、参考文献の紹介や資料な

どの配布を行います。 

 

 

【受講生へのコメント】 

自分の解釈と他の人の解釈を照らし合わせながら、お互いの最善を追及する過程は、仕事にも通じるものが

あると思います。仕事だと、組織の尺度に準じた成果を求められますが、大学の授業では、必ずしも「成果」ば

かりが求められるとは限りません。楽しみながら進めて頂ければ幸いです。 
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36 
外書講読（英語） 

Foreign Literature Reading (English) 
松永 州正 

講義・半期・2単位 対象年次：2年次以上 

 

【授業の目標およびテーマ】 

近年の我々の社会ではサービス部門が拡大している。サービスはモノとは異なる性質を有する。それゆ

えサービスを経済学・経営学・商学の立場から論ずるには、まずはサービスの性質を理解しなければなら

ない。その上でサービスの理論の構築を模索する必要がある。そこで本講義では、サービスに関する英語

で書かれた文献を輪読し、サービスの基本的な性質に関する理解を深めていく。 

 

 

【授業の概要】 

講義では輪読形式で進めていきます。毎回、受講者の皆さんに訳してもらいます。そのため、予習が必

要です。 

 

 

【授業計画】 

第 1回：オリエンテーション 

第 2回：サービスの定義 

第 3回：サービスの性質 

第 4回：サービスの分類(１) 

第 5回：サービスの分類(２) 

第 6回：サービスと物財の比較(１) 

第 7回：サービスと物財の比較(２) 

第 8回：経験としてのサービス(１) 

第 9回：経験としてのサービス(２) 

第10回：サービスのマーケティング・ミックス 

第11回：経験としてのサービス 

第12回：劇場としてのサービス 

第13回：行為としてのサービス 

第14回：サービスの差別化 

第15回：まとめ 

 

 

【評価方法・評価基準】 

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。 

試験により評価する。 

 

 

【テキスト】 

必要に応じてコピーを配布します。 

 

 

【受講生へのコメント】 

英語を母国語としない我々は、英語文献ならば必然的に精密に読みます。それゆえ、同じ量を読むなら、

英語文献の方が学ぶところは多いものとなるでしょう。 
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37 
外書講読（英語） 

Foreign Literature Reading (English) 
安田 圭奈江 

講義・半期・2単位 対象年次：2年次以上 

 

【授業の目標及びテーマ】 

「環境政策の国際比較」 

環境問題に対応する各国の環境政策は、今日、企業経営に対して大きな影響を与えるようになりました。この

授業では環境政策の比較を通して、海外における環境政策の動向、環境問題のグローバル化、企業の社会

的責任（CSR）の役割について検討し、理解することを目標とします。 

 

 

【授業の概要】 

 テキストを輪読形式で読み進めていきます。毎回、指定された範囲を予習したうえで授業に出席してください。

順番に指定箇所の日本語訳を発表してもらいます。 

 

 

【授業計画】 

第 1回：ガイダンス 

第 2回：Comparative Environmental Politics in a Global World（１） 

第 3回：Comparative Environmental Politics in a Global World（２） 

第 4回：Bridging Archipelagos: Connecting Comparative Politics and Environmental Politics（１） 

第 5回：Bridging Archipelagos: Connecting Comparative Politics and Environmental Politics（２） 

第 6回：Greening the State？（１） 

第 7回：Greening the State？（２） 

第 8回：The Globalization of Environmental Concern（１） 

第 9回：The Globalization of Environmental Concern（２） 

第10回：The comparative Study of Environmental Movements（１） 

第11回：The comparative Study of Environmental Movements（２） 

第12回：Business-State Relations and the Environment： The Evolving Role of Corporate Social  

Responsibility（１） 

第13回：Business-State Relations and the Environment： The Evolving Role of Corporate Social  

Responsibility（２） 

第14回：Business-State Relations and the Environment： The Evolving Role of Corporate Social  

Responsibility（３） 

第15回：まとめ 

 

 

【評価方法・評価基準】 

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、平常点（出席状況、授業への参加意欲、予習状況など）を評価対象とし、総合的に評価します。 

 

 

【テキスト又は参考書】 

Steinberg,P.F. and VanDeveer,S.D.（Eds.）Comparative Environmental Politics: Theory, Practice, and Prospects，The 

MIT Press，2012 

（初回の授業時にコピーを配布します） 

 

 

【受講生へのコメント】 

 英和辞書（電子辞書可）を必ず持参すること。 
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38 
外書講読（英語） 

Foreign Literature Reading (English) 
高柳 直弥 

講義・半期・2単位 対象年次：2年次以上 

 

【授業の目標及びテーマ】 

本講義では、企業の広報活動に関する近年の課題や理論、実践について扱っている英語文献を読みます。

英語の読解能力を身につけるだけでなく、企業の広報活動が、どのように推移してきたのか、どのような理論が

あるのか等を学んでいくことが目標です。 

 

 

【授業の概要】 

授業はテキストを輪読していく形で進めます。授業の初回でテキストの概要を説明後、担当箇所を決めます。

毎回、割り当てられた箇所を発表してもらいます。 

 

 

【授業計画】 

第 1回：ガイダンス 

第 2回：Defining Corporate Communication (1) 

第 3回：Defining Corporate Communication (2) 

第 4回：Corporate Communication in Contemporary Organizations (1) 

第 5回：Corporate Communication in Contemporary Organizations (2) 

第 6回：Media Relations (1) 

第 7回：Media Relations (2) 

第 8回：Internal Communication (1) 

第 9回：Internal Communication (2) 

第10回：Issues Management and Public Affairs (1) 

第11回：Issues Management and Public Affairs (2) 

第12回：Crisis Communication (1) 

第13回：Crisis Communication (2) 

第14回：Corporate Social Responsibility and Community Relations 

第15回：まとめ 

 

 

【評価方法・評価基準】 

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。 

成績は期末試験、平常点（出席状況、翻訳の水準など）をふまえて総合的に評価します。 

 

 

【テキスト又は参考書】 

Cornelissen, J. (2011), Corporate Communication: A Guide to Theory and Practice 3rd edition, London,  

SAGE. 

（上記テキストはコピーを配布します。） 

 

 

【受講生へのコメント】 

各回の発表の方法について、口頭によるもの、レジュメの作成、スライドの作成等の指定はしませんが、発表

者以外の人がわかりやすいと感じる方法を各自考えてください。 
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39 
ビジネス英語Ⅰ 
Business EnglishⅠ 

弓場 俊也 

講義・半期・2単位 対象年次：2年次以上 

 

【授業の目標及びテーマ】 

海外のビジネスパートナーと信頼関係を築くためには国際ビジネスにおける公用語として英語によるコミ

ュニケーションが必須である。インターネットの普及により海外取引先との情報交換も従来のレター中心の

商業英語からEメールが主流になりました。ビジネスの現場で使われる英語はそれほどレベルの高いもの

ではないが、シンプルで的確に意図を相手に伝えられる実践的なものでなければなりません。国際ビジネ

スでは英語力だけではなく貿易取引全体の仕組みや、貿易実務、専門用語まで幅広い知識の習得を必

要とします。また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

須となります。これらを総合に取り入れた授業内容とします。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力、貿易実務を習得します。日商

ビジネス英語検定3級の合格レベルを目標とします。 

 

 

【授業の概要】  

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を習得します。 

 

 

【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 9回：英文契約書の考え方と理解 

第2回：貿易取引の基本的な流れ    第10回：定型貿易条件インコタームズとは 

第3回：英文ビジネスレター・Eメールの基礎   第11回：国際物流で使われる英語 

第4回：ビジネス交渉の流れ     第12回：ビジネスEメール（ケース・スタディ） 

第5回：英文ビジネスレターの構成    第13回：外国為替と海外決済で使われる英語 

第6回：貿易における国際ルール    第14回：国際ビジネスにおける異文化理解 

第7回：ビジネス・ライティングの応用    第15回：まとめ 

第8回：国際取引に使われる貿易書類 

 

 

【評価方法・評価基準】 

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。 

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。 

 

 

【テキスト又は参考書】 

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。 

 

 

【受講生へのコメント】 

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。 

ビジネス英語と貿易実務は国際ビジネスにおいて必須の知識です。異文化理解を含めて実践的貿易 

ノウハウの習得を目的とします。 
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40 
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 

 

【授業の目標及びテーマ】  

 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.  

   

【授業の概要】  

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.  

           

【授業計画】  

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 

 

 【評価方法・評価基準】  

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。  

Attendance and Full Participation = 35%     Midterm and Final Written Reports = 20% each  

Examination = 25%     3 Unexcused Absences or more = F（E） 

 

  【テキスト又は参考書】  

  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.  

 

 【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. 
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41 
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 

 

【授業の目標及びテーマ】 

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。 

 

 

【授業の概要】 

(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。 

 

 

【授業計画】 

第1回：Business Communication (1)  第 9回：Business Contract (5)  

第2回：Business Communication (2)  第10回：The Economist (1) 

第3回：Business Communication (3)  第11回：The Economist (2) 

第4回：Business Communication (4)  第12回：The Economist (3) 

第5回：Business Contract (1)  第13回：The Economist (4) 

第6回：Business Contract (2)  第14回：The Economist (5) 

第7回：Business Contract (3)  第15回：まとめ 

第8回：Business Contract (4) 

 

 

【評価方法・評価基準】 

(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。 

 

 

【テキスト又は参考書】 

 〔前期〕 

国際取引テキスト『改訂新版 貿易実務入門と英文契約書の読み方』中矢一虎著（創元社刊） 

（第1回目の授業から本テキストを使用しますので、事前に購入の上、受講して下さい。） 

 

〔後期〕 

前期講座内で指定します。事前に購入の上、受講して下さい。 

 

 

【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。 
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42 
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 

 

【授業の目標及びテーマ】 

高等学校教諭1種免許状「商業」を取得するために必要な科目です。学校においてキャリア教育の担当

者としての知識と技術を身につけ、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・デザインの学習に資することを目ざします。 

 

 

【授業の概要】 

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、現在、あた

らしく「いままでの進路指導を中核としてキャリア発達の支援をめざしたキャリア教育」の推進がすすめられ

ています。これらの変遷をみとおしながら、学校教育におけるキャリア教育の意義と方法について考察する

とともに、学習指導要領をふまえて、これからの小、中、高校一貫したキャリア教育のあり方と問題点をあき

らかにするとともに、現代の社会や産業の大きな変化とキャリア教育について究明します。 

 

 

【授業計画】 

第1回：職業と人間    第 9回：学習指導要領と学校におけるキャリア教育 

第2回：人間とキャリア   第10回：学校におけるキャリア教育の意義 

第3回：職業指導のはじまりとCareer guidance 第11回：学校におけるキャリア教育の展開 

第4回：職業指導から進路指導へ  第12回：GATB、VRTの実習 

第5回：進路指導からキャリア教育へ  第13回：キャリア教育の計画と指導案の作成 

第6回：キャリア教育とキャリア･カウンセリング 第14回：キャリア教育と評価 

第7回：キャリア教育に関する理論  第15回：レポート指導 

第8回：キャリア･カウンセリングに関する理論 

 

 

【評価方法・評価基準】 

授業への出席状況 ３０％  課題演習 １０％  指導案の作成 １０％   レポート ５０％ 

 

 

【テキスト又は参考書】 

「高等学校学習指導要領」  文部科学省   東山書房 

「キャリア教育概説」      日本キャリア教育学会  東洋館出版社 

「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」 中教審答申 

 

 

【受講生へのコメント】 

みなさん自身のキャリア学習の参考にもしてください。 
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43 
商業科教育法 Ⅰ 

Method of Teaching Business Studies I 
岩前 宏明 

講義・半期・2単位 対象年次：全年次 

 

【授業の目標及びテーマ】 

商業教育（business）は、どのような分野を対象とし、また、それはどのような内容を含むのかを学ぶととも

に、それぞれの科目の目標と内容を考察していく。 

次に、その科目の目標を実現するためには、どのように授業を組み立て展開していけばよいのか、「授業

の設計・実施・評価」や「単元指導計画と学習指導案の作成」方法を検討した後、一人一人の学習指導案

に基づき演習として『簿記』の模擬授業を行う。 

 

 

【授業の概要】 

 1.ビジネス教育について 

 2.学習指導要領と評価について 

 3.商業科学習指導の具体的展開『簿記』 

 

 

【授業計画】 

第1回：ビジネス教育とは           第 9回：授業の設計・実施・評価① 

 第2回：新学習指導要領が目指すもの  第10回：授業の設計・実施・評価②  

 第3回：商業科各科目の目標と内容（1）  第11回：『簿記』の模擬授業① 

 第4回：商業科各科目の目標と内容（2）   第12回：『簿記』の模擬授業② 

 第5回：商業科各科目の目標と内容（3） 第13回：『簿記』の模擬授業③ 

 第6回：学力と評価、評価の観点と趣旨    第14回：『簿記』の模擬授業④ 

 第7回：『簿記』の目標と内容         第15回：レポート指導 

 第8回：講師による模擬事業 

 

 

【評価方法・評価基準】 

出席状況・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。 

 

 

【テキスト又は参考書】 

1.随時配布のプリント 

 2.商業高校用教科書『高校簿記』（実教出版 7実教 商業307） 

 3.「高等学校学習指導要領解説 商業編」 文部科学省 平成22年 

 4.「教職必携 最新商業科教育法」（実教出版） 
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44 
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 

 

【授業の目標及びテーマ】 

2007年ごろに米国で起こったサブプライムローン問題は、世界金融危機に発展したため、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。 

 

 

【授業の概要】 

この授業において説明できる経済理論はほんの少しであり、それだけで多くの経済現象を理解することは出

来ないだろう。しかし、可能な範囲で、経済理論を応用して実際に起きている経済現象を解き明かす。 

 

 

【授業計画】 

第1回：ガイダンス    第 9回：無差別曲線と最適消費点 

 第2回：国内総生産と財政政策  第10回：需要と供給 

 第3回：金融政策         第11回：供給曲線と厚生分析 

 第4回：財市場と貨幣市場における均衡 第12回：独占・寡占 

 第5回：IS－LM分析          第13回：外部効果 

 第6回：マンデル＝フレミング・モデル   第14回：外部効果その２ 

 第7回：労働市場           第15回：まとめ 

 第8回：福祉政策 

 

 

【評価方法・評価基準】 

期末試験のみ。出席はとらない。 

 

 

【テキスト又は参考書】 

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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45 
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 

 

【授業の目標及びテーマ】 

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。 

 

 

【授業の概要】 

・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） 

 

 

【授業計画】下記計画は変更される可能性があり、詳細は１回目講義時に配布します。 

第1回：情報とは（太田）       第 9回：経営情報の訴求目的と訴求対象（宮川） 

第2回：企業経営と情報（太田）      第10回：IRによるコミュニケーション戦略（宮川） 

第3回：不確実性、情報と意思決定（テキ）     第11回：情報化と組織（川村） 

第4回：情報の非対称性と企業（テキ）      第12回：ナレッジ・マネジメント（川村） 

第5回：統計学とは何か（高田）      第13回：経営情報システムの変化と進化（奥田） 

第6回：統計情報とファイナンス:金融工学入門（高田）  第14回：戦略的情報システム（奥田） 

第7回：情報の可視化概念（下崎）      第15回：まとめ 

第8回：企業経営における情報化（下崎） 

 

 

【評価方法・評価基準】 

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）。 

 

 

【テキスト又は参考書】 

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：講義時間時に各担当教員から指示される場合がある。 
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46 
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 

 

【授業の目標及びテーマ】 

経営学の基本的な内容について、専門教員がそれぞれの専門講義を担当する。それを通じて、経営学

の基本を理解することを目的としている。また、現代の企業に何が求められているか、最新の話題につい

ては実務経営者などの特別講師を招待して講義を提供する。 

要するに、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・財務等々)からなって

おり、それらのサブテーマごとの重要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、絶え間なく提供される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は何かについて学習することを目的としている。 

 

 

【授業の概要】 

・ 主として、1・2回生を対象としている。 

・ また、この科目は、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、主として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。 

・ 企業経営の実態および最新の経営テーマの講義を提供する。 

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

指示にしたがって、レポートを提出すること。 

 

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。 

 

 

【授業計画】 

第1回：中瀬 オリエンテーション   第 9回：山田 事業創造戦略と組織変革 

第2回：中瀬 生産システムの歴史と現状        第10回：テキ 経営財務（コーポレート・ファイナンス） 

第3回：中瀬 マーケティング戦略の変遷       第11回：テキ コーポレート・ガバナンス 

第4回：狩俣 経営管理とリーダーシップ  第12回：下崎 人的資源の管理と開発（１） 

第5回：狩俣 NPO法人の意義        第13回：下崎 人的資源の管理と開発（２） 

第6回：川村 経営組織（機械としての組織）  第14回： 中瀬 まとめ 

第7回：川村 経営組織（生物としての組織）  第15回：レポート指導 

第8回：山田 企業の創業とイノベーション 

 

 

【評価方法・評価基準】 

レポートおよび試験等を総合的に判断して評価します。 

 

 

【テキスト又は参考書】 

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 

 

 

【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、連絡いたします。 

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します。 
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47 
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 

 

【授業の目標及びテーマ】 

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学ぶ。 

 

 

【授業の概要】 

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。 

 

 

【授業計画】 

第1回：国際経営     第 9回：国際金融 

第2回：国際経営     第10回：国際金融 

第3回：国際マーケティング    第11回：国際産業立地 

第4回：国際マーケティング   第12回：国際産業立地 

第5回：貿易・貿易政策   第13回：国際管理会計 

第6回：貿易・貿易政策               第14回：国際管理会計 

第7回：貿易・貿易政策            第15回：まとめ 

第8回：国際金融                    （講義の順番は入れ替わることがあります。） 

 

 

【評価方法・評価基準】 

期末試験。出席はとらない。 

 

 

【テキスト又は参考書】 

テキスト：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。 

 

 

【受講生へのコメント】 

現代において、海外とビジネスを行うことは多くの分野において普通のこととなっている。つまり、国際ビジ

ネスの重要性がますます高まっている。 

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。 

このように、本講義は、商学部で勉強する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

るいい機会となる。よって、国際ビジネスにたとえ関心がない学生であっても、得るものが多い授業であるだ

ろう。 
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48 
都市経営論特講１ 
Urban Management 1 

上田 恵美子 

講義・半期・2単位 対象年次：全年次 

※「都市・環境・リスク特講１（観光と地域）」を既に履修している場合は、履修不可。 

 

【授業の目標及びテーマ】 

本講義の最終的な目的は、都市像や地域政策のあり方を考察することにあります。本講義では地域にと

っての観光事業を考えていきますが、観光は地域（都市やまち）が理想を実現していくための一つの手段

と考えます。つまり、「住みやすい地域」、「誇りを持って暮らせる地域」を実現するために有効な手段が観

光であり、本講義の内容は観光地形成による地域づくりです。 

観光と呼ばれる社会現象は、経済成長とともに量的に拡大して大衆化してきましたが、同時に質的にも

進化しています。観光の現象は一定しないことから、観光学ですら「観光」について未だに定まった定義を

持てずにいますが、掴み所がないような面を残しているということは、見方を変えれば多様で創造的な活動

を包括していける柔軟性を備えているとも言えます。 

よって、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、事例をもとに帰納的に考察を進めます。既成概念に捉われずに創造性

豊かな取組により理想の地域像に向う、そのための基本的な方向性や手法について理解することが本講

義の目標です。 

 

【授業の概要】 

・本講義では国内の観光地を対象に、観光地を形成している地元の視点から事象を考察します。地元の 

視点から捉えた観光産業（宿泊業、旅行業など）、観光の波及効果が及ぶ関連産業、及び観光政策に 

ついて講義します。 

・観光から得られる効果は経済効果だけではありません。観光客を迎えるための準備や、新たに人と人が 

出会うことを通じて経済効果以外の効果も得られます。講義では事例を紹介しながらさまざまな効果につ 

いて言及します。したがって、経営学や経済学の範囲に限らず、観光地を維持・発展させていくのに必要 

とされる幅広い観点から講義を進めます。 

・国内観光地の事例を紹介しながら、観光のトレンドについて講義します。旅行経験が少ない学生でもイメ 

ージできるよう、なるべく事例を用いる予定です。事例として、別府、由布院、奈良町、大阪などを予定し 

ています。（ただし、講義の進捗具合によって変更します。）大阪の事例ではアジアからの観光客の誘致 

について考察します。 

 

【授業計画】 

第1回：オリエンテーション   第 9回：多様な主体の連携と着地型観光 

第2回：社会の変化と観光①   第10回：農村の新たな取組の事例 

第3回：社会の変化と観光②   第11回：都市政策と観光① 

第4回：ホスピタリティと観光   第12回：都市政策と観光② 

第5回：観光を支える産業①   第13回：都市政策と観光③ 

第6回：観光を支える産業②   第14回：まとめ 

第7回：観光とまちづくり   第15回：最終試験について 

第8回：脱マスツーリズムに向けた取組 

 

【評価方法・評価基準】 

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

義の最後に簡単な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20％まで加味しま

す。 

 

【テキスト又は参考書】 

2015年秋に出版予定のテキストを使用する予定です。テキスト名等は初回の講義にて連絡します。 

 

【受講生へのコメント】 

受講後、観光地を見る眼に変化があることを期待します。 

− 57 −



 

 

49 
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 

 

【授業の目標及びテーマ】 

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。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。 

 

 

【授業の概要】 

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。 

 

 

【授業計画】 

第1回：ガイダンス：本講義の概要   第 9回：企業評価：配当割引モデル 

第2回：企業分析：収益性の分析①   第10回：企業評価：超過利益モデル 

第3回：企業分析：収益性の分析②   第11回：企業評価：オールソン・モデル 

第4回：企業評価：リスクの分析①   第12回：わが国企業の配当政策 

第5回：企業評価：リスクの分析②   第13回：配当の情報内容仮説 

第6回：中間テスト     第14回：自己株式取得と配当政策 

第7回：会計情報による投資リターンの評価  第15回：まとめ 

第8回：会計情報による投資リスクの評価 

 

 

【評価方法・評価基準】 

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）。 

 

 

【テキスト】 

石川博行『配当政策の実証分析』中央経済社, 2007年。 

 

 

【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。 
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50 
技術論 

Economics of Technology 
田口 直樹 

講義・半期・2単位 対象年次：全年次 

 

【授業の目標及びテーマ】 

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。そこで、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。 

 

 

【授業の概要】 

「日本的生産システム」という言葉は、日本の競争力の代名詞として使われてきた。その象徴的存在が自

動車産業である。自動車や家電産業といった量産型機械工業は、それを支える基盤的技術を担う中小機

械工業技術によって支えられており、大企業と中小企業の高度なコミュニケーションシステムによってこれ

まで競争力を発揮してきたといえる。そこで、これまで日本経済を牽引してきた量産型機械工業に着目し、

その競争力の技術的要因、生産のグローバル化の中での当該産業の今後の展望を見ていくことで、日本

のモノづくりの今後のあり方について考えていく。 

 

 

【授業計画】 

第1回：ガイダンス    第 9回：アーキテクチャ論と日本の技術 

第2回：日本の製造業と技術競争力  第10回：国際化と日本の量産技術 

第3回：分業生産システムと中小企業の技術力 第11回：国際化と日本の中間技術 

第4回：基盤的技術の階層性   第12回：国際化と日本の基盤的技術 

第5回：基盤的技術の蓄積と取引慣行  第13回：東アジアにおける競争と協調 

第6回：中小企業における情報化  第14回：新興アジアと日本企業のプレゼンス 

第7回：産業政策と基盤的技術形成  第15回：まとめ 

第8回：産業政策と基盤的技術発展   

 

 

【評価方法・評価基準】 

１００％期末試験で評価する。 

 

 

【テキスト又は参考書】 

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） 

 

 

【受講生へのコメント】 

 この授業では、出席確認は一切行わないので聞く気のない者の受講はご遠慮願います。 
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51 
卸売商業論 

Wholesale Trade 
加藤 司 

講義・半期・2単位 対象年次：全年次 

 

【授業の目標及びテーマ】  

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。 

 

 

【授業の概要】  

流通システムは生産と消費をつなぐインターフェイスであり、したがって生産、消費は言うまでもなく、それ

らを取りまく経済状況、技術の発展など環境要因の変化によっても変化する。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、

大阪の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。 

 

 

【授業計画】  

第1回：卸売商業論を学ぶ意義   第 9回：機械器具業界 

第2回：流通システムの分析枠組み   第10回：その他の業界 

第3回：品揃え形成の理論/投機・延期の理論  第11回：変化の共通点と相違点の分析 

第4回：大阪の卸売業の特徴(歴史)   第12回：変化の共通点と相違点の分析 

第5回：大阪の卸売業の特徴(W/R比率)  第13回：環境変化と卸売業の役割再考 

第6回：生鮮食品(中央卸売市場)   第14回：卸売業における差別化の意味  

第7回：加工食品・日雑業界    第15回：まとめ 

第8回：繊維・アパレル業界  

   

 

【評価方法・評価基準】  

平常点とレポートならびに試験を総合的に判断 

 

 

【テキスト又は参考書】  

加藤司『日本的流通システムの動態』(千倉書房) 

 

 

【受講生へのコメント】  

流通は身近な存在であるが、そ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。 
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52 
経営組織論 

Management Organization 
川村 尚也 

講義・半期・2単位 対象年次：全年次 

 

【授業の目標及びテーマ】 

経営組織論は、経営戦略論と共に、経営学の中核をなす研究領域である。本講義では、欧米の大学で

広く用いられているスタンダードなテキストを利用し、現代の経営組織論の全体像と代表的理論・研究の概

要を把握することを目標とする。 

 

 

【授業の概要】 

米国・スタンフォード大学の組織論者リチャード・スコットの著書『組織：合理的システム、自然システム、オ

ープンシステム』（第5版）の1-5章（pp.3-122）を概説する。 

 

 

【授業計画】 

第 1回：組織とはなにか 

第 2回：組織論の研究対象と研究史 

第 3回：組織の構成要素・能力・概念 

第 4回：組織を捉える3つの視点 

第 5回：合理的システムとしての組織1（テイラーの科学的管理法） 

第 6回：合理的システムとしての組織2（ウェーバーの官僚制論） 

第 7回：合理的システムとしての組織3（サイモンの意思決定・経営行動理論） 

第 8回：自然システムとしての組織1（メイヨーと人間関係論学派） 

第 9回：自然システムとしての組織2（バーナードの協働システム） 

第10回：自然システムとしての組織3（セルズニックの制度アプローチ） 

第11回：オープンシステムとしての組織1（システムデザイン） 

第12回：オープンシステムとしての組織2（コンティンジェンシー理論） 

第13回：オープンシステムとしての組織3（ワイクの組織化モデル）（1） 

第14回：オープンシステムとしての組織3（ワイクの組織化モデル）（2） 

第15回：綜合の試み 

 

 

【評価方法・評価基準】 

成績は期末試験の点数のみで評価する。テキスト1-5章から抜粋した英文の意味を、日本語で説明する

問題（何でも持込み可）を出題する。 

 

 

【テキスト又は参考書】 

テキスト：W. Richard Scott (2003). Organizations: Rational, Natural and Open Systems. 5th ed. Upper 

 SaddleRiver, NJ: Prentice Hall 

参考文献：桑田耕太郎・田尾雅夫 『組織論』 有斐閣アルマ 

大阪市立大学商学部 『ビジネスエッセンシャルズ1 経営、2 経営情報』 有斐閣 

 

 

【受講生へのコメント】 

初学者向けに平易な英語で書かれたテキストである。高校卒業程度の英語力をもち、参考文献を参照し

て十分に予習すれば、内容が理解できるよう解説する。 
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53 
マネジメント特講5 

Topics on Management 5 
横井 豊彦 

講義・半期・2単位 対象年次：全年次 

 

【授業の目標及びテーマ】 

本講義は、題目通り「マネジメント」の視点から、様々な事象を俯瞰できるようになることを目的とする。た

だし、そのような壮大な境地は、超一流企業の経営者、超一流の経営学者といえど、簡単に達することが

できるものではない。講師も、遠く未達の領域である。本講義が、学生の間というよりは、社会で職を得てか

ら、受講者個々の仕事を「動かす」うえで、思い出して役に立つものを見つけてもらえるようなものとなれば

幸いです。 

 

 

【授業の概要】 

グループワークと全体講義を絡め、ケース・スタディだけでなく、実際の「経営事象」について、個々の意

見をぶつけ合うような形で、成書や論文に書いてあることを取り入れながら、「自分のために、どのように活

かすか」という観点から進めたいと考えています。 

 

 

【授業計画】 ※受講生数によって変更の可能性あり（第1回はオリエンテーションを兼ねます） 

第1回：マネージャーの視点   第 9回：ケース・スタディ4 

第2回：組織のマネジメント   第10回：人材マネジメント 

第3回：ケース・スタディ1   第11回：ケース・スタディ5 

第4回：組織の管理   第12回：経営戦略 

第5回：ケース・スタディ2   第13回：意思決定 

第6回：組織と戦略         第14回：最終プレゼンテーション 

第7回：ケース・スタディ3   第15回：まとめ 

第8回：リーダーシップ 

 

 

【評価方法・評価基準】 ※受講生数によって変更の可能性あり 

出席1回あたり4点（満点60点）、6回以上の欠席は評価対象外とする 

ケース・スタディと最終プレゼンテーションは相互評価とする（配点は第1回講義で決定） 

講義中の有用な発言は適宜加点 

 

 

【テキスト又は参考書】 

必読ではありませんが、時間のある方は目を通しておいて下さい。（必読文献などは講義開始後に提示

します） 

三品和広『経営戦略を問い直す』ちくま書房 

Barnard, C. I. (1938) The Functions of the Executive, Harvard University Press. (山本安次郎訳『新訳 

経営者の役割』ダイヤモンド社, 1968年.) 

野中郁次郎、加護野忠男、小松陽一、奥村昭博、坂下昭宜 (1978) 『組織現象の理論と測定』千倉書房.

（2013年に新版が発売になっています） 

 

 

【受講生へのコメント】 

これまで学習してきたことや常識にとらわれず、自由にモノを考える時間にして下さい。このため、講師は

突拍子もない質問を投げかけるかもしれません。 
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54 
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 

 

【授業の目標及びテーマ】 

資本市場のジュラシックパークへようこそ。才能と野心に溢れた経営者が企業を組織し、投資家が資本市

場を通じて企業に出資します。こうして事業が誕生し、経営者も投資家も市場も企業価値の最大化を目指

して経済の拡大と人類の繁栄に貢献していきます。本講義で得ようとするのはまさに企業を経営する上で

の基本となる知識です。有価証券の制度を分析したり、価格を計算するといった一般的な証券分析論とは

異なり、資本市場の背景にある考え方と理論の限界について検討する本学完全オリジナル版講義です。 

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

現実的な問題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。 

 

 

【授業の概要】 

コーポレートファイナンス理論を前提にガバナンスの意義を学び、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証券市場の機能にいかなる限界があるかを分析します。 

 

 

【授業計画】 

1) 巨大生物ゾーン（企業）   3) 肉食類ゾーン（株主・投資家） 

～ 株式会社の仕組みと資本市場    ～ 企業買収とガバナンス 

第1回：株式会社とはなにか    第 8回：ウォール街：前編 

第2回：なぜモノには値段がつくのか   第 9回：ウォール街：後編 

第3回：会社の値段はどう決めるのか①  第10回：ウォール街：解説 

第4回：会社の値段はどう決めるのか② 4) 触れ合いゾーン 

2) 猛禽類ゾーン（市場）      ～ ウォール街に関する問題意識 

～ 限定合理性と組織の経済学   第11回：株主と従業員どちらが大事か 

第5回：完全市場というという考え方   第12回：経営陣の責任とはなにか       

第6回：なぜ市場は間違ってしまうのか   第13回･14回：会社はだれのものか           

第7回：なぜヒトの行動は機会主義的なのか  第15回：まとめ 

 

 

【評価方法・評価基準】 

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。 

 

 

【テキスト又は参考書】 

パークの中を迷わず安全に回っていただくためのガイドマップが資料としてHPにアップされます。『配当

政策とコーポレートガバナンス～株主所有権の限界』（中央経済社）が参考書です。 

 

 

【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、これから諸君が

興味を多くの学問分野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。 
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55 
会計手続選択論 

Accounting Procedure Choice 
浅野 信博 

講義・半期・2単位 対象年次：全年次 

 

【授業の目標及びテーマ】 

会計利益は、企業をとりまく多種多様な利害関係者が関心を抱く重要な業績尺度の１つである。企業の

経営者は、様々な意図を有して会計利益の調整（earnings management）を行うが、その手段として、１）一

般に公正妥当と認められた複数の会計手続の取捨選択、および、２）経営者による会計上の見積りの変

更・調整、が存在する。本講義は、利益調整がいかなる場面で何を意図してどのように行われるのかにつ

いて解明を試みることを目的とする。 

 

 

【授業の概要】 

本講義では、まず財務会計の機能について簡単な復習を行った後に、企業が実際にどのような会計手

続選択手続（利益調整）を行っているのかについて、ケースを示して説明する。次に、倒産をはじめとした

様々なイベントに注目し、イベント前後における企業の会計手続選択（利益調整）行動を明らかにする。理

論編では、会計手続選択および利益調整に関する近年のトピックスについて国内外の研究動向を紹介す

るとともに、簡単なゲーム理論の考え方を用いて会計手続の選好の有無を明らかにする。分析編では、各

イベント前後において経営者が選好する会計手続選択が実際に行われているのかどうかについて具体的

事例を用いて例証する。 

 

 

【授業計画】 

第1回：概念フレームワークの復習  第 9回：監査人の交代と会計手続選択（理論） 

第2回：財務会計の契約支援機能  第10回：監査人の交代と会計手続選択（分析） 

第3回：会計手続選択と利益調整の関係 第11回：IPO・SEOと会計手続選択（理論） 

第4回：会計手続選択の事例研究  第12回：IPO・SEOと会計手続選択（分析） 

第5回：経営者報酬と会計手続選択（理論） 第13回：MBO・TOBと会計手続選択（理論） 

第6回：経営者報酬と会計手続選択（分析） 第14回：MBO・TOBと会計手続選択（分析） 

第7回：倒産と会計手続選択（理論）  第15回：まとめ 

第8回：倒産と会計手続選択（分析） 

 

 

【評価方法・評価基準】 

出席状況と期末テストで評価する。 

 

 

【テキスト又は参考書】 

田村威文・中條祐介・浅野信博『会計学の手法』、中央経済社。 

 

 

【受講生へのコメント】 

倒産分析等のデータ解析スキルは、金融機関および企業における与信管理、内部監査および外部監査、

投資意思決定などの局面において極めて重要となる。少し難しく感じるかもしれないが、プロフェッショナル・ 

スキルを得るよう頑張ってほしい。 
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56 
中級簿記 

Intermediate Bookkeeping 
中根 将晴 

講義・半期・2単位 対象年次：全年次（※） 

※「会計基礎論」の単位を取得した学生のみ履修可。 

 

【授業の目標及びテーマ】 

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、株式会社簿記の基礎的な計算処理

ができるようになることを目標としています。 

 

 

【授業の概要】 

日商簿記検定2級「商業簿記」の対策講義を実施します。2級の商業簿記では、3級の学習内容に特殊商

品売買や本支店会計等が加わり、より実務に近い会計処理を学習します。本講義では検定試験の出題範

囲の内、特に検定試験で出題頻度の高い論点について重点的に講義を進めていきます。 

 「会計基礎論」の単位を取得した後、さらに日商簿記検定2級・1級合格を目指す人や、公認会計士・税

理士を目指す人は是非受講してください。 

 

 

【授業計画】 

 第1回：会計プロフェッションのビジネスフィールド    第 8回：社債、株式会社の税金、本支店会計Ⅰ   

 第2回：一般商品売買、特殊商品販売     第 9回：本支店会計Ⅱ 

 第3回：特殊商品販売 当座預金     第10回：事業譲渡と合併、特殊な為替手形 

 第4回：有価証券、有形固定資産Ⅰ     第11回：手形の不渡りと保証債務、精算表 

 第5回：有形固定資産Ⅱ、無形固定資産    第12回：決算手続、伝票式会計、帳簿組織Ⅰ 

 第6回：繰延資産、引当金 株式の発行          第13回：帳簿組織Ⅱ 

 第7回：剰余金の配当と処分、社債          第14回：直前演習① 

      第15回：直前演習② 

 

  

【評価方法・評価基準】 

ミニテスト（1回予定）と期末試験にて評価します。 

 

 

【テキスト又は参考書】 

よくわかる簿記シリーズ「合格テキスト 日商２級 商業簿記 Ver8.0」（ＴＡＣ出版） 

よくわかる簿記シリーズ「合格トレーニング 日商２級 商業簿記 Ver8.0」（ＴＡＣ出版） 

 

 

【受講生へのコメント】 

日商2級合格レベルの会計知識はビジネスパーソンとして身につけておくべき最低ラインです。会計の知

識は将来どのような職種に就くとしても不可欠なものとなります。このことを踏まえ、本講では日商2級合格

を目指す学生を対象とした講義を行います。簿記知識の習得には理解と反復が重要です。講義において

は、みなさんの理解を優先させるとともに、各回に演習時間も設けます。ただし、講義内での演習だけでは

単位取得や日商2級合格のためには不十分です。各自での復習を怠らないで下さい。 

また、本講は現役の公認会計士が担当しますので、時間の許す限り実務にまつわる会計の話題も提供し

ていきます。日商2級の工業簿記部分の質問や公認会計士試験・税理士試験に関する相談等も随時受け

付けますので、気軽に声をかけて下さい。 
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57 
流通論特講２ 

Special Lecture on Distribution 2 
加藤 司 他 

講義・半期・2単位 対象年次：全年次 

 

【授業の目標及びテーマ】 

バブル経済の崩壊後、日本企業の経営は大きく変化した。バブル経済における地価・株価の高騰に翻

弄され、その崩壊後に多額の不良資産・債権を抱えることになった日本企業は、一転して「持たざる経営」、

「利益重視の経営」を志向することになったからである。そうした変化は、企業が活用する不動産において

も顕著に現れている。 

一方で、地価の下落を食い止め、不動産の流動化・積極的活用を図るために不動産の証券化を可能に

した「改正投資信託法」(2000)、「定期借地借家法の導入(2000)などの制度改革がなされている。前者は、

不動産を所有物から投資対象へと変化させ、その流動化・活用を促進させるとともに、評価基準としての収

益還元法が注目されるきっかけとなった。後者は、もともと民間の住宅供給を増加させることを意図して導

入されたものの、意外にもSCにおけるデベロッパーとテナントとの力関係を変更させることになった。定期

借家権の導入は、デベロッパー側が契約期間の満了時に売上不振のテナントをより容易に入れ替えること

を可能にしたからである。他方で、事業用定期借地借家の期間をどのように設定するか、事業投資に伴う

コストとリスクをどのように分担するかなど、貸し手も借り手も契約条件ついてより複雑な意思決定を迫られ

ることになる。また経営環境の変化が激しさを増す中、事業収益をめぐる予想と現実との乖離も大きくなり

がちであり、契約期間の満了を待たずに、賃料の減額請求、場合によっては訴訟に至る事例も増えつつ

ある。 

以上のような現状を踏まえ、本講義では「転換期における賃料決定のメカニズムと商業施設のマネジメン

ト」という今日的テーマに対する理解を深めることを目標とする。 

 

 

【授業の概要】 

本講義では、オムニバス方式で多様な講師陣を招聘する予定である。前述したように、問題が多面的な

側面を持つため、関連する分野の専門家である不動産鑑定士、弁護士、SCのデベロッパーなど、それぞ

れの立場から分析を行っていただき、学生は全体的にテーマを理解することが可能になる。 

 

 

【授業計画】 

第 1回：はじめに           

第 2回～第14回：不動産鑑定士、弁護士、SCのデベロッパーなど、実務家による講義 

  講師は、現在交渉中。 

第15回：まとめ 

 

 

【評価方法・評価基準】 

授業への参加意欲(講師への質問)、期末試験の成績を総合的に判断する。 

 

 

【テキスト又は参考書】 

大野喜久之輔・加藤 司編著『商業施設賃料の理論と実務－転換期の不動産鑑定評価－』中央経済社、

2015年。 

 

 

【受講生へのコメント】 

現実はダイナミックに変化している。学生であっても、そうした変化を肌で感じて欲しい。講義を受動的に

受けるのではなく、問題意識をもって受講して欲しい。 
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58 
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 

 

【授業の目標及びテーマ】 

 わが国は、明治維新以来「もの作り」を立国精神として、先進諸外国から技術・技法を学び、工業大国へ

の道を歩んできた。しかしながら、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「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、現代日本の生産システムにおけるこの「変化」の特質と「もの作り立国」再構築の課題に

ついて分析することを通じて、学生が「もの作り立国」日本の変化の動向と現代的課題とを見きわめる能力

を身につけること、これが授業の目標である。講義テーマは「生産システムの進化と現代の課題」。 

 

【授業の概要】 

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。その上で、市場革命、情報革命、環境革

命という３つの大波に対応して、わが国の21世紀の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。 

 

【授業計画】 

第 1回：オリエンテーション: もの作りとは何か、生産システムとは何か。もの作りの3つの命題。 

第 2回：生産システム進化の第1の契機: イギリス産業革命と生産活動の革新 

第 3回：生産システム進化の第2の契機: アメリカ産業革命と大量生産の方法 

第 4回：テイラー･システムと生産システムの科学的管理 

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･システムと現代大量生産システム 

第 7回：生産システム進化の第3の契機: 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：人に優しい生産システムとポスト・フォーディズム論争 

第10回：ME技術とフレキシブル・オートメーション 

第11回：生産システム進化の第4の契機: 20世紀システムの崩壊とグローバリゼーション 

第12回：モジュール型生産システムとアメリカ型方法論の復活 

第13回：生産システム進化の第5の契機: 生産システムと環境ジレンマ 

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 

 

【評価方法・評価基準】 

成績は期末試験と出席点で評価する。評価は、Ａ20％、Ｂ30％、Ｃ30％を基準とする。 

 

【テキスト又は参考書】 

テキスト: テキストは使用せず、ハンドアウトを配布する。 

参考書は授業で紹介する。 

 

【受講生へのコメント】 

ものづくりの価値を再認識してください 
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59 
マネジメント特講４（コーポレート・コミュニケーション論） 

Topics on Management 4 
高柳 直弥 

講義・半期・2単位 対象年次：全年次 

 

【授業の目標及びテーマ】 

企業は利害関係者（ステークホルダー）に対し、理想的なイメージや評判を創造および維持するため、内

外で様々なコミュニケーション活動を実施しています。企業では、広報関係の部門がこれらを管轄すること

が多いです。近年のコーポレート・コミュニケーションでは、これら各種のコミュニケーション活動を個別に発

展させることに加えて、一企業のコミュニケーション活動として各活動をコーディネートし、全体としての効

果を高めることも求められています。 

本講義では、ステークホルダーに対する企業のコミュニケーション活動の意義や今後の課題を考えてもら

うため、こうした活動の歴史的推移や現在の事例などを学びます。 

 

 

【授業の概要】 

序盤の授業では、企業のコミュニケーション活動の歴史と現状、およびこうした活動を管轄する部門の企

業内での位置づけ等について学んでいきます。その後の授業では、消費者や従業員、地域社会、メディ

ア関係者、投資家などのステークホルダーとの各種コミュニケーション活動について、具体的な事例等を

紹介しつつ学んでいきます。また、企業不祥事や企業の社会的責任（CSR）活動等についても扱います。 

 

 

【授業計画】 

第1回：ガイダンス    第 9回：投資家に対するコミュニケーション活動 

第2回：企業のコミュニケーション活動の歴史 第10回：企業不祥事と広報（1） 

第3回：広報部門の役割と業務内容  第11回：企業不祥事と広報（2） 

第4回：消費者に対するコミュニケーション活動 第12回：CSRとコーポレート・コミュニケーション（1） 

第5回：従業員に対するコミュニケーション活動 第13回：CSRとコーポレート・コミュニケーション（2） 

第6回：社会に対するコミュニケーション活動 第14回：Ｂ２Ｂ企業のコーポレート・コミュニケーション 

第7回：コミュニティ・リレーションズ  第15回：まとめ  

第8回：メディア・リレーションズ 

 

 

【評価方法・評価基準】 

出席および講義期間中の小レポート、期末レポートにより評価します。 

レポートは期限内に提出がなかった場合は減点の対象となります。 

 

 

【テキスト又は参考書】 

テキストは使用しません。参考書は以下の文献の他、講義中にも適宜指示します。 

Argenti, P. and J. Forman.（2002）The Power of Corporate Communication, New York: McGraw-Hill 

（矢野充彦訳『コーポレート・コミュニケーションの時代』日本評論社、2004年）. 

Cutlip, S. M., A. H. Center, and G. M. Broom.（2006） Effective public relations 9th edition, United 

States: Prentice Hall（日本広報学会監修『体系パブリック・リレーションズ』ピアソン・エデュケーション、

2008年）. 

 

 

【受講生へのコメント】 

授業においても説明しますが、できれば一度、日本企業の企業博物館を見学し、その企業の歴史や経

営理念を知るだけでなく、その企業はどのようなステークホルダーを想定して、企業博物館を運営している

のかについても考えてみてください。 
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60 
管理会計論 

Management Accounting 
卜 志強 

講義・半期・2単位 対象年次：全年次 

 

【授業の目標及びテーマ】 

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。本講義では、管理会計の基礎知識を習得することを目標としている。 

 

 

【授業の概要】 

本講義では、管理会計の基礎理論・技法を中心に講義を進めていく。第1回～第4回の授業において、

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。第5回～第10回の授業では、原価管理、

長期経営計画や予算管理といった管理会計の伝統的なテーマを取り上げる。第11回、12回では、ABC 

/ABMやバランスト・スコアカードなど、いわゆる戦略的管理会計システムについて解説する。第13回、14回

では、原価企画やミニ・プロフィットセンターといった日本的管理会計システムについて紹介する。 

 

 

【授業計画】 

第1回：管理会計の意義   第 9回：予算管理 

第2回：管理会計の基礎概念   第10回：事業部の業績管理 

第3回：意思決定会計の方法   第11回：ABC/ABM 

第4回：業績管理会計の方法   第12回：バランスト・スコアカード 

第5回：原価管理    第13回：原価企画 

第6回：長期経営計画   第14回：アメーバ経営 

第7回：設備投資計画   第15回：まとめ 

第8回：利益計画 

 

 

【評価方法・評価基準】 

出席状況および期末試験により評価する。 

 

 

【テキスト又は参考書】 

谷 武幸[著] 『エッセンシャル管理会計』中央経済社。 

参考書は講義中に適宜指示する。 

 

 

【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。 
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61 
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 

 

【授業の目標及びテーマ】 

「情報産業」なる概念は非常に広範かつ多岐に亘るが、ここではデジタル技術の誕生と革新がもたらした

新たな業界、及び、それにより構造が大きく変化した業界に焦点を絞って概説する。 

言うまでもなく前者の代表例は「コンピュータ業界」や「通信業界」であり、後者の代表例は「メディア業界」

であり、またコンピュータと通信の融合である「インターネット」は業界を越えて、社会全体に大きな変革をも

たらしている。 

これらの業界のキープレーヤーのビジネス構造、経営戦略などを、歴史を紐解きながら明らかにし、将来

への展望を得ることを目標とする。 

 

【授業の概要】 

大分類を「コンピュータ業界」「通信業界」「メディア業界」「インターネット業界」とし、それぞれのキープレー 

ヤーを軸に、チャレンジャーの動きを絡めながら、その全体像を明らかにしていく。 

授業は、下記の計画にそって講義形式で行う。可能な限り、インターネットやＤＶＤの視聴覚教材を使用

し、キープレーヤー企業のキーマン達の生の声を聞いてもらう。 

また、一塊のテーマが終わった時点でレポートを提出してもらい、講義から学び取ったこと、考えたことを

報告してもらう予定である。 

 

【授業計画】 

第 １回：オリエンテーション～情報産業を俯瞰する～ 

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・国産・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：パソコンソフトビジネスの創生と発展 

第 8回：Appleがもたらすデジタル革命 

第 9回：日本の通信事情～NTT独占からNCCとの競争環境へ～  

第10回：通信業界の風雲児ソフトバンクの挑戦 

第11回：Googleの検索がもたらした社会変革と新たなビジネスチャンス 

第12回：Amazonが開拓したインターネットビジネス 

第13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14回：インターネットがもたらしたオープンソース～Linux・mozillaなど～ 

第15回：新たな変革〜ウェアラブル・自動車・3Dプリンタなど〜 

 

【評価方法・評価基準】 

出席点20％、数回のミニレポート30％、期末試験50％として、総合的に評価する。 

 

【テキスト又は参考書】 

テキストは使用しない。 

参考書：ビジネス・エッセンシャルズ「(2)経営情報」、その他は講義中に適宜指示する。 

 

【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。 
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62 
産業論特講３ 

Topics on Industry 3 
安田 圭奈江 

講義・半期・2単位 対象年次：全年次 

 

【授業の目標及びテーマ】 

「企業の環境マネジメント」 

環境マネジメントとは、組織や企業が環境保全に関する方針や目標を自ら設定し、自主的に行う取り組

みのことを指します。とりわけ、近年では消費者の環境意識の高まりや企業の社会的責任（CSR）の観点か

ら、企業は環境マネジメントに積極的に取り組むことがもとめられています。この授業では、企業経営にお

ける環境マネジメントの手法や、企業が環境に与える影響、環境に配慮した経営の重要性について学び

ます。 

 

 

【授業の概要】 

この授業では、まず、企業活動が環境や社会に与える影響の大きさについて様々な事例をもとに理解を

深めます（第2回～第7回）。つぎに、企業の環境マネジメントの手法について学びます（第8回～第11回）。

最後に、企業が環境マネジメントを経営戦略に反映させる手法について学びます（第12回～第15回）。 

 

 

【授業計画】 

第1回：ガイダンス       第 9回：環境影響評価 

第2回：環境マネジメントと企業の社会的責任       第10回：ライフサイクル・アセスメント 

第3回：企業活動と公害問題（１）水俣病    第11回：環境コミュニケーション 

第4回：企業活動と公害問題（２）イタイイタイ病    第12回：環境マーケティング 

第5回：家電リサイクルと「拡大生産者責任」    第13回：国際的な環境規制への対応 

第6回：サプライチェーンの広がりと「倫理的な調達」  第14回：環境マネジメントと企業戦略 

第7回：地球温暖化とカーボンビジネス     第15回：まとめ  

第8回：環境マネジメントシステムの構築 

 

 

【評価方法・評価基準】 

期末試験、授業期間中に実施するレポート、授業への参加意欲などを総合的に判断し、評価します。基

本的な授業内容が理解されているかを評価基準とします。 

 

 

【テキスト又は参考書】 

テキストは使用しない。参考書は必要があれば講義中に適宜指示する。 

 

 

【受講生へのコメント】 

近年、企業活動を経済性のみならず経済、社会、環境の３つの観点（トリプル・ボトム・ライン）から評価し

ようとするトリプル・ボトム・ラインという考え方が普及しています。経済、社会、環境の関係を包括的にとらえ

たいと考える学生の受講を希望します。 
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63 
証券市場論特講６ 

Topics on Securities Market 6 
中島 將隆 

講義・半期・2単位 対象年次：全年次 

 

【授業の目標及びテーマ】 

日本の国債市場は、今日、危機的状況が続いている。国債発行額、国債依存度、国債発行額、純政府

債務残高など何れの指標をみても、日本はOECD諸国の中で最悪である。国債に対する信認が何時失わ

れても不思議ではない。ところが、長らく国債の危機が叫ばれながら、危機は顕在化していない。逆に、日

本の国債市場は英米と並び最も安定し、国債品不足やマイナス金利が発生している。国債危機下におい

て、国債市場は安定しているのである。これは、何故であろうか。日本の国債は本当に大丈夫だろうか。こ

の問題は、現状分析に加えて、日本の国債管理政策の歴史を振り返ることにより、問題解明のカギを探る

ことができるだろう。 

 

【授業の概要】 

現実の変化と対応させながら、次の順序で講義を進めていく。 

第1章 国債危機下の国債市場の安定 

第2章 なぜ日本の政府債務は世界最悪になったか 

第3章 なぜ赤字国債の無制限発行が可能になったか 

第4章 1990年以降の国債発行市場の構造変化 

第5章 流動性の高い国債市場は如何にして形成されたか 

第6章 日本の国債相場を支えているものは何か 

第7章 異次元金融緩和と国債市場 

 

【授業計画】 

第 1回：日本の政府債務膨張の特徴 

第 2回：政府債務膨張の帰結 

第 3回：国債膨張の構造分析(1) 

第 4回：国債膨張の構造分析(2)  

第 5回：赤字国債無制限発行体制の確立(1) 

第 6回：赤字国債無制限発行体制の確立(2) 

第 7回：強制割当発行の廃止と公募発行の拡大 

第 8回：国債発行と低金利政策 

第 9回：国債流通市場の変化(1) 

第10回：国債流通市場の変化(2) 

第11回：何が日本の国債相場を支えているか(1) 

第12回：何が日本の国債相場を支えているか(2) 

第13回：異次元金融緩和と国債市場 

第14回：まとめ(1) 

第15回：まとめ(2) 

 

【評価方法・評価基準】 

可能な限り双方向的な講義を目指す。このため、講義の終わりに質問やコメントを提出してもらい、絶え

ず受講生とコミュニケーションをとり、理解度を確かめながら、講義を進める。評価方法は期末テストを基準

としながらも、講義に対する質問やコメントなども評価の対象とする。 

 

【テキスト又は参考書】 

テキスト：未定 

参考書：その都度、紹介する 

 

【受講生へのコメント】 

双方向的な講義を目指すので、講義に出席すること。現実感覚を磨くため日経新聞を精読すること。 

− 72 −



 

 

64 
日本産業論 

Japanese Industries 
澤田 鉄平 

講義・半期・2単位 対象年次：全年次 

 

【授業の目標及びテーマ】 

この授業では、日本の機械工業を歴史的に振り返り、その今日的特徴を歴史的視点から理解することを

目標としている。本授業では、複雑に入り組む産業間の関係、新産業勃興の必然性について俯瞰的に理

解するために、生産の分業構造をいう視点を交えて歴史的な考察を行う。 

 

 

【授業の概要】 

日本製造業は明治維新以降の軽工業から戦後の重工業へと、主力産業を変化させつつ発展してきた。

また、それと同時に生産設備の国産化や下請工業の発展など、生産の分業が進む中で産業のすそ野も

多様な分野に広がりをみせてきたのである。 

その反面、日本製造業の生産分業構造はこの30年間で大きく変化した。大企業のみならず、中小企業

に至るまでが海外に生産拠点を展開し、深刻な悪循環のもとに国内製造業の産業空洞化は現在進行中

である。 

こうした日本製造業の動態を、歴史的視点から振り返り、今日日本製造業の課題を考える。授業計画は

以下の通り。 

 

 

【授業計画】 

第1回：産業論を学ぶということ   第 9回：ME技術革新下の機械工業（その2） 

第2回：近代産業の成立（その1）明治期  第10回：生産のグローバル化と日本（その1） 

第3回：近代産業の成立（その2）大正～昭和初期  第11回：生産のグローバル化と日本（その2） 

第4回：近代産業の成立（その3）終戦まで  第12回：再生可能エネルギー産業の創出（その1） 

第5回：高度成長期の日本製造業（その1）  第13回：再生可能エネルギー産業の創出（その2） 

第6回：高度成長期の日本製造業（その2）  第14回：産業空洞化を超えて 

第7回：日本製造業の海外進出   第15回：まとめ 

第8回：ME技術革新下の機械工業（その1） 

 

 

【評価方法・評価基準】 

15回中4回だけランダムに出席を取る（コミュニケーションカードを用いる）ことによる出席点（気持ち程度

の加点）と、期末レポートの評価点。期末レポートのテーマは最終講義にて示し、事実認識や論考の妥当

性を評価する。 

 

 

【テキスト又は参考書】 

講義レジュメを用いる。参考書は講義中に適宜指示する。 

 

 

【受講生へのコメント】 

産業論の視点は経済をみる際の基本的な方法の一つであり、それゆえに高度に複雑化した現代社会を

理解するための一つの軸になる。学生にはぜひとも産業論的視点の理解を深めてもらいたい。 
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65 
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 

 

【授業の目標及びテーマ】 

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「多国籍企業の立地展開」につ

いて、とくに日系多国籍企業のアジアへの立地展開について考察する。 

本授業の目標は、受講生が多国籍企業の立地展開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、その国際的な立地展開の特徴を分析できるようになることである。 

 

 

【授業の概要】 

第１に、「日系多国籍企業のアジア立地展開」と題して、日系多国籍企業のアジア立地展開やアジアの

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

アジア立地展開に関連付けながら、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展開の実態について講義する。 

 

 

【授業計画】 

第1回：授業ガイダンス   第 9回：多国籍企業の理論的検討(4) 

第2回：日系多国籍企業のアジア立地展開（1） 第10回：日系多国籍企業の業種別実態分析（1） 

第3回：日系多国籍企業のアジア立地展開（2） 第11回：日系多国籍企業の業種別実態分析（2） 

第4回：日系多国籍企業のアジア立地展開（3） 第12回：日系多国籍企業の業種別実態分析（3） 

第5回：日系多国籍企業のアジア立地展開（4） 第13回：日系多国籍企業の業種別実態分析（4） 

第6回：多国籍企業の理論的検討（1）  第14回：日系多国籍企業の業種別実態分析（5） 

第7回：多国籍企業の理論的検討（2）  第15回：授業のまとめ 

第8回：多国籍企業の理論的検討（3） 

 

 

【評価方法・評価基準】 

期末試験（80点）およびレポート（20点）により評価する。 

 

 

【テキスト又は参考書】 

テキストについては、後日、指示する。 
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66 
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 

※「戦略経営論」を既に履修している場合は、履修不可。 

 

【授業の目標及びテーマ】 

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。また、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、

近年の事業生態系を巡る企業の経営戦略と組織の問題を主題とします。 

 

【授業の概要】 

経営戦略の理論は「企業間で、なぜ業績の違いが生まれるのか」という問いをめぐって展開されてきまし

た。経営戦略は、ときに企業が利益獲得という目的に向かうための「地図」に例えられます。厳しい経営環

境に対峙し、冒険に臨まんとする企業は、より役に立つ地図を描くためにどのような点に着目し、それに対

してどのように考え、行動しているのでしょうか。 

この授業では、企業が保有する資源や企業に関わる競争環境（競争相手や顧客などの動向）など、企業

の活動について分析する際の様々な着眼点を紹介します。毎回、基本的に指定の教科書に沿って概念

などについて説明します。さらに、トピックに応じた事例や時事問題を紹介することで、理解の定着を図りま

す。 

 

【授業計画】 

第1回：「戦略」とはなにか？      第 9回：地域企業の戦略 

第2回：業界の構造分析      第10回：企業とベンチャーの戦略的提携 

第3回：基本戦略       第11回：プラットフォーム戦略とオープンイノベーション 

第4回：製品ライフサイクル別戦略     第12回：イノベーションのジレンマ 

第5回：市場地位別戦略      第13回：組織構造と経営戦略 

第6回：ビジネスモデル      第14回：組織文化と経営戦略 

第7回：イノベーション      第15回：企業変革と事業生態系 

第8回：大学発ベンチャーの戦略 

 

【評価方法・評価基準】 

基本的には定期試験の結果で評価します（全体６５％）。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３５％）。定期試験は、テキストと手書きのノートのみ持ち込み可の予定。 

 

【テキスト又は参考書】 

「大学発アントレプレナーシップの戦略と組織」（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。 

 

【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。原則として毎週

一章ずつ進みます。また学生諸君は身の回りにある企業活動の事例（たとえば、牛丼業界での値下げ競

争）と学んだ理論とを結びつけて考えるくせをつけてください。商学部の学生は、その「常識的態度」として、

普段からストラテジック・マインドを醸成したいものです。 
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67 
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（※） 

※「経営統計論」の履修者のみ履修可。 

 

【授業の目標及びテーマ】 

近年の経営学において数量化されたデータの統計的解析の重要性は増大してきています。一方、コン

ピュータの普及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。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。本講義では、統計解析パッケージＲを用い、様々な統計手法によ

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。 

 

 

【授業の概要】 

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。また、

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。 

 

 

【授業計画】 講義の進行は、状況により変更します。 

第１回：統計解析の基礎概念とＲインストール演習  第 9回：重回帰分析の応用 

第2回：Ｒ入門１      第10回：回帰分析の諸問題と対応策 

第3回：Ｒ入門２      第11回：時系列分析の基礎 

第4回：プログラミングの基礎    第12回：時系列分析の応用 

第5回：1変量データの解析１    第13回：主成分分析 

第6回：1変量データの解析２    第14回：高度な手法の紹介 

第7回：多変量データの整理    第15回：期末レポート指導 

第8回：重回帰分析の基礎 

 

 

【評価方法・評価基準】 

平常点、宿題、期末レポートにより評価します。標準的内容である第１回～第９回の講義については、Ｒ

を使った解析の宿題を数回課します。期末レポートの課題は、自分の好きなデータについてＲを使って統

計解析を行うことです。 

 

 

【テキスト又は参考書】 

テキスト：毎回配布する講義テキスト 

参考書：『Rの基礎とプログラミング技法』、リゲス著、石田訳、シュプリンガー･ジャパン、2006年 

『RとS-Plusによる多変量解析』、B.エヴェリット著、石田訳、シュプリンガー・ジャパン、2007年 

『Rデータ自由自在』、P.スペクター著、石田他訳、シュプリンガー・ジャパン、2008年 

『株式の統計学』 津田博史著、 朝倉書店、 1994年 

 

 

【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をあらかじめ

履修しておいてください。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。 
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68 
貿易論 

Trade Theory 
高橋 信弘 

講義・半期・2単位 対象年次：全年次 

 

【授業の目標及びテーマ】 

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。 

そのために、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。しかし

この講義では、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、この講義は、一つの項目を説明するのに２～３週かかる。よって、講義内容を理解するために

は、その前回の講義内容を十分理解していることが必要となる。 

したがってこの講義は、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、できるだけ皆さんの

興味を惹きつけ、関心・疑問を呼び起こすものにするつもりである。 

 

 

【授業の概要】 

貿易の基礎的説明から始まり、リカード･モデル、ヘクシャー＝オリーン･モデル、規模の経済性が存在す

るときの貿易など、基礎的な貿易理論・貿易政策を講義する。 

受講生が経済学に対する基礎知識ゼロであることを前提に、教科書の内容を丁寧に説明していく。その

ため受講の際には教科書を必携のこと。 

 

 

【授業計画】 

第1回：ガイダンス       第 9回：規模の経済性が存在するときの貿易 

 第2回：貿易の基礎      第10回：規模の経済性が存在するときの貿易 

 第3回：リカード･モデル      第11回：規模の経済性が存在するときの貿易 

 第4回：リカード･モデル      第12回：グローバル化と経済政策 

 第5回：リカード･モデル      第13回：グローバル化と経済政策 

 第6回：ヘクシャー＝オリーン･モデル     第14回：ISバランス 

 第7回：ヘクシャー＝オリーン･モデル     第15回：まとめ 

 第8回：ヘクシャー＝オリーン･モデル 

 

 

【評価方法・評価基準】 

期末試験のみ。出席はとらない。 

 

 

【テキスト又は参考書】 

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 

 

 

【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。この講義により、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。 

なお、公務員試験、公認会計士試験を受ける人は、是非受講して欲しい。 
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69 
金融政策論 

Monetary Policy 
清田 匡 

講義・半期・2単位 対象年次：全年次 

 

【授業の目標及びテーマ】 

金融政策と金融行政の変化と現状、この変化が、金融機関の活動や企業活動に及ぼす影響の理解。 

 

 

【授業の概要】 

バブル崩壊以後、金融政策も金融行政も根本的に変化した。その変化のうち、とりわけ目に付くのは金

融庁が担当する金融行政の相対的な比重が大きくなったことだ。 

本講義では、そもそも、各国で、金融政策を担当する中央銀行と、行政を担当する監督官庁の二つが

(重複して)存在するのか、それぞれどのような目的と機能を持つのかから説明し、そして、どのような理由で

近年、大きく変化したのか、そして、変化をとげたあとの金融政策と金融行政の内容を講義する。近年の異

次元の金融緩和を含めて、金融政策の変化が、実体経済や企業活動、個人に、どのような影響を与える

のかを考える。 

 

 

【授業計画】 

第1回：はじめに(金融政策と金融行政)  第 9回：金融政策と銀行制度 

第2回：金融行政の歴史   第10回：金融政策の内容(1) 

第3回：金融行政の内容(1)   第11回：金融政策の内容(2) 

第4回：金融行政の内容(2)   第12回：金融政策の内容(3) 

第5回：金融行政の内容(3)   第13回：金融政策と銀行 

第6回：金融行政の内容(4)   第14回：まとめ１(金融と経済) 

第7回：金融行政と銀行   第15回：まとめ2 

第8回：金融政策の歴史 

 

 

【評価方法・評価基準】 

期末試験 

 

 

【テキスト又は参考書】 

毎回、資料を配布する。 

テキストは使用しない。 

 

以下の文献が参考になるかもしれない。なお、下にいくほど難易度が高い。 

齋藤誠『父が息子に語るマクロ経済学』勁草書房、2014年4月、 

白川方明『現代の金融政策』日本経済新聞社、2008年3月、 

佐藤隆文編著『バーゼルIIと銀行監督 --- 新しい自己資本比率規制』東洋経済新報社、2007年3月、 

齋藤、岩本、大田、柴田『マクロ経済学』有斐閣、2010年4月。 
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70 
マネジメント特講１（商経講座） 

Topics on management 1 
下崎 千代子 他 

講義・半期・2単位 対象年次：2年次及び3年次 

 

【講義の主題と目標】 この講義は学生のキャリア形成を趣旨とするものであり、商友会・経友会の会員を中

心に本学の他学部卒業生も含み多くの現役社会人の方々を講師にお迎えし、産業・企業そして卒業生自

身のキャリアなどについての実体験を語っていただくものです。この講義では、日本経済・世界経済を俯瞰

できるように、様々な産業・企業などでの活躍する先輩諸氏から後輩の在学生の皆さんに直接に語ってい

ただきます。実際に経験された内容から、学生が日本経済・日本企業の将来を展望できることを目的として

います。 

 

【講義の概要】 この講義は、商友会（商学部・経営学研究科卒業生同窓会）と経友会（経済学部・経済学

研究科の卒業生同窓会）による企画講座です。商友会では商友会講座、経友会も10年にわたり経友会講

座を開催しており、昨年度から、講座を1本化し、「商友会・経友会講座（略称、商経講座）」として、商学

部・商友会と経済学部・経友会が隔年で開催しています。 

 

【講義計画】2015年度の講師陣は以下の通りです。 

日程 内      容 （テ ー マ） 講       師 

第1回 オリエンテーション 下崎 千代子 

第2回 
グローバル新時代に求められる人材とリーダー 

シップ 

近藤 浩章(S58経) 

パナソニック㈱ 

第3回 
為替が解ると世界が、そして日本が見える 花井 健(S52商) 

(元）㈱みずほｺｰﾎﾟﾚｰﾄ銀行 常務執行役員

第4回 
グローバル経済における総合商社の経営の 

リーダーシップ 

梶原 謙治(S46商) 

住友商事㈱ 顧問 

第5回 
財務分析から見る日本の企業評価 

(企業評価のポイント) 

戸奈 常光(S38商・S40経営院) 

戸奈公認会計事務所 代表 

第6回 
金融分野の情報システム化の歴史的変遷 足立 伸男(S52商) 

第一生命情報システム㈱ 常勤監査役 

第7回 
経営戦略を中心とした戦略的思考法 深尾 愛二郎(S44経) 

(元)㈱アルプス技研代表取締役社長 

第8回 
繊維産業とその用途、技術の広がりについて 西口 信行(S48経) 

(元)旭化成せんい㈱ 

第9回 
大阪都市部の開発 

－梅田の都市開発について－ 

中本 一志(H11経) 

阪急阪神H㈱ グループ経営企画室  

第10回 
タイヤ業界の現状と今後、そして勝ち残る為に 信木 明(S53経) 

東洋ゴム工業㈱ 社長 

第11回 
中国建築内装業の現状と人事管理制度のあり方 原田 利明(S43商) 

上海愛思考建築装飾工程有限公司顧問 

第12回 
堺市産業の特徴と振興施策について 澤田 知(S59法) 

堺市市長公室企画部長 

第13回 
大阪市の都市基盤行政 芝野 弘之(S46工院) 

(元)大阪市建設局  

第14回 
これからの企業のグローバル展開 岡野 幸義(S39法) 

ダイキン工業㈱相談役 

 

【評価方法】 学年末の筆記試験の成績、ならびに出席時の小テストにより評価します。 

【テキスト又は参考書】 毎回の講義で、参考資料を配布します。 

【コメント】 この講義は、毎年、講師と講義内容が変わります。商学部・経済学部隔年の開講で、来年度は

経済学部の産業政策論特講として開講されます。講師人・評価方法は、オリエンテーションで説明します。 
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71 
国際会計論 

International Accounting 
佐藤 雄一 

講義・半期・2単位 対象年次：全年次 

 

【授業の目標及びテーマ】 

近年、我が国でも国際会計基準導入が活発に議論されているが、本講座では国際会計基準の変遷並

びにその概要を理解するとともに、日本の会計基準の国際化の最近の情勢、並びにアメリカ及びヨーロッ

パにおける国際会計基準をめぐる動き等を中心に学修し、あわせて日本基準がダイナミックに変貌する社

会的経済的背景を理解する。 

 

 

【授業の概要】 

授業計画に基づき、実務上カレントなテーマを、パワーポイント資料を使って出来るだけ具体的に解説し

ながら進めたい。特に重要な項目やカレントな問題については、プリントで適宜補充説明を行う。 

主要テーマが終了する毎に、理解度を確認するため1～2回の小テストを実施する。小テストは、最小限

理解しておいてもらいたい重要事項について問うので、充分に復習し、理解を深めてもらいたい。 

 

 

【授業計画】 

第1回：講義ガイダンス。国際市場の中での日本の  第 9回：ＩＦＲＳ導入に向けたアメリカの近年の 

会計基準の特徴と功罪                          動向 

第2回：日本の会計・開示制度国際化への波動     第10回：IFRS導入に向けた日本の近年の動向 

ＤＶＤ鑑賞（１）      第11回：IFRSと日本基準の相違点概論 

第3回：ＤＶＤ鑑賞（２）      第12回：IFRSと日本基準の個別会計処理の 

第4回：ヨーロッパにおける会計基準国際化の動き   相違点（１） 

第5回：アメリカにおける会計基準国際化の動き    第13回：   〃   （２） 

第6回：アメリカにおける会計不祥事とその影響    第14回：アメリカ及び日本の動きに関する最新 

第7回：SOX法及びJ-SOX法と内部統制         情報 

第8回：会計基準国際化に向けた世界の動向    第15回：まとめ 

 

 

【評価方法・評価基準】 

期末テストの成績に、講義中時折実施する小テストを加味して評価する。 

期末テスト 70％ 

平常点   30％ 

 

 

【テキスト又は参考書】 

パワーポイント資料を使用するため、テキストはなし。 

参考書等については、講義の中で適宜紹介する。 

 

 

【受講生へのコメント】 

日本の会計は今国際化に向けて大きく変貌しています。 

本講義を履修して、日本の会計が今後進むべき方向性について考えてください。 
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72 
財務会計論特講2 

Topics on Financial Accounting 2 
（オムニバス） 

講義・半期・2単位 対象年次：全年次 

 

【授業の目標及びテーマ】 

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、会計監査の仕組みや経営コンサルティン

グ、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、会計監査の具体的な手続きやコン

サルティングに関する実践的な講義がおこなわれます。 

 

 

【授業の概要】 

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行くことを勧めます。 

 

 

【授業計画】  

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：新会計基準の導入状況を確認する  

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 ①従業員給付 

第 9回：国際会計基準の事例研究 ②固定資産 

第10回：国際会計基準の事例研究 ③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 

 

 

【評価方法・評価基準】 

期末時に試験をおこないます。 

 

 

【テキスト又は参考書】 

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。 

 

 

【受講生へのコメント】 

この講義は、現役の公認会計士によるオムニバス形式の講義です。日本の会計制度は今、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。 
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73 
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 

 

【授業の目標及びテーマ】 

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し、また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も親しむ。 

 

 

【授業の概要】 

統計法改正に伴い、産業統計体系は変化しつつある。2011年には新統計法の目玉の一つと言うべき事

業所母集団データベースに基づく初めての経済センサスが実施された。今日、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、テーマに掲げた諸問題を講義するとともに、実際に公的統計を利用して分析する力をつける

ことを重視したい。 

以下の授業計画は目安であり、変更することがある。 

 

 

【授業計画】 

第1回：序説 --ビジネスにおける統計  第 9回：リスクコントロールの手法 

第2回：平均の変化と個別事象の不確実性 第10回：リスクコントロールの阻害要因（１） 

第3回：同時確率と条件付き確率   第11回：リスク-ベネフィット評価 

第4回：統計的独立   第12回：リスクコントロールの阻害要因（2） 

第5回：条件付き平均と期待損失  第13回：個体の均質性と相関のジレンマ 

第6回：ロスコントロール、内部リスク分散 第14回：産業統計論の諸課題 

第7回：平均、分散、期待値の演算  第15回：まとめ 

第8回：共分散と相関 

 

 

【評価方法・評価基準】 

期末試験と平常点（小テスト、レポートなど）を総合的に判断する。 

 

 

【テキスト又は参考書】 

参考書は講義中に適宜指示する。 

 

 

【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ます。難しい数学

は余り出てきませんので、臆することなく積極的に受講してください。 
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74 
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 

 

【授業の目標及びテーマ】 

中国の社会、経済が大きな転換点を迎え、内需拡大や産業構造の調整・高度化、さらに都市化などが大

きな課題として進められており、世界の工場と言われてきた中国は世界の市場へと大きく変貌しています。 

「国際マーケティング論」では、これらのテーマを取り上げていきたいと考えています。 

そして、「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、中国ビジネスを理解し、考察する能力を養うことを

目標としています。 

 

 

【授業の概要】 

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、中国現地最新情報を取り入れながら、中国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。 

 

 

【授業計画】 

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  

 

 

【評価方法・評価基準】 

期末試験などによって、総合的に評価を行います。 

 

 

【テキスト又は参考書】 

テキストは指定しません。参考書、参考文献を適宜紹介します。 

 

 

【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。 
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75 
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 

 

【授業の目標およびテーマ】 

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。

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、ここでの目的です。 

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。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。 

 

【授業の概要】 

基本的に、マーケティングのケース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。 

 

【授業計画】 

第1回：オリエンテーション   第 9回：コミットメントから考える 

第2回：市場構造分析の基礎   第10回：シグナリングから考える 

第3回：需要特性の基礎   第11回：スクリーニングと逆選択から考える 

第4回：費用要因の基礎   第12回：モラル・ハザードから考える 

第5回：戦略とは何か?   第13回：分析枠組みの実践的応用Ⅰ 

第6回：先読みと均衡   第14回：分析枠組みの実践的応用Ⅱ 

第7回：リスクと不確実性   第15回：まとめと復習（期末試験について） 

第8回：インセンティブから考える  *基礎（構造・行動的）/キーワード/応用のⅢ部構成 

 

【評価方法・評価基準】 

中間リポートは行いません。 期末試験（持込なし･フル選択問題）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。 

 

【テキスト】 

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。 

 

【受講生へのコメント】 

（田村「小売商業論」のように）現場ケース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。 

出席は一切とりませんので、わざわざ出てきて（つまらないからと）喋る方はくれぐれもご遠慮ください。 
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76 
外書講読（英語） 

Foreign Literature Reading (English) 
奥原 貴士 

講義・半期・2単位 対象年次：2年次以上 

 

【授業の目標及びテーマ】 

本講義は英文の教科書を用いて、財務会計と財務諸表分析に関する基礎的な知識を学習する。そして、

次の２つを本講義の目標とする。第１に、米国企業が作成する財務諸表に関する基本的な知識を習得する

こと。第２に、実際に米国企業が公表した財務諸表の分析が行えるようになることも本講義の目標である。 

 

 

【授業の概要】 

本講義はテキストの章立てにそって進行する。毎回講義の中でランダムに担当者を決めて訳を発表して

もらう。訳の発表の後に、説明を加える。 

 

 

【授業計画】 

第1～14回：教科書の以下の内容を学習する。 

1. INTRODUCTION 

2. BALANCE SHEET 

3. INCOME STATEMENT 

4. STATEMENT OF STOCKHOLDERS’ EQUITY 

5. STATEMENT OF CASH FLOWS 

6. SPECIFIC ACCOUNTS 

7. COMPREHENSIVE REVIEW 

第15回：まとめ 

 

 

【評価方法・評価基準】 

期末試験 (50%)、レポート (20%)、発表の内容 (20%)、出席 (10％)で評価する。 

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。 

 

 

【テキスト又は参考書】 

テキストは以下の書籍を使用する。毎回、講義で使用する箇所を配布する。 

Interpreting and Analyzing Financial Statements: A project‐Based Approach Sixth Edition / Karen P. 

choenebeck, Mark P. Holtzman, 2012. 

 

 

【受講生へのコメント】 

毎回予習をして講義に出席すること。辞書を必ず持参すること。 

ビジネスの世界で活躍するために、財務諸表から企業の状態を読み解く知識は必要不可欠である。そし

て、国際化が進む現代社会では、英文の財務諸表に関する知識も必要となる。本講義では、これらの基礎

的な知識を学習していく。 
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77 
外書講読（英語） 

Foreign Literature Reading (English) 
栗岡 住子 

講義・半期・2単位 対象年次：2年次以上 

 

【授業の目標及びテーマ】 

経済学者のアルフレッド・マーシャルは、貧民街を回りその窮地に心を痛めた。そして1885年にケンブリッ

ジ大学の就任演説の際に「社会的苦悩を克服するために、自らの最善の能力進んで捧げようとする、冷静

な頭脳と暖かい心情を持つ人々の数を増やすことが、私の念願である」と語りました。それから、約130年の

時間が流れ、豊かになった現代ですが、社会経済格差は形を変えて存在しています。社会経済格差の拡

大は、収入だけでなく、健康や雇用の問題、犯罪など、多くの新しい社会問題を生み出しています。この

事実やメカニズム、そして対策を知り、皆さんが社会にでた時に、仕事を通してよりよい社会をつくることに

貢献できる知識を身につけて下さい。 

 

【授業の概要】 

世界中の人々の生活環境や労働環境、生活習慣などに関わる社会的な決定要因について、様々なデ

ータを通して事実を学びます。社会経済格差によって生じる健康格差や貧困、社会的不利益等の影響を

受ける人々のニーズを探り、どのような政策が効果的かを学んでいきます。なお、講義内容は、学生の理

解の程度により、内容や順番を修正変更する場合があります。 

 

【授業計画】 

第 1回：オリエンテーション 

第 2回～第 5回：Social determinants of health, the solid facts 

第 6回～第 7回：Health and social cohesion: why care about income inequality 

第 9回～第14回：Social organization, stress and health 

第15回：まとめ 

 

【評価方法・評価基準】 

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。授業中の発言や担当部分の発

表内容を重視します。期末試験を行い、その点数を加えて総合評価を行います。 

 

【テキスト又は参考書】 

1) Richard G. Wilkinson, M. G. Marmot. Social Determinants of Health: The Solid Facts A EURO  

Publication. World Health Organization. Regional Office for Europe.2003 

2) I. Kawachi, B. P. Kennedy. Health and social cohesion: why care about income inequality?.BMJ;  

314(7086): 1037–1040.1997 

3) M. G. Marmot, Richard G. Wilkinson. Social determinants of health second edition. Oxford University 

 Press.2005 

4) Sally Macintyre. Evidence based policy making: Impact on health inequalities still needs to be assessed. 

BMJ; 326(7379): 5–6. 2003 

 

オリエンテーションの際に、テキストのプリントを配布し、担当部分と発表日を決めます。発表日には担当

部分の訳の説明と関連事項についての簡単なプレゼンテーションをしてもらい、教室全体でディスカッショ

ンを行います。発表5日前まで（厳守）に担当部分の訳とプレゼンテーションのスライドを担当教員まで送信

下さい。（sumiko-k@sd5.so-net.ne.jp） 

 

【受講生へのコメント】 

あなた自身が現在、または将来にわたり選ぶ行動パターンが、あなたの将来の健康や生活・労働環境を

左右します。あなた自身のより良い未来のためにも、よりよい行動パターンを選ぶことができるよう学んで欲

しいと思います。 
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78 
外書講読（英語） 

Foreign Literature Reading (English) 
北島 孝博 

講義・半期・2単位 対象年次：2年次以上 

 

【授業の目標及びテーマ】 

本講義の目的は、金融データ (株価・為替・商品等) から見た市場の動きを分析できるようになることである。

英語ニュース記事や海外企業Webサイトを通して、金融市場に関連する専門用語や株価・財務データの理解

を深めていく。 

 

 

【授業の概要】 

事前に指定したテキストを受講生の皆さんに訳して頂く。予習が必要である。 

 

 

【授業計画】 

第 1回：オリエンテーション 

第 2回：Introduction： Financial Market (1) 

第 3回：Introduction： Financial Market (2) 

第 4回：Stock Market (1) 

第 5回：Stock Market (2) 

第 6回：Stock Market (3) 

第 7回：Stock Market (4) 

第 8回：Stock Market (5) 

第 9回：Exchange Rate (1) 

第10回：Exchange Rate (2) 

第11回：Exchange Rate (3) 

第12回：Commodity (1) 

第13回：Commodity (2) 

第14回：Commodity (3) 

第15回：まとめ 

 

 

【評価方法・評価基準】 

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。 

期末試験をベースに評価する。評価には、出席点・授業への参加意欲・課題等を加点する。 

 

 

【テキスト又は参考書】 

事前に指定するWebサイトから英語記事等を印刷して持参して頂く。また、必要に応じてコピーを配布する。 
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79 
外書講読（英語） 

Foreign Literature Reading (English) 
西倉 高明 

講義・半期・2単位 対象年次：2年次以上 

 

【授業の目標及びテーマ】 

機関投資家は株式市場、債券市場（国債市場）、外国為替市場において重要な役割を演じ、その動向

は各市場に大きな影響を及ぼしています。目下注目を浴びているわが国のGPIFもその一つです。本講義

では英語文献を通して機関投資家を理解し、金融に関する基本的な単語や用語を身に付けることを目指

しています。 

 

 

【授業の概要】 

読む箇所を前もって各自に割り当てるのではなく、at randomに当てていきます。したがって、予習は必ず

しておくこと。 

 

 

【授業計画】 

第 1回：Summary Ratios and Institutional Investment 

第 2回：Estimates of the Size of Institutional Investors 

第 3回：General Features Common to All Institutional Investors 

第 4回：The Main Types of Institutional Investors 

第 5回：Risk Bearing and Regulation 

第 6回：Institutional Investors and the Functions of the Financial Sector 

第 7回：Development of Corporate Financing 

第 8回：Three Phases of Financial Development and the Role of Banks 

第 9回：Preconditions for Financial Development 

第10回：Household and Institutional Balance Sheet Composition 

第11回：Supply-Side Factors Favoring Growth of Institutional Investors 

第12回：Structural Aspects   

第13回：Recent Development 

第14回：Demand Factors 

第15回：Conclusions 

 

 

【評価方法・評価基準】 

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一つとします。 

 

 

【テキスト又は参考書】 

E.P.Davis and B.Steil(2001), Institutional Investors, The MIT Press, Chapter 1 

 

 

【受講生へのコメント】 

直訳ではなく、内容を理解して約すこと。 
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80 
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 

 

【授業の目標及びテーマ】 

 「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様々な問題点についての考

察をふかめることをめざします。 

また、今日、学校が抱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、産業経済の急速な変化などの点から、大きく変化している社会と学校と生徒に対

応したキャリア教育のあり方をとりあげます。 

 

 

【授業の概要】 

学校では、従来の進路指導から、あたらしくキャリア教育への考えかた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、生徒などの変化についての考察をふかめ、いろいろな事例研究をとおして問題点をさ

ぐり、これからのあり方をあきらかにしていきます。 

 

 

【授業計画】 

第1回：特別活動とキャリア教育  第 9回：労働市場と雇用 

第2回：総合的な学習とキャリア教育  第10回：若年労働者の働きかた 

第3回：課題研究とキャリア教育  第11回：雇用、労働をめぐる問題 

第4回：産業構造と就業構造の変化（1）  第12回：雇用と労働に関する法制 

第5回：産業構造と就業構造の変化（2）  第13回：キャリア教育とキャリア・デザイン 

第6回：高校新卒者の進路   第14回：これからのキャリア教育の課題 

第7回：勤労観、職業観の育成  第15回：レポート指導 

第8回：小、中、高校一貫したキャリア教育 

 

 

【評価方法・評価基準】 

授業への出席状況 ３０％  課題演習 １０％  指導案の作成 １０％   レポート ５０％ 

 

 

【テキスト又は参考書】 

「キャリア教育 ― 歴史と未来」  著者 Ｋ．Ｂ．ホイト 雇用問題研究会 

 

 

【受講生へのコメント】 

若者たちの働きかたについての考え方や働きかたが大きく変わってきています。 

自分自身のキャリア教育にも役立ててください。 
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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 

 

【授業の目標及びテーマ】 

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、直面する少子高齢化社会、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、人間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。 

 

 

【授業の概要】 

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４回） 

Ⅱ．市場拡大へのグローバル戦略（第５回から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１４回） 

 

 

【授業計画】 

 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 雅晴】 

 第 2回：「仲介者による企業間の共同開発の促進」【高橋 信弘】 

 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 千代子】 

 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 尚也】 

 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 洋太郎】 

 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 司】 

 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 修身】 

 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 浩】 

 第 9回：「金融の役割としての協同と連合化」【清田 匡】 

 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 哲夫】 

 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 志強】 

 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 敦夫】 

 第13回：「社会的企業と障害者雇用」【狩俣 正雄】 

 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 理史】 

 第15回：まとめ 

 

 

【評価方法・評価基準】 

試験を評価の中心とする予定であるが、講義中に行う演習の結果も勘案する。2015年度の評価方法につい

ては、講義開始時に説明する。 

 

 

【テキスト又は参考書】 

太田編著『経営のイノベーティブサステナビリティ』中央経済社 

 

 

【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。 
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82 
キャリアデザイン論5 

Carrier Design 5 
石川 靖之 

講義・半期・2単位 対象年次：1年次 

 

【授業の目標及びテーマ】 

自分マーケティング！～論理的思考とプレゼンテーション能力の養成～ 

 

【授業の概要】 

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、全員に自己プレゼンしてもらうことからスタート。 

将来なりたい自分になるために、自分自身を自己分析してもらいます。 

後半は、グループワーク。実際に企業で活躍されている方をゲストにお招きし、皆さんにミッションを提示 

します。ここではプレゼンテーション能力に加え、論理的思考の重要性やチーム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を使って、再度自己プレゼン。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＞ 

リクルート、ハウス食品、東急不動産SCマネジメント（あべのQ‘s MALL担当）、プロレスリング紫焔 

 

【授業計画】 

●第 1回：ガイダンス 

●自分プレゼンテーション！ 

第 2回：自分プレゼンテーション！（各自全員発表）      

●実践①「テーマに対する課題分析・企画①（グループワーク 大阪市大商学部を高校生にプレゼン！） 

第 3回：チーム分け＆ミッション提示 

第 4回：グループディスカション 

第 5回：中間発表 

第 6回：最終発表 

●実践②「テーマに対する課題分析・企画②」 

第 7回：前回審査結果発表＆ミッション提示＆グループディスカッション（テーマ未定） 

第 8回:中間発表 

第 9回：最終発表・審査・結果発表 

●実践③「テーマに対する課題分析・企画③」 

第10回：前回審査結果発表＆ミッション提示＆グループディスカッション（テーマ未定） 

第11回:中間発表 

第12回：最終発表 

●Re:自分プレゼンテーション！ 

第13回：Re:自分プレゼンテーション！（全員発表前半） 

第14回：Re:自分プレゼンテーション！（全員発表後半） 

第15回：まとめ 

 

【評価方法・評価基準】 

出席点、参加態度等総合的に評価します。（プレゼンテーション評価を重視） 

 

【テキスト又は参考書】 

特にありません。 

 

【受講生へのコメント】 

まずは自分をしっかり分析し、自分の良さをプレゼンテーションできる能力。これこそが今後の就職活動

や社会生活にも役立つ力にきっとなります。 プレゼンではパワーポイントを使います。 
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83 
キャリアデザイン論１ 

Carrier Design １ 
中瀬 哲史 

講義・半期・2単位 対象年次：1年次 

 

【授業の目標及びテーマ】 

キャリアデザインに不可欠な「思考リテラシー」の獲得 

 

【授業の概要】 

リーマンショック、東日本大震災ののち、アベノミクスの影響？もあって、少しずつ日本経済は明るさを取

り戻しつつあります。とはいえ、まだまだ景気は微妙な動き方をしています。そのため大学生の就職活動は

たやすくはありません。しかし、臆することはまったくありません。こうした時期だからこそ、自らキャリアデザ

インする能力を身につければいいと思います。本授業はそのキャリアデザインにかかわる能力を身につけ

てもらおうと開講するものです。 

本授業は、実はキャリアデザインに関する従来の試みとは異なっています。それは、第1に1セメスターと

いう期間での講義として実施すること、第2に実際の企業現場での課題を通じて検討を加えるという商学部

専門科目として提供すること、第3にキャリアデザインの「方法」ではなく、キャリアデザインするのに不可欠

な「思考リテラシー」という能力の獲得を目指すことです。なお、「思考リテラシー」とは、課題を発見し、分析

し、解決する能力と定義しています。 

これまでに本授業を受講した商学部生は、「思考リテラシー」を身につけ、「成長」しています（毎年8月に

実施される本学オープンキャンパスの商学部の催しは本授業履修生が「主役」として携わっています）。 

是非、本講義の受講を通じて「思考リテラシー」を獲得し、自らのキャリアデザインに役立てていただけた

ら、と思います。 

 

【授業計画】 

第1回：ガイダンス 

 

第2回：各講師の職場で実際にみられた経営課題と解決までの道筋の説明、各講師からのミッション提示 

ミッションについての「徹底分析」作業 

第3回：企画書作り（問題点・影響と要望・狙いという2つの視点からの解決） 

第4回：プレゼンテーションシートの作成と隣のグループとの間でのプレゼン合戦によるチェック 

第5回：プレゼンテーション審査会 

以下、上記のサイクルと3回繰り返します。なお、講師については追って掲示します。 

 

第14回：まとめ 

第15回：レポート指導 

 

【評価方法・評価基準】 

出席点、レポート点等総合的に評価します。 

 

【テキスト又は参考書】 

特にありません。 

 

【受講生へのコメント】 

 ゼミと同様に、授業開始前に履修者を募集しようと考えています。 

講師については、実際に企業の現場など実社会に携わっていらっしゃる方をお迎えするのですが、募集

する際にどのような講師の方に来ていただくのかをお知らせします。（これまでに、551蓬莱、東北楽天ゴー

ルデンイーグルス、NPO法人、ソニーの方などに来ていただきました。実績については、

http://www.bus.osaka-cu.ac.jp/gp2007/で確認いただけます。） 

また、何度か、講師の方の職場などに見学に行くこともありますので、その旨ご了解ください。 
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84 
テーマ・ゼミナール 

Theme Seminar 
澤田 鉄平 

ゼミ・半期・2単位 対象年次：主に2年次 

 

【ゼミのテーマ】 

藤本隆宏（2013） 『現場主義の競争戦略: 次代への日本産業論』新潮新書 を基本テキストとして使用し、

日本製造業の技術競争力に関する議論を行う。 

 

 

【ゼミの概要】 

ゼミはグループワークを基本とする。グループごとにテキストの要約をレジュメ形式で発表してもらい、議論を

行う。各グループはグループ長を選び、グループ長を中心にレジュメの作成を行うこと。 

基本テキストの要約に際して、理解できないことは他の文献を用いるなど、あらかじめ予習すること。 

 

 

【選考方法】 

応募者多数の場合は第1回ゼミ以前に志望理由に関する文書を提出してもらい、選定を行う。 

 

 

【使用テキスト】 

藤本隆宏（2013） 『現場主義の競争戦略:次代への日本産業論』新潮新書。 

 

 

【履修者に対する希望】 

最低限、他のグループ員に迷惑をかけない程度の社会性を持ってゼミに参加すること。 
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85 
テーマ・ゼミナール 

Theme Seminar 
安田 圭奈江 

ゼミ・半期・2単位 対象年次：主に2年次 

 

【ゼミのテーマ】 

 「環境経営」 

環境問題に対する社会の関心は年々高まっており、企業は環境に配慮した経営行動がもとめられるようにな

っています。このゼミでは、環境経営の背景と歴史的経緯、フレームワーク、企業の取り組み事例を議論するこ

とから、環境経営の重要性について理解を深めることを目的とします。  

  

 

【ゼミの概要】 

個人またはグループでテキストの要約と企業の取り組み事例について取りまとめてもらい、その内容について

発表・議論を行います。 

 

 

【選考方法】 

履修希望者が多い場合は、志望理由書による選考を行う。 

 

 

【使用テキスト】 

野村佐智代・佐久間信夫・鶴田佳史編著（2014）『よくわかる環境経営』（やわらかアカデミズム・〈わかる〉シリ

ーズ）、ミネルヴァ書房。（第１回の授業時に報告担当箇所を決めるので、テキストを必ず持参すること。） 

 

 

【履修者に対する希望】 

「環境経営」に限らず、広く環境問題に関心のある学生の履修を希望します。 
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86 
テーマ・ゼミナール 

Theme Seminar 
高柳 直弥 

ゼミ・半期・2単位 対象年次：主に2年次 

 

【ゼミのテーマ】 

本ゼミは、企業の博物館（企業博物館：Corporate Museum）の見学やその報告、関連文献の輪読を通じて、

参加者に、こうした施設の企業経営における役割や発展可能性について考えてもらうことを目的としています。 

日本だけでも200件以上の大小様々な規模の企業博物館があると言われています。世界的に有名な企業か

ら特定の地域内で活躍している企業など、様々な種類の企業が企業博物館を保有しています。また、各企業

の中でも、広報部門や総務部門など、企業博物館を管轄している部署は異なります。こうした事実をふまえれ

ば、企業経営における企業博物館の役割にも様々な種類が存在すると考えられます。 

実際に企業博物館を見学したり、スタッフの方々の話を聞いたりすることで、こうした施設の企業経営におけ

る役割を知ると同時に、どのような業務がそれらを想定して実施されているのか、あるいは実施可能なのかを考

えていきたいと思っています。 

 

【ゼミの概要】 

序盤の授業では、関連文献を輪読して、企業博物館に関する基本情報を理解していきます。また、企業博物

館の館長やスタッフ等、運営に携わってきた方々による講義等も予定しています。その後は、グループごとに

興味がある企業博物館を決めてもらい、見学等を通じて内容を整理してもらった後に、発表をしてもらいます。 

 

 

【選考方法】 

希望者が多い場合は選考します。 

初回のゼミまでに、（1）企業博物館を見学したことがあるか、（２）見学したことがある企業博物館の名称【ない

場合は見学してみたい企業博物館の名称】、（3）見学してみた感想【ない場合は見学したい理由】、（4）企業が

博物館をつくることに対して、あなた自身はどのような印象をもっているか、をA4用紙1枚（800～1000字）にまと

めて提出してください。レポートをもとに簡単な面接を行い、選考します。 

 

 

 

【使用テキスト】 

テキストは適宜指示します。 

 

 

 

【履修者に対する希望】 

本ゼミは、企業博物館に対して、企業の歴史や製品に関する知識等を学ぶという姿勢とは少し異なるアプロ

ーチを試みますが、現代の企業が取り組んでいる様々な活動の意味を考える訓練として履修してください。 
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87 
テーマ・ゼミナール 

Theme Seminar 
奥原 貴士 

ゼミ・半期・2単位 対象年次：主に2年次 

 

【ゼミのテーマ】 

企業の決算書は、企業の業績の優劣や潜在能力を知るための情報の宝庫である。本ゼミは、企業が公表し

ている財務諸表を分析して、企業の収益性・安全性・成長性などの特性に関して評価を行う知識を身につける

ことを目的とする。このような会計情報を利用する知識は、会計の専門家のみならず、ビジネスの世界で活躍

するためには必要不可欠であるといえる。よって、本ゼミは会計を専門とする学生以外も対象とする。 

 

 

【ゼミの概要】 

最初に、財務諸表分析に関するテキストの輪読を行い、分析を行うための基礎知識を習得する。次に、各自

がテーマを決定して分析を行い、分析内容を発表する。そして、分析内容について全員で議論することで財務

諸表分析に関する理解を深めていく。またこれらに加えて、プレゼンテーションの方法やレポート・論文の書き

方についても適宜助言を行う。 

 

 

【選考方法】 

希望者が多い場合は簡単な面接を行う。どのような企業・業種を対象として、どういった分析を行いたいかを

話してもらい、それに基づいて選考を行う。  

 

 

【使用テキスト】 

財務諸表分析の基本的な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。 

 

 

【履修者に対する希望】 

自分の発表をしっかり行うのはもちろんのこと、他の学生の発表に対して発言することにも意識をもってほしい。

すなわち受講生には、習得した知識に基づいて論理的な議論ができるようになる、積極的に発言ができるよう

になるといった能力の向上にも意識をもつことを希望する。 
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88 
テーマ・ゼミナール 

Theme Seminar 
北島 孝博 

ゼミ・半期・2単位 対象年次：主に2年次 

 

【ゼミのテーマ】 

「金融市場データ解析」 

 

 

【ゼミの概要】 

本ゼミでは、パソコンを用いることで、実際にデータに触ってもらい、基本的なデータ分析を学ぶ。対象デー

タは、主に金融市場データだが、受講生の興味に応じてWebデータやその他も考慮する。前半では、基本的

なデータの扱い方や分析方法について学んでいく。分析ツールには、フリー統計解析ソフトウェア「Ｒ」を活用

していく予定である。後半では、受講生が興味を持っているテーマごとにグループを設定する。グループごとに

データ解析に基づくレポートを作成して頂く。最後には、パワーポイントによるプレゼンテーションを行う。なお、

データの取得方法やプレゼンテーションの方法等も合わせてレクチャーする。 

 

 

【選考方法】 

希望者多数の場合、志望理由書による選考を行う予定である。 

 

 

【使用テキスト】 

レジュメを配布する。必要に応じて、テキストを指示する。 

 

 

【履修者に対する希望】 

データ・マイニングに興味を持っている学生を希望する。プログラミングや統計等に関する知識は問わないが、

ゼミを通して積極的に学ぶことを期待する。 
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89 
テーマ・ゼミナール 

Theme Seminar 
佐藤 雄一 

ゼミ・半期・2単位 対象年次：主に2年次 

 

【ゼミのテーマ】 

我が国におけるコーポレート・ガバナンス（企業統治）の現状とあり方、またコンプライアンス（法令遵守）が厳

しく問われる中で、日本企業におけるコンプライアンス意識の現状とあるべき方向性について、一緒に考えて

みたい。 

 

 

【ゼミの概要】 

最初の5回程度は、資料を配布してコーポレート・ガバナンスに関するいくつかの論点について全員でディス

カッションする場を設ける。その後グループに分けて、日本企業の過去における不祥事（粉飾決算事例等）を

割り当てて、それぞれの事例について、不祥事の概要、不祥事が防げなかった理由、コーポレート・ガバナン

スは正常に機能していたのかといった問題点についてパワーポイントを使って発表してもらい、コーポレート・ 

ガバナンスのあり方やコンプライアンスのあるべき方向性について意見をまとめてもらいたい。 

 

 

【選考方法】 

希望者が多い場合は志望理由書による選考を行いたい。 

 

 

【使用テキスト】 

テキストは使用せず、研究する事例に応じて個別に文献等を指示する。 

 

 

【受講生へのコメント】 

このゼミを選択した学生は、自ら進んで書籍に当たり、考え、積極的に発表してくれることを望みます。常日頃

から企業不祥事がなぜ起こるのか、どうして防ぐことが出来ないのかといったことに強い関心を持っている学生

の参加を希望します。 
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90 
プロジェクト・ゼミナール 

Project Seminar 

本多 哲夫 

立見 淳哉 

ゼミ・集中・2単位 対象年次：全年次 

 

【ゼミのテーマ】 

欧米企業のケースをもとに、以下のテーマについて考え、楽しく議論します。 

・グローバリゼーション下の企業―新しい戦略的、人的、社会的争点 

・企業の社会的責任（CSR）と、企業の新しい「ソフトウェア」としての広義のガヴァナンスのあり方 

・マネジメントとは 

・人的資源管理、キャリア開発、コミュニケーションの現在 

 

 

【ゼミの概要】 

ジャンマルク・ルギャール（Jean-Marc Le Gall）先生の英語によるワークショップ型の授業です。 

ルギャール先生は、ソルボンヌ大学（パリ第4大学）の教員を務められる一方、社会戦略コンサルタントとし

て第一線でご活躍されています。フランスを代表する新聞『ル・モンド』誌の経営学のコラムニストも長く務

められてきました。社会戦略コンサルタントとは日本にはない聞きなれない職種ですが、労使関係をはじめ

企業の社会的な側面にかかわるフランスでは重要な専門職です。 

人的資源管理論の分野ではフランスの代表的な論者のお一人でもあり、クセジュ文庫（岩波新書のような

ものです）に書かれた著作は20年以上、版を重ねています。 

多くの企業でアドバイスを重ねられてきた実務家としての豊富なご経験をもとに、フランスを中心とした欧

州の企業の実態・課題・考え方などをわかりやすい言葉で、楽しくご紹介いただきます。日本にいるとアメリ

カ発の情報に触れる機会は多くありますが、欧州の企業を取り巻く情勢や重視される原則などを知る機会

はなかなかありません。日本でも企業の社会的側面は今後ますます重要になっていくことが考えられます。

４日間、英語での授業になりますが、この機会に大阪にいながら留学した気分と効果を味わってみてはどう

でしょうか。 

 

 

【選考方法】 

このプロジェクト・ゼミナールはとくに履修人数を限定しておらず、大人数になっても大丈夫ですので、 

希望者は前期のＷｅｂ履修登録時にご登録ください。多くの方のご参加をお待ちしております。 

8月17日（月）～8月20日（木）の4日間の集中講義で実施する予定です。日程について変更がある場合

はポータルサイトですぐにお知らせします。 
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