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平成２８年度学年暦 
学 年 開 始  ４月 １日（金） 
新入生ガイダンス  ４月 １日（金） 
入 学 式  ４月 ４日（月） 
前 期 授 業 開 始  ４月 ８日（金） 
創 立 記 念 日  ６月 １日（水）（通常通り授業実施） 
授業・試験期間  ７月２５日（月）～ ８月 ５日（金） 
夏 季 休 業  ８月 ５日（金）～ ９月１５日（木） 
研 修 期 間  ９月１６日（金）～ ９月３０日（金） 
後 期 授 業 開 始 １０月 ３日（月） 
振 替 授 業 日 １１月 ８日（火）金曜日の授業実施   
振 替 授 業 日  １月１７日（火）金曜日の授業実施   
冬 季 休 業 １２月２３日（金）～ １月 ７日（土） 
授業・試験期間  ２月 １日（水）～ ２月１４日（火） 
研 修 期 間  ２月１５日（水）～ ３月１９日（日） 
春 季 休 業  ３月２０日（月）～ 

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

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

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

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

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

施する場合があります。（平成２８年度においては、８月５日が夏季休業期間ですが、授業・

試験を実施） 
 
☆ 参 考 
 ・新入生歓迎祭開催に伴う休講 
    ４月２１日（木）５時限、２２日（金）３～５時限 
    ［歓迎祭開催日程：４月２１日（木）５時限、２２日（金）午後～２３日（土）］ 
 ・大学祭開催に伴う休講 
   １１月 ２日（水）５時限、 ４日（金）全時限 
    ［大学祭開催日程：１１月３日（木）～１１月６日（日）］ 
 ・センター試験準備に伴う休講 
   平成２９年１月１３日（金） 全時限（予定） 
    ［センター試験：１月１４日（土）・１５日（日）］ 

振替試験日及び試験期間について
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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 CABAS1101 会計基礎論（再履修） 向山 月/3

2 CABAS1101 会計基礎論 浅野 金/1

3 CABAS1102 経営学 中瀬 金/3

4 CAACC3303 会計学概論 石川・中西 月/1 ◎ ◎

5 CAFAD3312 商業概論 田村 火/2 ◎ ◎

6 CAIAU3307 産業概論 オムニバス 木/2 ◎ ◎

7 CAIAU3301 アメリカ産業論 富澤 月/1 ○ ○

8 CAMAG3344 マーケティング管理論 小林 月/2 ○ ○ ○ ○ ○ ○

9 CAINF3302 情報経済論 翟 月/2 ○ ○

10 CAFAD3341 経営ロジスティクス論 （浜崎） 月/2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

11 CAMAG3328 企業形態論 （狩俣） 月/4 ○ ○ ○ ○

12 CAMAG3322 マネジメント特講３ 松村 月/4 ○ ○

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

14 CAMAG3331 人的資源管理論 下崎 火/1 ○ ○ ○

15 CAIAU3328 日本産業論 澤田 火/1 ○ ○ ○ ○

16 CAACC3339 会計情報システム論 中西 火/1 ○ ○ ○ ○

17 CAMAG3337 オペレーションズ・マネジメント 太田 火/2 ○ ○ ○ ○

18 CAINT3319 国際金融論 （西倉） 火/3 ○ ○ ○ ○

19 CAIAU3311 産業論特講３ 安田 水/2 ○ ○

20 CAACC3337 経営分析論 向山 水/2 ○ ○ ○ ○

21 CAINF3315 情報戦略論 （奥田） 木/1 ○ ○ ○ ○

22 CAINT3315 国際立地論 鈴木 木/1 ○ ○ ○ ○

23 CAMAG3303 企業システム特講１ 新藤 木/2 ○ ○

24 CAINF3318 経営統計論 高田 木/3 ○ ○ ○ ○ ○ ○

25 CAFAD3302 金融機関論 青山 木/3 ○ ○

26 CAINT3312 国際戦略提携論 石井 木/4 ○ ○ ○ ○

27 CAIAU3303 環境論 除本 木/4 ○ ○

28 CAACC3306 会計基礎論演習 佐藤 金/2 ○ ○ 不可

29 CAFAD3336 地域金融論 （森中） 金/3 ○ ○ ○ ○

30 CAIAU3327 中小企業論 本多 金/4 ○ ○ ○ ○

31 CAINF3316 統計方法論 藤井 金/4 ○ ○ ○ ○

32 CAIAU3317 地域産業論 本多他 集中 ○ ○

33 CAACC3311 管理会計論特講２ （松本） 集中 ○ ○

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

可

可

※　担当者の(　 )は非常勤講師です

不可

平成２８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・情科目No. 国際 産・都 金・流＊ 会計
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2011年
度以前
入学

2012年
度以降
入学

2011年
度以前
入学

2012年
度以降
入学

2011年
度以前
入学

2012年
度以降
入学

2011年
度以前
入学

2012年
度以降
入学

2011年
度以前
入学

2012年
度以降
入学

2011年
度以前
入学

2012年
度以降
入学

34 外書講読（英語） 湯川 火/2

35 外書講読（英語） 竹岡 火/3

36 外書講読（英語） 北島 火/4

37 外書講読（英語） 安田 水/1

38 外書講読（英語） 横井 木/4

火/3

火/4

火/4

金/2

41 CAENG3306 ビジネス・トピックス （中矢） 金/3

※1 CASEM2202 プロジェクト・ゼミナール 鈴木 金/2 不可

42 KCBUE4402 商業科教育法Ⅱ （木口） 水/3

43 KCOCU4401 職業指導１ （船越） 木/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。

CAENG3301

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）

CAENG3302

CAENG3304

平成２８年度開講科目表

    [前期]　　No.2

概要
番号

開講科目 担当者

商学部    コース別科目

開講
時限

経営 経・情 国際 産・都 金・流 会計科目No.

※　担当者の(　 )は非常勤講師です

他学部
履修

可

不可専門外国語科目

コース外の専門科目

教　職　科　目
※卒業単位に算入されません
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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 CABAS1103 経済学 高橋 木/2 不可

45 CAINF3301 経営情報概論 オムニバス 水/1 ◎ ◎

46 CAMAG3302 企業経営概論 オムニバス 木/1 ◎ ◎

47 CAINT3301 国際ビジネス概論 オムニバス 金/2 ◎ ◎

48 CAFAD3301 金融概論 北島 金/2 ◎ ◎

49 CAACC3331 実証会計論 石川 月/1 ○ ○ ○

50 CAMAG3323 マネジメント特講４ 竹岡 月/2 ○ ○

51 CAINF3304 情報社会論 川村 月/3 ○ ○

52 CAFAD3339 証券市場論 宮川 月/4 ○ ○ ○ ○

53 CAFAD3334 交通論 湯川 火/1 ○ ○ ○ ○

54 CAFAD3338 流通政策論 （加藤） 火/2 ○ ○ ○ ○

55 CAACC3334 中級簿記 （小田） 火/2 ○ ○ 不可

56 CAFAD3327 流通論特講６ （オムニバス） 火/3 ○ ○ 可

57 CAINF3305 情報処理演習 （西岡） 水/2 ○ ○ 不可

58 CAFAD3320 証券市場論特講６ （中島） 水/3 ○ ○

59 CAIAU3326 産業立地論 鈴木 木/1 ○ ○ ○ ○

60 CAFAD3316 証券市場論特講２ （松尾） 木/1 ○ ○

61 CAMAG3301 アントレプレナーシップ論 山田 木/2 ○ ○

62 CAIAU3304 技術史 田口 木/2 ○ ○

63 CAINF3313 データ分析論 高田 木/3 ○ ○ 不可

64 CAFAD3305 金融論 清田 木/3 ○ ○

65 CAMAG3324 マネジメント特講５ 横井 木/4 ○ ○

66 CAINT3309 通商政策論 高橋 木/4 ○ ○

67 CAFAD3335 小売商業論 田村 木/4 ○ ○ ○ ○

68 CAACC3326 財務会計論特講３ 浅野 金/1 ○ ○

69 CAIAU3318 都市経営論特講１ （上田） 金/2 ○ ○

70 CAIAU3330 産業統計論 藤井 金/3 ○ ○ ○ ○

71 CAINT3323 国際会計論 佐藤 金/3 ○ ○ ○ ○

72 CAMAG3313 経営史 中瀬 金/4 ○ ○

73 CAINT3324 国際管理会計論 岡野 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。

科目No.

可

可

可

平成２８年度開講科目表

    [後期]　　No.1

概要
番号

開講科目 担当者

商学部    コース別科目

開講
時限

他学部
履修

経営 経・情 国際 産・都

※　担当者の(　 )は非常勤講師です

金・流＊ 会計

学部共通必修科目

不可



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

74 外書講読（英語） 松村 月/4

75 外書講読（英語） 中西 水/2

76 外書講読（英語） 澤田 木/3

77 外書講読（英語） 佐藤 金/4

火/3

火/4

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

41 CAENG3306 ビジネス・トピックス （中矢） 金/3

78 CABUS3308
経営の
イノベーティブサステナビリティ

オムニバス 火/1 可

79 CABUS3306 キャリアデザイン論１ 小林 月/4

80 CABUS3302 キャリアデザイン論５ （石川） 火/2

81 CASEM2201 テーマ・ゼミナール 湯川 月/3

82 CASEM2201 テーマ・ゼミナール 竹岡 月/3

83 CASEM2201 テーマ・ゼミナール 澤田 火/1

84 CASEM2201 テーマ・ゼミナール 中西 火/2

85 CASEM2201 テーマ・ゼミナール 安田 火/4

86 CASEM2201 テーマ・ゼミナール 北島 金/3

※２ CASEM2202 プロジェクト・ゼミナール 太田 木/5

※３ CASEM2202 プロジェクト・ゼミナール 山田 金/4

87 KCOCU4402 職業指導２ （船越） 木/4 可

　　　　　※１～３の科目は、ポータルサイト等で講義内容を掲載します。

※　担当者の(　 )は非常勤講師です

39

コース外の専門科目
不可

平成２８年度開講科目表

    [後期]　　No.2

概要
番号

開講科目 担当者

商学部    コース別科目

開講
時限

経営 経・情 国際 産・都 金・流

教　職　科　目
※卒業単位に算入されません

専門外国語科目 不可

科目No.

CAENG3302

CAENG3301

ビジネス英語Ⅰ （弓場）

会計 他学部
履修
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商学部専門科目 科目ナンバリングについて 
 

1-2 桁 
学部 

（商学部の学籍番号に対応） 
CA 

3-5 桁 科目の分野 

科目を基本的にコース指定に沿って 6 つの分野に分

ける。複数コースに指定されている科目については、最

も近いコースの分野に入れる（例えば、会計コースと経

営コースの両方に指定されている管理会計論は、会計分

野に入れる）。したがって、科目の指定コースと科目分

野は完全には一致しない。 

学部共通必修科目：BAS 

経営コース：MAG 

経営情報コース：INF 

国際ビジネスコース：INT 

産業・都市経営コース：IAU 

金融・流通コース：FAD 

会計コース：ACC 

演習科目（ゼミナール）：SEM 

専門外国語：ENG 

その他：BUS 

6 桁 学習段階 

プロゼミナール、学部共通必修科目：1 

テーマ・ゼミナール、プロジェクト・ゼミナール：2 

専門ゼミナール４、卒業論文、教職科目：4 

上記以外：3 

7 桁 対象学年または難易度 

プロゼミナール、学部共通必修科目：1 

テーマ・ゼミナール、プロジェクト・ゼミナール：2 

専門ゼミナール４、卒業論文、教職科目：4 

上記以外：3 

8-9 桁 一意性を保つための連番  

 

－ 6 －



 
 
 
 
 
 
 
 
 

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2 回：取引・仕訳・勘定記入(複式簿記の基礎構造) 

第3 回：試算表と精算表① 

第4 回：現金預金 

第5 回：商品売買 

第6 回：手形・有価証券 

第7 回：有形固定資産 

第8 回：その他の債権・債務 

第 9 回：試算表と精算表② 

第10 回：決算整理① 

第11 回：決算整理② 

第12 回：決算整理③ 

第13 回：練習問題による実践練習① 

第14 回：練習問題による実践練習② 

第15 回：全体の総括 

 

 

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

す）、希望者は合格を目指してください。 

 現段階での理解度は受講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、ミニテストの提出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2 回：仕訳 

第3 回：勘定記入 

第4 回：試算表・精算表 

第5 回：当座預金・商品売買 

第6 回：有価証券・手形の処理 

第7 回：減価償却・貸倒引当金 

第8 回：収益の見越・繰延 

第 9 回：社会の中の会計 

第10 回：会計公準と会計基準 

第11 回：財務会計の利害調整機能 

第12 回：財務会計の情報提供機能 

第13 回：効率的市場と会計アノマリー 

第14 回：財務情報と非財務情報 

第15 回：利益マネジメントと会計発生高 

 

 

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

詳細は講義期間中に説明します。 

 

 

【評価方法・評価基準】 

 出席状況、小テストの成績およ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」に例えられるように、簿記・会計の知識は必要不可欠

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

部で物理学を勉強しない学生はいない）。経営系や経済系における他の学問を学ぶ際にも簿記・会計の知識は

必須となる。簿記・会計がまったくできない文系学生は、企業に入社できたとしても、自分のやりたい仕事もできな

いし昇進もおぼつかない（語学や法律など、一部の特殊能力に秀でた学生は除く）。ましてや好条件での転職な

どありえない。プロは会計数値を理解し、分析し、意思決定に利用する。ただひたすら騙されたと思って勉強すべ

し。きっと簿記・会計が好きになる。 
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3 
経営学 

Management Theory 
中瀬 哲史 

講義・半期・2単位 対象年次：全年次 

 
【授業の目標及びテーマ】 

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

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

のような学問であるのかは、皆さんが皆さんなりに考えるべきものだろうと思います。というのは、この商学部で学

ばれていくのに必要ですし、卒業後にもその企業とは長い関係を有するだろうと考えるからです。経営学とは何

か、は十人いれば十人の考えが出てくるかもしれません。ただし、本授業の対象が企業または企業経営であるこ

とだけは変わりません。皆さんが本授業を通じて、おぼろげながらも企業とはこういうもの、経営学とはこういうもの

との観点をもっていただけることを目指したいと思います。 

 

【授業の概要】 

 下記に記した本を中心にしつつも、複数の本の情報を使って授業を構成します。第 1 に、株式会社とはどのよう

な仕組みで動いているのか、第2に、その株式会社はどのような戦略を立てて事業運営をしているのか、第3に、

そうした戦略を立てるに際して、企業内部ではどのように人材（人財）を動かし、運営しているのか、第 4 に、企業

を動かすために先立つものである「お金」をどのように動かしているのか、第 5 に、どのように技術を開発し、また

は他社から調達して、事業を支えているのか、第6 に、企業の組織内部はどのような文脈で事業されているのか、

どのような文化を有しているのか、第7に、新たな企業、とくにベンチャー企業を生み出すためにどのように取り組

まれているのか、について授業します。なお、可能であれば、実際に事業をされている方をゲストスピーカーとし

てお招きしたいと思います。 

 

【授業計画】 

第1 回：ガイダンス 

第2 回：株式会社とコーポレートガバナンス① 

第3 回：株式会社とコーポレートガバナンス② 

第4 回：企業戦略について① 

第5 回：企業戦略について② 

第6 回：人的資源管理について① 

第7 回：人的資源管理について② 

第8 回：経営財務と株主価値創造 

第 9 回：MOT 経営について① 

第10 回：MOT 経営について② 

第11 回：企業文化論について 

第12 回：ベンチャービジネスについて① 

第13 回：ベンチャービジネスについて② 

第14 回：社会的企業論について 

第15 回：まとめ 

 

 

 

【評価方法・評価基準】 

 出席点、レポート点、定期試験等で総合的に評価します。 

 

【テキスト又は参考書】 

 石嶋芳臣・岡田行正（2011）『経営学の定点』同文館出版 

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

上林憲雄・奥林康司他（2007）『経験から学ぶ経営学入門』有斐閣ブックス 

東北大学経営学グループ（2008）『ケースに学ぶ経営学 新版』有斐閣ブックス 

加護野忠男・吉村典久（2012）『1 からの経営学』碩学舎 

 

【受講生へのコメント】 

 大体、1 章を 2 回くらいで読み進めていきます。そこで、当該箇所を事前に読んで置いてください。 
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4 
会計学概論 

Introduction to Accounting 

石川 博行 
中西 倭夫 

講義・半期・2単位 対象年次：全年次 

 
【授業の目標及びテーマ】 

 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2 回：会計情報の役割 (第1 章) 

第3 回：会計制度と社会 (第2 章) 

第4 回：会計の仕組み (第3 章) 

第5 回：貸借対照表 (第4 章) 

第6 回：損益計算書 (第9 章) 

第7 回：儲かる仕組みの分析 (第11 章) 

第8 回：中間テスト (財務会計) 

第 9、10、11 回：管理会計の基礎 

 ①管理会計のフレームワーク 

 ②原価計算とコスト情報 

 ③利益分析のための損益分岐点分析 

第12、13 回：計画のための管理会計 

 ①全社戦略のための管理会計 

 ②事業戦略のための管理会計 

 ③投資意思決定とキャッシュ・フロー管理会計 

第14、15 回：業績評価のための会計 

 ①予算管理 

 ②事業部制と管理会計

 

 

【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） 

 ・浅田孝幸・頼誠・鈴木研一・中川優・佐々木郁子著『管理会計・入門（第３版）』有斐閣アルマ、2011 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2 回：経済における流通と商業の役割 

第3 回：商業における多段階市場形成機能 

第4 回：取引の計画性と商業組織編成 

第5 回：商業における品揃え形成過程 

第6 回：個別品揃え物と集積品揃え物 

第7 回：商業の社会性と売買の集中 

第8 回：小売業種分類と小売業態発展 

第 9 回：マーケティングと商業の対立 

第10 回：メーカーの流通チャネル介入 

第11 回：流通系列化によるチャネル統制 

第12 回：閉鎖的体系の限界 

第13 回：流通組織の新展開 

第14 回：投機型流通から延期型流通への転換 

第15 回：まとめと復習（学期末試験について） 

 

 

 

【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

れもやめてください。 
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6 
産業概論 

Introduction to Industrial Problems 
オムニバス 

講義・半期・2単位 対象年次：全年次 

 
【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2 回：産業の歴史と基礎理論 

第3 回：産業構造の基礎理論１ 

第4 回：産業構造の基礎理論２ 

第5 回：グローバル化と日本産業１ 

第6 回：グローバル化と日本産業２ 

第7 回：交通現象と交通政策 

第8 回：リスクと保険 

第 9 回：産業・技術と環境政策１ 

第10 回：産業・技術と環境政策２ 

第11 回：環境及び環境政策１ 

第12 回：環境及び環境政策２ 

第13 回：産業の空間展開と地域政策１ 

第14 回：産業の空間展開と地域政策２ 

第15 回：まとめ 

 

 

 

【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。 

－ 14 －



7 
アメリカ産業論 

U.S. Industry 
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】 

 アメリカ自動車産業を題材にして、アメリカ産業の歴史と今を学ぶ。アメリカ発の 2008 年金融危機の影響で厳し

い不況を経験した現代にあって、企業・産業・経済の将来を構想するためには、歴史から学ぶことが重要である。

自動車産業はアメリカを代表する産業であり、金融危機・経済危機の影響を最も受けた産業である。アメリカ自動

車産業の歴史（誕生、成長、成熟、衰退、再生）から学ぶことは多い。 

 国際競争に直面する日本のさまざまな産業のあり方を考えるために、アメリカ自動車産業の歴史から教訓を学

ぶことが、授業の目標である。 

 

 

【授業の概要】 

 授業は、以下のサブテーマに従って行われる。互換性部品生産、低廉車コンセプト、職長帝国とその崩壊、フォ

ード・システム、事業部制組織、フルライン製品戦略、寡占的大企業の行動と大労働組合のパワー、消費者嗜好

の変化とオイルショックの影響、輸入車・外資系メーカーの対米進出による競争激化、リストラ・中産階級の没落・

保護主義・戦略の失敗・倒産、再生である。 

 

 

【授業計画】 

第1 回：互換性部品生産 

第2 回：初期の自動車生産 

第3 回：戦前のフォード社と GM 社 (1) 

第4 回：戦前のフォード社と GM 社 (2) 

第5 回：生産管理と労使関係 (1) 

第6 回：生産管理と労使関係 (2) 

第7 回：自動車の社会的影響 

第8 回：戦後の寡占的自動車産業 (1) 

第 9 回：戦後の寡占的自動車産業 (2) 

第10 回：1970 年代の市場構造変化と競争激化 (1) 

第11 回：1970 年代の市場構造変化と競争激化 (2) 

第12 回：1980 年代ビッグ 3 の苦難と回復過程 (1) 

第13 回：1980 年代ビッグ 3 の苦難と回復過程 (2) 

第14 回：1990 年代初頭～現代 

第15 回：まとめ 

 

 

 

【評価方法・評価基準】 

 学期末試験等によって行う。 

 

 

【テキスト又は参考書】 

 講義レジメを配布する。テキストは使用しない。参考文献は適宜紹介する。 

 

 

【受講生へのコメント】 

 アメリカの経済や産業に関心のある学生や自動車と自動車産業、今後の日本産業のあり方について関心のある

学生に受講して欲しい。 

－ 15 －



8 
マーケティング管理論 

Marketing Management 
小林 哲 

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、顧客に対して財やサービスを提供しその対価を獲得することで、存続し成長することを目的とする組織

体である。したがって、いかに財・サービスの提供およびその対価の獲得すなわち売買活動を円滑かつ効果的

に行うかが、企業活動の成否を決する鍵となる。マーケティング管理論は、この企業の売買活動に焦点をあて、こ

れを効果的に行うのに必要な企業行動のあり方を考える学問である。 

 この主題を明らかにするために、講義は、そもそも企業が提供している財やサービスとは何なのか、という根本

的問題からスタートし、製品政策、価格の決定方法、製品の流通、顧客とのコミュニケーションの方法など、売買活

動を円滑に行うために考慮すべき諸活動の体系的把握およびその基礎となる理論を理解することを目的とする。 

 

 

【授業の概要】 

 授業は、大きく３つの内容によって構成されている。第１部は、マーケティング・マネジメントの基本枠組みに関

するものであり、1960年代に確立されたマーケティングの中核をなす理論枠組みを理解することを目的としている。

第２部は、マーケティングの成立にかかわる歴史的考察であり、成立の背景やその内容を議論することで、マー

ケティングの根底に流れる考え方に対する理解を深めることを目的としている。そして、第３部は、1970 年代以降

のマーケティング研究の展開に関するものであり、立ち起こる企業課題に対し、マーケティングがその課題をどの

ように捉え、理論的にどのようなアプローチをとっているか考察する。 

 なお、授業は、マーケティングの基礎論の修得に重点を置いており、初めてマーケティングを学ぶ人でもその

内容を理解できると思われる。 

 

 

【授業計画】 

第1 回：企業活動での位置づけ 

第2 回：マーケティング・マネジメントの枠組み 

第3 回：事例紹介 

第4 回：標的市場の設定 

第5 回：製品政策①－ＰＬＣ－ 

第6 回：製品政策②－ＰＰＭ－ 

第7 回：価格政策 

第8 回：コミュニケーション政策 

第 9 回：チャネル政策 

第10 回：マーケティング研究の歴史① 

第11 回：マーケティング研究の歴史② 

第12 回：社会志向のマーケティング 

第13 回：サービス財のマーケティング 

第14 回：戦略的マーケティング 

第15 回：まとめ 

 

 

 

【評価方法・評価基準】 

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

する。 

 

 

【テキスト又は参考書】 

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

 ・沼上幹『わかりやすいマーケティング戦略[新版]』有斐閣 

 ・和田充夫・恩蔵直人・三浦俊彦『マーケティング戦略[第4 版]』有斐閣 

 ・堀越比呂志編著『戦略的マーケティングの構図』同文舘出版 
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9 
情報経済論 

Information Economics 
翟 林瑜 

講義・半期・2単位 対象年次：全年次 

 
【授業の目標及びテーマ】 

 情報化社会とまで呼ばれる現代社会おいては、コンピュータやインタネットの発展は人々の経済活動と生活に

大きな影響を及ぼしている。ところが、情報というとすぐコンピュータによる情報処理やインタネットによる情報伝達

を思い浮かべる学生が多く、情報化時代を生きぬくためにパソコンさえ使いこなせれば事足りると錯覚する人も少

なくない。しかし、情報の内実や本質を知ろうともせず、機器の操作やデータのやり取りにだけ囚われると、有用

な情報を識別・活用できず、無用な情報に振り回されるだけで情報化時代を生きぬくことはできないだろう。 

 情報は、様々な現象や出来事の背景及びその誘因を理解し、仕事、投資と生活などに関する意思決定を行うた

めに不可欠な判断材料である。情報の氾濫に振り回されず、常に冷静な頭脳で情報を選別し、的確な意思決定

を行うために、まず経済学、統計学と心理学などの立場から情報の内実や本質をしっかり把握しておくことが肝要

である。情報経済論はまさにこのために設けられた科目である。 

 

 

【授業の概要】 

 情報経済論は、分業化と情報化を背景に形成されてきた新しい分野である。人間の利害関係が情報を介して複

雑に絡み合うようになった現代社会では、情報とは何か、われわれはいかにして情報を自分の意思決定と他の利

害関係者への動機付けに活用すべきかを勉強することによって、情報に関する新たな視点が培われ、組織や社

会に対する見方も複眼的になる。 

 

 

【授業計画】 

第1～2 回： 不確実性とリスク 

第3～4 回： 情報と意思決定 

第5～6 回： 情報の非対称性 

第7～8 回： 逆選択とその克服 

第9 回： モラル・ハザードとその抑制 

第10 回： 代理関係下のモラル・ハザード －上場企業のアキレス腱－ 

第11 回： 代理関係下のリスク選択の逆転 －分業社会の見えざる代償－ 

第12～13 回： 情報と人間の限定合理性 

第14 回： 情報、リスクと投資家行動 

第15 回： まとめ 

 

 

【評価方法・評価基準】 

 授業中レポートと期末試験で総合的に評価する。 

 

 

【テキスト又は参考書】 

 テキストは使用しない。資料は講義中に適宜指示する。 

 

 

【受講生へのコメント】 

 世の中の出来事を理解し、自分の意思決定をよくするために、一緒に頑張りましょう。 
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10 
経営ロジスティクス論 

Strategic Logistics Management 
浜崎 章洋 

講義・半期・2単位 対象年次：全年次 

 
【授業の目標及びテーマ】 

 企業経営におけるロジスティクスの重要性を理解し、ロジスティクスの視点から『強い会社』を知る眼力を養いま

す。 

 

 

【授業の概要】 

 『ロジスティクス』とは、戦争時に前線基地に武器弾薬や食料・医薬品などを計画的に効率よく補給する『兵站』を

意味する軍事用語です。これにコストの概念を追加して、製品や商品を計画的に効率よく届ける手法として産業

界でも注目されるようになりました。 

 この講義では、まず、企業経営におけるロジスティクスの重要性について考えます。そして、ロジスティクスの重

要な機能である物流の諸活動について学びます。さらに、グローバル化する企業活動に対応すべく、通関や貿

易実務の概略にも触れるとともに、サプライチェーン・マネジメント（SCM）やサードパーティ・ロジスティクス（３PL）

などの最新事例についても学びます。ロジスティクスの視点から、ビジネスについて一緒に考えましょう。 

 授業では、適宜、ビデオやスライドを使用して企業事例やロジスティクスの実務を紹介します。 

 

 

【授業計画】 

第1 回：ロジスティクスとは何か！？ 

第2 回：企業経営におけるロジスティクスの重要性 

第3 回：物流を構成する諸活動① 

第4 回：物流を構成する諸活動② 

第5 回：サードパーティー・ロジスティクスとは 

第6 回：個人演習 

第7 回：在庫管理から在庫政策へ 

第8 回：小テスト・小テスト解説 

第 9 回：ロジスティクス・コストの考え方① 

第10 回：ロジスティクス・コストの考え方② 

第11 回：グローバル・ロジスティクス（国際物流） 

第12 回：個人演習 

第13 回：サプライチェーン・マネジメント 

第14 回：現場改善手法 

第15 回：まとめ 

 

 

 

【評価方法・評価基準】 

 定期試験（60 点）、小テスト（20 点）、平常点（20 点）の合計100 点満点で評価します。 

 

 

【テキスト又は参考書】 

 浜崎章洋著[2015 年]『ロジスティクスの基礎知識 改定版』海事プレス社（1500 円） 

 

 参考図書として推薦するものは、次の２冊です 

    武城正長・國領英雄著［2005 年］『現代物流－理論と実際－』晃洋書房（2700 円） 

    ゴールドラット著［2001 年］『ザ・ゴール』ダイヤモンド社（1680 円） 

 

 

【受講生へのコメント】 

 授業には、できるだけ出席してください。また、日頃から新聞やビジネス誌に目を通して、『物流』や『ロジスティ

クス』に関連する記事があれば、読んでおいてください。 
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11 企業形態論 

Forms of Business Organization 
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】 

 企業は経営環境の変化に対応してその形態を変え進化してきている。それが現代の資本主義社会では典型的

に株式会社として現れている。その企業は、多くの人々にとって生活の糧を得る場であり、自己実現の場であり、

生活に必要な財やサービスを得る場である。 

 本科目では、合同会社や株式会社等の様々な企業形態の仕組みを理解し、さらに環境変化に対応して変化し

てきている経営目的や企業の役割を理解することを目標とする。 

 

 

【授業の概要】 

 講義では、企業の目的や役割やNPOの役割、会社形態、株式会社の諸問題、ベンチャービジネス、経営者のリ

ーダーシップ、２１世紀型企業のあり方など以下の内容について講述する。 

 

 

【授業計画】 

第1 回：オリエンテーション 

第2 回：企業形態論の基礎的概念 

第3 回：経営目的 

第4 回：企業の役割 

第5 回：非営利組織（NPO） 

第6 回：会社形態 

第7 回：株式会社の構造 

第8 回：トップ・マネジメントの構造 

第 9 回：企業の社会的責任（CSR） 

第10 回：コーポレート・ガバナンス 

第11 回：ベンチャービジネス 

第12 回：企業集中形態と M&A 

第13 回：リーダーシップ論の展開 

第14 回：経営者のリーダーシップ 

第15 回：まとめ 

 

 

 

【評価方法・評価基準】 

 評価は、期末試験、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】 

 テキストは、狩俣正雄『支援組織のマネジメント』税務経理協会、2004 年、です。 

 

 

【受講生へのコメント】 

 企業を取り巻く環境が大きく変化する中で、従来の企業の役割だけではなく、企業と対極にある NPO や社会的

企業および企業の社会貢献の問題を講述することで、新しい企業のあり方を考えていきます。 
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12 マネジメント特講３ 

Topics on Management 3 
松村 眞吾 

講義・半期・2単位 対象年次：全年次 

 
【授業の目標及びテーマ】 

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

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

な問題・課題が山積している。本講義では、医療福祉経営の実際を学び、医療福祉経営のソリューション(問題解

決)のための理解と認識を持ってもらう。 

 

【授業の概要】 

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

とは何か、今後の医療福祉経営で必要なことを示していきたい。 

 

 

【授業計画】 

 第 1 回：オリエンテーション 

 第 2 回：医療福祉を取り巻く状況 

 第 3 回：医療経営の実際 

 第 4 回：福祉経営の実際 

 第 5 回：医療福祉での経営諸資源(ヒト・モノ・カネ・情報)の状況１ 

 第 6 回：医療福祉での経営諸資源(ヒト・モノ・カネ・情報)の状況２ 

 第 7 回：組織マネジメント 

 第 8 回：コストマネジメント 

 第 9 回：品質マネジメント 

 第10 回：戦略マネジメント 

 第11 回：医療福祉政策１ 

 第12 回：医療福祉政策２ 

 第13 回：事例研究１ 

 第14 回：事例研究2 

 第15 回：まとめ 

 

 

【評価方法・評価基準】 

 講義中課題、学期末試験などで総合評価する。 

 

 

【テキスト又は参考書】 

 テキストは随時、配布または告知する。 

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

 

 

【受講生へのコメント】 

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

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

題を理解して、この業界への理解を深めて欲しいと思います。 
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13 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2 回：調査事例の紹介（満足調査） 

第3 回：リサーチ課題の定義とアプローチの展開 

第4 回：探索的リサーチの設計 

第5 回：記述リサーチの設計 質問法と観察法 

第6 回：因果的リサーチの設計 実験法 

第7 回：測定と尺度化 相対尺度 

第8 回：測定と尺度化 絶対尺度 

第 9 回：調査票と観察フォームの設計 

第10 回：標本抽出 

第11 回：フィールド・ワーク（実査作業） 

・データの作成 

第12 回：リサーチ事例① 

第13 回：リサーチ事例② 

第14 回：リサーチ事例③ 

第15 回：まとめ 

 

 

【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。 

－ 21 －



14 人的資源管理論 

Human Resource Management 
下﨑 千代子 

講義・半期・2単位 対象年次：全年次 

 
【授業の目標及びテーマ】 

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

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

マネジメントへと変化しつつある実態を紹介する。この働き方の多様性を展開する必要性を理解し、企業さらには

社会の活性化へと導く新たな人的資源管理の施策等を参考にしながら、日本の人的資源管理の方向について考

える力を養うことを目的としている。 

 また、企業の環境条件の中で、少子化の進展による労働力人口の減少に対する対策が急務とされている。その

ためには、ワークライフバランスを可能とする多様で柔軟な働き方の創出が不可欠である。このためには、イクメン

に代表される男性の働き方の変革も不可欠であり、日本社会の労働価値観そのものの変革も伴われなければな

らない。 

 

【授業の概要】 

 ・この講義は、講義形式が中心である。 

 ・具体的な統計資料をできるだけ活用する。 

 ・企業の事例を紹介し、最新のマネジメントの動向を習得する。 

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

 ・変革途上にある人的資源管理についてのメリット・デメリットを理解する。 

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

 ・必要に応じて、課題を決めてレポート提出を求める。 

 ・出席はランダムに実施する。また、小テストも実施することがある。 

 ・受講者数によって、講義の形式は変更することがある。 

 

【授業計画】 

第1 回：いわゆる日本的経営について 

第2 回：少子化社会と就業人口の特徴 

第3 回：多様な就業形態の４パターン 

第4 回：雇用形態の多様化と非正規雇用者 

第5 回：雇用形態の多様化と雇用流動化 

第6 回：就労者の多様化と女性活躍 

第7 回：就労者の多様化と高齢者活躍 

第8 回：就労者の多様化と若年層育成 

第 9 回：就労形態の多様化と社会的企業 

第10 回：勤務形態の多様化と時間と場所の柔軟性 

第11 回：テレワークの歴史的経緯とその社会的役割 

第12 回：在宅勤務とワークライフバランス 

第13 回：ワークシェアリングの可能性 

第14 回：ダイバーシティマネジメント 

第15 回：まとめ 

 

 

【評価方法・評価基準】 

 学期末試験 50%程度 

 小テスト・課題 50%程度 

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

 

【テキスト又は参考書】 

 下﨑千代子・小島敏宏編著 

 『少子化時代の多様で柔軟な働き方の創出～ワークライフバランス実現のテレワーク』学文社 

参考書等は、講義の中で紹介する。 

 

【受講生へのコメント】 

 働き方、動機づけ等々、ヒトについて関心のある学生が望ましい。 

 最初の講義で、講義の進め方、評価方法は具体的に説明します。 
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15 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、日本の製造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：産業論の視座 

第2 回：日本の製造業概観 

第3 回：繊維工業その 1 戦前期綿紡績 

第4 回：繊維工業その 2 戦前期化学繊維 

第5 回：繊維工業その 3 戦後期化学繊維 

第6 回：繊維工業と化学工業 

第7 回：鉄鋼業その 1 製鉄技術 

第8 回：鉄鋼業その 2 鉄鋼業の展開 

第 9 回：中間まとめ 

第10 回：自動車産業その 1 概観 

第11 回：自動車産業その 2 生産システム 

第12 回：自動車産業その 3 サプライヤシステム 

第13 回：工作機械工業 

第14 回：まとめ 1 

第15 回：まとめ 2 

 

 

 

【評価方法・評価基準】 

 論述試験、出席点、その他 

 

 

【テキスト又は参考書】 

 テキストは使用しないが、三興になる書籍の紹介を適宜行う。 

 

 

【受講生へのコメント】 

 本授業では専門用語や化学式を多用しますが、予習、復習を適宜行うことで授業にのぞめば理解できる程度の

ものです。本授業を履修する方は必ず予習と復習を行ってください。 
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16 会計情報システム論 

Accounting Information Systems 
中西 倭夫 

講義・半期・2単位 対象年次：全年次 

 
【授業の目標及びテーマ】 

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

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

記に代表される）と対比しながらコンピュータ会計の処理について学ぶ。これらの学習内容をマスターすれば、現

代の主流となるコンピュータ会計の実務を理解し、会計上の取引を実際に会計システムを使って処理できる力を

付ける。 

 

 

【授業の概要】 

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

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

める。問題演習は少人数のグループで進める予定であるが、1 人で取り組むことも認める。なお PCの利用環境に

応じて柔軟に授業方法はきめていく予定である。 

 

 

【授業計画】 

第1 回：イントロダクション 

第2 回：企業活動と会計システム（１） 

第3 回：企業活動と会計システム（2） 

第4 回：取引処理システムの基本構造（１） 

第5 回：取引処理システムの基本構造（2） 

第6 回：独立型取引シテムの構造（1） 

第7 回：独立型取引シテムの構造（2） 

第8 回：準統合型取引処理システムの構造（１） 

第 9 回：準統合型取引処理システムの構造（2） 

第10 回：統合型取引処理システムの構造（1） 

第11 回：統合型取引処理システムの構造（2） 

第12 回：会計パッケージ・ソフトの活用 

第13 回：総合演習（1） 

第14 回：総合演習（2） 

第15 回：まとめ 

 

 

 

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

 配布資料：演習用の Excel 等の資料は授業で適宜配布予定です。 

 参考書：授業でその都度指示します。 

 

 

【受講生へのコメント】 

 授業にパソコンを持参するのがベストであるが無理な場合は、自宅等でパソコンによる問題演習を行い、授業内

容を教科書で復習することがこの科目を理解し実践的能力を養う近道です。一緒に IT 時代の会計のあり方を学

びましょう。 
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17 オペレーションズ・マネジメント 

Operations 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】 

 経営に関わる種々の業務（Operation）を合理的、効率的に行うには、科学的に業務を分析し、種々の基準に照

らして最適と考えられる一連の手続きを見つけだし、誰にでもできるように記述して実行する方法が考えられる。

我が国はこの分野で世界のリーダ的役割を果たしてきた。しかし、製造現場の生産性に比較して、ホワイトカラー

の生産性が低い我が国では、その分野のオペレーションズマネジメントの発達が養成されている。 

パソコンやスマートフォンなど IT（Information Technology）の一般化とともに、IT 支援による業務分析の種々の方

法、記述した手続きや手順を IT 支援によって実行させる方法などが盛んに研究・開発されている。コンビニ、ファ

ミレス、スーパーマーケット、SCM、E－コマースなど、この分野の発達無くしては実現しなかったと言っても過言

で無い。本講では、その基礎的考え方および最新の動向をできるだけ平易に解説する。 

 

【授業の概要】 

 講義は次のような課題について行う予定である。特に事例説明ではコンピュータによるプレゼンテーションやビ

デオ映像による事例把握を可能ならば実施したい。 

 Ⅰ．オペレーションズマネジメントにおける基本的課題 

 Ⅱ．アプローチの解説および適用分野ごとの事例説明 

 

 

 

 

 

 

 Ⅲ．業務戦略としてのオペレーションズマネジメント 

 

【授業計画】 

第1 回：オペレーションズマネジメントとは 

第2 回：システムと意思決定 

第3 回：需要予測の代表的方法 

第4 回：生産計画 

第5 回：スケジューリング 

第6 回：プロジェクトスケジューリング１ 

第7 回：プロジェクトスケジューリング２ 

第8 回：在庫管理 

第 9 回：MRP 

第10 回：ERP 

第11 回：JIT（ジャストインタイム） 

第12 回：作業設計、作業分析 

第13 回：ISM（イン・ストア・マーチャンダイジング） 

第14 回：TQM 

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が、講義中に行う演習の結果も勘案する。 

 

【テキスト又は参考書】 

 太田雅晴著『生産情報システム第２版』日科技連出版社（2009 年度版）の前半部分をテキストとして使用する。 

 

【受講生へのコメント】 

 経営の諸問題を科学的に分析する基礎能力を身につけることが主な課題であることから、高度な数学を使うつ

もりはない。経営情報コース学生だけでなく広範な学生の積極的履修を期待する。 

数理的手法 

情報科学的手法 

人工知能的手法 

経験的手法 

生産および物流計画・管理業務 

マーケティング業務 

人事および労務計画・管理業務 

その他業務 

アプローチ 適用分野 
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18 国際金融論 

International Monetary Economics 
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、国際収支論の視点から、基軸通貨国アメリカの特権を明らかにし

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。 

貿易取引から国際証券取引（資本取引）、さらに通貨当局による外国為替市場への介入へと話を進め、それぞれ

の取引が国際収支表にどのように表現されるのかを説明します。ポイントは銀行です。 

 

 

【授業計画】 

 第 1 回：国内決済と国際決済 

 第 2 回：国際収支とは 

 第 3 回：国際決済と国際収支 

 第 4 回：貿易取引と貿易収支 

 第 5 回：IS バランス論 

 第 6 回：経常収支の資産決済と負債決済 

 第 7 回：対外証券取引 

 第 8 回：資本収支 

 第 9 回：「基礎収支」と「金融勘定」 

 第10 回：固定相場制と変動相場制 

 第11 回：外国為替市場への介入 

 第12 回：外貨準備の増減と運用 

 第13 回：基軸通貨国の経常収支赤字ファイナンス 

 第14 回：基軸通貨国の特権とドル本位制の帰趨 

 第15 回：まとめ 

 

 

【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】 

 金融や国際金融についての予備知識が必要ですから、これまで金融関連の講義を履修したことのある学生が

望ましい。 
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19 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】 

 「産業活動と公害問題・環境問題」 

 産業活動をめぐる公害問題・環境問題は時代や社会情勢によって大きく異なります。この授業では、公害問題・

環境問題が発生した時代背景を考察するとともに、産業活動が環境や社会に与える影響や企業の環境対策につ

いて、様々な事例をもとに理解を深めます。 

 

 

【授業の概要】 

 まず戦前・戦後の公害問題の事例を取り上げ、次に国内外の環境問題についての事例を取り上げます。最後に

産業活動にとって無くてはならないエネルギーと環境との関係について理解するための事例を取り上げます。 

 

 

【授業計画】 

第1 回：ガイダンス 

第2 回：明治期における鉱山公害 

第3 回：水俣病 

第4 回：イタイイタイ病 

第5 回：四日市ぜんそく 

第6 回：カネミ油症事件 

第7 回：戦後復興から高度経済成長 

第8 回：家電リサイクルと「拡大生産者責任」 

第 9回：サプライチェーンの広がりと「倫理的な調達」 

第10 回：土壌・地下水汚染とストック公害 

第11 回：日本のエネルギー政策 

第12 回：地球温暖化問題とカーボンビジネス 

第13 回：原子力発電 

第14 回：再生可能エネルギーの可能性 

第15 回：まとめ 

 

 

 

【評価方法・評価基準】 

 学期末試験、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授業中に適宜指示する。 

 

 

【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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20 経営分析論 

Business Analysis/Financial Statements Analysis 
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】 

 企業を分析する主体は、投資者（一般投資家・株主）・証券アナリスト・債権者（銀行）・ファンドマネジャー・従業

員（労働組合）などさまざまです。われわれが最も簡単に入手でき、かつ最も有用な情報は会計情報で、有価証

券報告書に掲載されている財務諸表を用いて企業の安全性や収益性、成長性などを分析する技術を身につける

ことが本講義の目的です。 

 最近では、SRI（Socially Responsible Investment）やESG投資に代表されるように、社会的責任（CSR）や環境経営

に関する情報を、企業を分析する際に重視する動きもあります。大学生（潜在的従業員）にとっても、自分の就職

希望先の企業の財務諸表を分析することは、一生は託さないかもしれないけれども、ある期間は帰属するであろ

う企業を判別する第一歩です。企業に入れば、明日から財務諸表と付き合う生活が始まります。 

 

【授業の概要】 

 講義では、企業を分析するための知識や技術、さまざまな指標について説明します。また、実際の企業（ビール

業界を予定）の財務諸表を使って自分で諸指標を算出して、指標の意味を考えていきます。 

 

【授業計画】 

第1 回：わが国の会計制度 

第2 回：損益計算書と貸借対照表の構造 

第3 回：収益性分析(1)：売上高利益率 

第4 回：収益性分析(2)：資本利益率 

第5 回：収益性分析(3)：ROE と ROA 

第6 回：収益性分析(4)：レバレッジ効果 

第7 回：安全性分析(1)：流動比率・当座比率 

第8 回：安全性分析(2)：固定比率 

第 9 回：安全性分析(3)：自己資本比率 

第10 回：安全性分析(4)：各種回転率 

第11 回：損益分岐点分析 

第12 回：社会性分析 

第13 回：経営分析の歴史 

第14 回：財務諸表分析の意義と限界 

第15 回：まとめ 

 

 

【評価方法・評価基準】 

 講義期間中に 4 回のミニテストをおこないます（出席のみチェックして翌週返却し、解答します）。試験の際には、

以下のいずれの方法で評価するか各自選択可能です。 

 A コース（出席重視型）：出席点20 点＋期末試験80 点＝計100 点 

（4 回のミニテストを出席点・持ち点とし、1 回出席につき 5 点。5 点×4 回＝20 点） 

 B コース（一発勝負型）：期末試験のみ（80 点満点をおおよそ 100 点満点に換算）。 

 なお、期末試験は 4 回のミニテストの中から出題します。やむを得ない理由がある場合を除き、ミニテストは当日

のみの配付です。 

 

【テキスト又は参考書】 

 テキストは別途指示します。初回（あるいは 2 回目）の講義の際に企業の財務諸表の資料を配付しますので、毎

回講義の際には、テキスト、財務諸表の資料、計算器を持参してください。 

 

【受講生へのコメント】 

 会計が好きな学生はより好きに、会計があまり好きではない学生には会計に対する抵抗感がなくなるように、講

義したいと思うので、企業や経営に関心を持って受講されたい。 
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21 情報戦略論 

Information Strategy 
奥田 幸治 

講義・半期・2単位 対象年次：全年次 

 
【授業の目標及びテーマ】 

 本講座では企業の経営戦略における情報や情報システムの戦略的役割について考える。最近では「戦略」とい

う言葉が一般的に用いられるようになった。ビジネス用語としても「経営戦略」という言葉は頻繁に登場する。また

販売戦略、財務戦略などと同じように「情報戦略」も利用されているが、情報戦略の定義は明確ではない。道具と

して情報システムを活用する場合のほかに、競争優位に立つため情報システムに莫大な投資をしているケースな

ど、経営戦略の根幹に情報システムを位置づけている企業も見られる。 

 本講座では、企業が経営戦略を実行するうえで情報戦略をどのように考えているか、情報戦略をどのように経営

に組み入れているかを学習し、戦略と情報の関係を理解することを目標とする。また、このような仕組みの利用者、

提供者など関係部門からの視点についても触れる予定である。 

 

 

【授業の概要】 

 前半の授業で経営戦略の考え方を理解した上で、情報システムや情報の活用がどのように戦略に影響している

かを講義します。後半では情報戦略の考え方が企業の経営にどのように活かされているか、事例を取り入れて講

義する予定です。 

 

 

【授業計画】 

第1 回：情報戦略論の枠組み 

第2 回：経営戦略とは 

第3 回：経営戦略と情報システム 

第4 回：企業情報システムの基礎① 

第5 回：企業情報システムの基礎② 

第6 回：情報戦略とは 

第7 回：競争戦略と情報システム 

第8 回：情報システムの戦略的価値 

第 9 回：情報戦略の策定 

第10 回：投資効果（戦略の費用対効果） 

第11 回：情報システムのマネジメント 

第12 回：最近の企業システムのテーマと動向 

第13 回：情報技術の戦略的影響① 

第14 回：情報技術の戦略的影響② 

第15 回：今後の課題とまとめ 

 

 

※上記のテーマについては、順序や内容を変更する場合があります。

 

 

【評価方法・評価基準】 

 期末試験、授業参加状況などにより評価します。履修者の学習態度に応じて課題を課すこともあります。 

 

 

【テキスト又は参考書】 

 特定のテキストは使用しません。毎回パワーポイントの資料を配付します。参考文献については適宜講義の中

で紹介します。 

 

 

【受講生へのコメント】 

 配付する資料を読むだけでは理論の組み立てはできません。講義の中で関係性を理解して下さい。毎回出席

していないと、関係性をつかめませんので注意して下さい。 
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22 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2 回：日系多国籍企業のアジア立地展開 (1) 

第3 回：日系多国籍企業のアジア立地展開 (2) 

第4 回：日系多国籍企業のアジア立地展開 (3) 

第5 回：多国籍企業の理論的検討 (1) 

第6 回：多国籍企業の理論的検討 (2) 

第7 回：多国籍企業の理論的検討 (3) 

第8 回：多国籍企業の理論的検討 (4) 

第 9 回：多国籍企業の理論的検討 (5) 

第10 回：日系多国籍企業の業種別実態分析 (1) 

第11 回：日系多国籍企業の業種別実態分析 (2) 

第12 回：日系多国籍企業の業種別実態分析 (3) 

第13 回：日系多国籍企業の業種別実態分析 (4) 

第14 回：日系多国籍企業の業種別実態分析 (5) 

第15 回：授業のまとめ 

 

 

 

【評価方法・評価基準】 

 学期末試験（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】 

 以下のテキストを使用する。 

 鈴木洋太郎編『日本企業のアジア・バリューチェーン戦略』新評論。 
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23 企業システム特講１ 

Topics on Business Systems 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

レプレナーシップは「起業家活動」とも翻訳され、その要素には、アントレプレナー、起業機会、資源、事業コンセ

プトがあるとされる。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2 回：ベンチャー企業とは何か？ 

第3 回：アントレプレナーの役割 

第4 回：ケース 1：フットサルベンチャーの創業 

第5 回：アントレプレナーシップとは何か 

第6 回：ケース 2：ソフトウェア企業の事業転換 

第7 回：経営戦略の概要と PPM 

第8 回：競争ポジショニング／マーケティング 

第 9 回：ケース 3：ソフトウェア会社の経営戦略 

第10 回：ポーターの競争戦略 

第11 回：ビジネスプラン 1：コンセプトと経営陣 

第12 回：ビジネスプラン 2：起業機会と競合分析 

第13 回：ビジネスプラン 3：マーケティング戦略 

第14 回：ビジネスプラン 4：損益シミュレーション 

第15 回：ビジネスプラン 5：ビジネスプラン発表 

 

 

【評価方法・評価基準】 

 成績評価は、①レポート（授業内ミニレポート含む）：40％、②授業内での発言：20％、③ビジネスプラン作成：

40％、により構成される。なお、③ビジネスプラン作成では、チームで作成するビジネスプランの質とともに、各回

の議論への積極的な参加とチームへの貢献が、評価のポイントとなる。 

 

【テキスト又は参考書】 

 [テキスト] 

新藤晴臣(2015) 『アントレプレナーの戦略論』 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。 

サラス・サラスバシー(2015) 『エフェクチュエーション』 碩学舎。 

山田仁一郎(2015) 『大学発ベンチャーの組織化と出口戦略』 中央経済社。 

※上記以外の参考文献については、授業内にて適宜、紹介していく。 

 

【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る。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、事前にアポイントをいれること。 
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24 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2 回：１変数データの整理 

第3 回：２変数データの整理 

第4 回：回帰分析の基礎１ 

第5 回：回帰分析の基礎２ 

第6 回：小テスト１･解説 

第7 回：確率分布 

第8 回：標本分布 

第 9 回：推定の基礎 

第10 回：仮説検定の基礎 

第11 回：小テスト２･解説 

第12 回：回帰の推測統計１ 

第13 回：回帰の推測統計２ 

第14 回：小テスト３･解説 

第15 回：まとめ 

 

 

【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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25 金融機関論 

Financial Institutions 
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】 

 本講義では、銀行を始めとする金融機関が、現代の資本主義社会において果たしている経済的役割や機能に

ついて焦点を当てて解説する。そして、1990 年代の後半に起こった不良債権問題を原因とする日本の金融機関

の経営破綻や、2008 年に発生したアメリカの金融危機とその世界的な影響について解説し、こうした金融危機が

起こる要因や危機への対処措置について考える。 

 

 

【授業の概要】 

 講義は概ね下記のような項目にそって進めるが、金融機関に占める銀行の重要性を考慮して、講義時間の多く

を銀行の解説に当てる予定である。 

 

 

【授業計画】 

 第 1 回：貨幣・金融取引・利子生み資本 

 第 2 回：金融仲介機関の機能 

 第 3 回：金融仲介機関の類型とわが国の金融機関 

 第 4 回：銀行の預金業務 

 第 5 回：銀行の貸付業務 

 第 6 回：銀行の為替業務 

 第 7 回：銀行の支払決済機能 

 第 8 回：銀行の信用創造機能 

 第 9 回：中央銀行と市中銀行 

 第10 回：銀行の自己資本比率規制 

 第11 回：90 年代の金融危機と銀行の経営破綻 

 第12 回：公的資金による銀行救済と金融再編 

 第13 回：預金保険制度 

 第14 回：銀行以外の金融機関 

 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】 

 テキストは特に指定しないが、講義を理解するうえで次の文献が有益である。 

 (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） 

 (2)川波洋一・上川孝夫編『現代金融論』（有斐閣） 

 (3)鹿野嘉昭『日本の金融制度』（東洋経済新報社） 
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26 国際戦略提携論 

International Strategic Alliance 
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】 

 競争の激化や企業活動の国際化など、企業をとりまく経営環境は厳しさを増しています。一方で、企業はもはや

単独ですべての事業活動を実施することは困難になっています。このような競争環境のもと、外部企業との協働

である戦略提携は、競争優位の獲得や、優位性のあるビジネスシステムの構築において、重要な意味をもつよう

になってきています。 

 この講義では、国際戦略提携にかんする理論と諸問題について、実態に即しながら概説します。 

 

 

【授業の概要】 

 国際戦略提携の一つの有力な形態として、国際合弁を中心にとりあげ、その理論と諸問題、および実際の企業

活動における合弁の動向、国際ビジネスにおける合弁の位置づけについて検討します。 

 また、講義の中では、国際合弁だけでなく、多国籍企業の国際化、戦略提携の内容と動機、垂直的提携（サプラ

イチェーンマネジメント）、水平的提携（異業種提携と競合的提携）、デファクトスタンダードの獲得と技術連合、製

品開発マネジメントにおける戦略提携、海外事業における戦略提携、戦略提携のマネジメントといった問題につ

いてもとりあげる予定です。 

 

 

【授業計画】 

第1 回：イントロダクション 

第2 回：国際合弁とは何か 

第3 回：国際戦略における国際合弁 (1) 

第4 回：国際戦略における国際合弁 (2) 

第5 回：国際合弁にかんする理論 (1) 

第6 回：国際合弁にかんする理論 (2) 

第7 回：国際合弁にかんする理論 (3) 

第8 回：国際合弁の戦略 

第 9 回：国際合弁行動のシナリオ 

第10 回：海外市場における国際合弁行動 (1) 

第11 回：海外市場における国際合弁行動 (2) 

第12 回：国内市場における国際合弁行動 (1) 

第13 回：国内市場における国際合弁行動 (2) 

第14 回：国際合弁の事例 

第15 回：まとめ 

 

 

 

【評価方法・評価基準】 

 試験等により評価します。詳細は講義の最初に伝えます。 

 

 

【テキスト又は参考書】 

 石井真一著『日本企業の国際合弁行動』（千倉書房）。 

 

 

【受講生へのコメント】 

 理論や動向、事例について紹介します。公表データを用いた分析の方法と結果についても概説します。必要に

おうじて、卒論やゼミ論文・ゼミ討論会、レポート作成の際にも、参考にしてください。 
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27 環境論 

Environmental Studies 
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】 

 環境問題へのアプローチにはさまざまな方法がありますが、本講義では、政治経済学的な方法を採用します。

具体的な公害・環境問題を事例として取り上げ、主に被害の社会経済的構造と解決策について、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。事例としては、2011 年 3 月に起きた日本史上最大規模の環境汚染である福島原発事故

と、それに関連するエネルギー・環境政策の転換について取り上げます。 

 

 

【授業計画】 

第 1 回：ガイダンス等 

第 2 回：福島原発事故の概要 

第 3 回：原発事故と住民の避難 

第 4 回：帰還政策と生活条件の回復 

第 5 回：住民の帰還をめぐる課題 

第 6 回：商工業の再建 

第 7 回：事故賠償の仕組みと問題点 

第 8 回：被害者住民の取り組み（とくに集団ADR、訴訟など） 

第 9 回：区域外避難者の支援策 

第10 回：滞在者の被害と運動 

第11 回：不均等な復興とは何か 

第12 回：責任と費用負担１ 

第13 回：責任と費用負担２ 

第14 回：福島事故からエネルギー政策を考える 

第15 回：まとめ 

 

【評価方法・評価基準】 

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

より詳しくは、第1 回目の講義において説明します。 

 

 

【テキスト又は参考書】 

 テキストは、 

 除本理史・渡辺淑彦編著『原発災害はなぜ不均等な復興をもたらすのか』ミネルヴァ書房、2015 年 

 を用います。 

 参考書は適宜指示します。 
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28 
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】 

 この「会計基礎論演習」では、6 月に実施される日商簿記検定 3 級に合格できるように、試験問題を想定した練

習問題を解くことに主眼を置いた講義を実施します。そのため、簿記の基礎的知識の習得については各自が事

前に学習しておくことが望ましい。また、講義の中で、何回か小テストを実施します。 

 

【授業計画】 

 第 1回：ガイダンス 個別仕訳練習問題（１） 

 第 2回：個別仕訳練習問題（２） 

 第 3回：個別仕訳練習問題（３） 

 第 4回：試算表の作成（１） 

 第 5回：試算表の作成（２） 

 第 6回：精算表の作成（１） 

 第 7回：精算表の作成（２） 

 第 8回：財務諸表の作成問題 

 第 9回：個別仕訳練習問題（４） 

 第 10回：個別仕訳練習問題（５） 

 第 11回：試算表の作成（３） 

 第 12回：試算表の作成（４） 

 第 13回：精算表の作成（３） 

 第 14回：精算表の作成（４） 

 第 15回：まとめ 

 第 15回：まとめ 

 

【評価方法・評価基準】 

 期末試験        80% 

 講義中の小テスト   20% 

  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。 



29 地域金融論 

Theory of Regional Finance 
森中 由貴 

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、地域経済活性化における地域金融機関の役割と課題の理解を目的としています。 

 

 

【授業の概要】 

 講義は、概ね下記の計画にそって進めます。 

 

 

【授業計画】 

 第 1 回：オリエンテーション／地域の経済と金融の役割 

 第 2 回：地域の経済と金融の役割 

 第 3 回：地域間および地域内の資金循環 

 第 4 回：地域間および地域内の資金循環 

 第 5 回：リレバンと地域金融の効率性 

 第 6 回：信用金庫・信用組合の現状と動向 

 第 7 回：信用金庫・信用組合の現状と動向 

 第 8 回：協同組織金融の理念と現実 

 第 9 回：協同組織金融の理念と現実 

 第10 回：地域経済と公的金融部門 

 第11 回：地方自治体の資金調達 

 第12 回：地方自治体の中小企業金融支援活動 

 第13 回：欧州金融統合と地域金融市場の変貌 

 第14 回：欧州金融統合の進展 

 第15 回：まとめ 

 

 

【評価方法・評価基準】 

 期末試験を行い評価します。 

 

 

【テキスト又は参考書】 

 ＜テキスト＞ 

 岩佐与市 編著（2009）地域金融システムの分析――期待される地域経済活性化への貢献、中央経済社。 

 

 そのほか参考書は講義中に適宜指示します。 

 

【受講生へのコメント】 

 講義には積極的に参加してください。 
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30 中小企業論 

Small and Medium-sized Enterprises 
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】 

 本講義は、中小企業論の主要テーマとして従来から研究が進められてきた中小企業政策を中心的に取り上げる。

とくに、大阪市を事例として、自治体の中小企業政策に焦点を当て、その特徴や課題について検討していく。 

 近年、中小企業に最も身近な政府である自治体、とりわけ基礎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】 

 まず、中小企業の概念、役割、問題について確認し、国と自治体の中小企業政策の変遷と特徴をみていく。そし

て、大阪市を事例として、自治体の中小企業政策の問題や課題について検討していきたい。講義では、中小企

業政策をテーマとして扱うが、中小企業の経営実態についても、企業事例を紹介しつつ、理解を深めていきた

い。 

 

 

【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：中小企業の概念・位置付け 

第3 回：中小企業問題（１）：下請問題 

第4 回：中小企業問題（２）：金融問題 

第5 回：中小企業と地域（１）：地域経済・社会 

第6 回：中小企業と地域（２）：東大阪 

第7 回：中小企業政策（１）：国 

第8 回：中小企業政策（２）：自治体 

第 9 回：大阪市の政策（１）：地域経済と産業政策 

第10 回：大阪市の政策（２）：中小企業政策の再編 

第11 回：大阪市の政策（３）：府市の二重行政問題 

第12 回：大阪市の政策（４）：施策利用企業の実態 

第13 回：大阪市の政策（５）：都市政策 

第14 回：補論 

第15 回：まとめ 

 

 

 

【評価方法・評価基準】 

 授業への参加意欲や学期末試験で総合的に評価する。 

 

 

【テキスト又は参考書】 

 テキストについては、最初の講義で指示する。いまのところ、下記の書籍を予定している。 

 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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31 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2 回：近代社会と統計の成立 

第3 回：統計過程と統計制度 

第4 回：統計改革と統計法改正 

第5 回：統計制度、公的統計の利用 

第6 回：標本調査とその方法 

第7 回：分布と特性値 

第8 回：平均と分散 

第 9 回：期待値の関数 

第10 回：標本誤差 

第11 回：平均及び比率の推定 

第12 回：信頼区間と検定 

第13 回：単純回帰と相関 

第14 回：重回帰とその解釈 

第15 回：まとめ 

 

 

 

【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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32 地域産業論（中小企業家同友会寄付講座） 

Regional Industries 
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】 

 本講義では地域の産業・社会を支える中小企業に焦点を当て、中小企業の特徴や課題について学ぶことを目

的としている。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、地域産業・社会とのつながりが深い。したがっ

て、中小企業は地域に根づきつつ産業・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、大企業の論理に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、その実態について理解が

十分に進んでいるとはいえない。講義を通して、中小企業の実態について学び、産業や社会についての理解を

深めていきたい。 

 

 

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

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

現在、調整中であるため、変更が生じる可能性があることに留意されたい。 

第1 回 オリエンテーション（授業の概要等） 第 9 回 東洋製鉄（株） 

第2 回 大阪府中小企業家同友会事務局 第10 回 （株）三協製作所 

第3 回 （株）仁張工作所 第11 回 （株）ビッツクリエート 

第4 回 （株）山田製作所 第12 回 （株）インターフォワードシステムズ 

第5 回 （株）地域計画建築研究所 第13 回 ゼネル薬品工業（株） 

第6 回 （株）フジモト 第14 回 （株）ミヤモト 

第7 回 （株）松村合金ダイス研究所 第15 回 まとめ 

第8 回 （株）シーメック   

 

 

【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 
松本 紗矢子 

講義・集中・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、経営の意思決定や業績評価等に役立つ情報を、企業内部の経営管理者に提供する役割を担っ

ている。本講義では、管理会計研究の理論や分析手法を学びながら、「こんにちにおける管理会計の課題は何

か」、「何に基づき原価を測定するのか」、「標準原価を用いた原価管理をどのように行うのか」、「目標利益の達成

に向けて利益管理をどのように行うのか」、「投資意思決定を行う際の測定や評価をどのように行えばよいのか」、

「どのようにリスク管理を行うのか」等について理解していくことを目指す。 

 

【授業の概要】 

 本講義では、テキストとして、西村・大下編著（2014）を使用する。適宜、現在話題になっている管理会計のテー

マについて議論する。 

 

【授業計画】 

 第 1 回：イントロダクション 情報化時代の管理会計 

 第 2 回：管理会計の基本構造と内容（第1 章） 

 第 3 回：管理会計の基礎：原価概念を中心として（第2 章） 

 第 4 回：財務諸表分析と経営（第3 章） 

 第 5 回：標準原価管理（第4 章） 

 第 6 回：利益管理（第5 章） 

 第 7 回：予算管理（第6 章） 

 第 8 回：損益分岐点分析とその利用（第7 章） 

 第 9 回：事業部制会計（第8 章） 

 第10 回：原価企画（第9 章） 

 第11 回：投資意思決定（第10 章） 

 第12 回：価格政策（第11 章） 

 第13 回：リスク・マネジメント（第12 章） 

 第14 回：管理会計の課題 

 第15 回：まとめ 

 

【評価方法・評価基準】 

 小テストと最終テストを実施し，それらの総合点で評価する予定である。 

 

【テキスト又は参考書】 

 テキスト：西村明・大下丈平編著（2014）『新版 ベーシック管理会計』中央経済社。 

 参考書：櫻井通晴（2015）『管理会計［第6 版］』同文舘出版。 

ワシントン大学フォスタービジネススクール管理会計研究会 [訳]（2015） 

『【新版】管理会計のエッセンス』同文舘出版。 

 

【受講生へのコメント】 

 事前にテキストを十分予習しておくこと。 

－ 41 －



34 外書講読（英語） 

Foreign Literature Reading (English) 
湯川 創太郎 

講義・半期・2 単位 対象年次：2 年次以上 

 
【授業の目標及びテーマ】 

 日本の今後の産業として注目を集めつつある「観光」を分析する能力を高める事を目的に、欧米で定評のある

観光学のテキストを輪読していく。 

 

 

【授業の概要】 

 テキストに沿って進めていく。ただし、受講生の理解レベルにより、多少前後させる可能性あり。また、全てを要

約することは時間的に難しいと考えられるので、後半の章は重要部分のみを抜粋して進める予定である。 

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

れ担当してもらう）。その後の授業日にその内容を報告してもらう。なお、本テキストは多くのケーススタディを含む

事から、報告に対する質疑応答の他、ケーススタディに対するディスカッションなども行っていく。 

 

 

【授業計画】 

 第 1 回：オリエンテーション 

 第 2～ 4 回：TOURISM OVERVIEW 

 第 5～ 7 回：HOW TOURISM IS ORGANIZED 

 第 8～10 回：UNDERSTANDING TRAVEL BEHAVIOR 

 第10～14 回：TOURISM SUPPLY, DEMAND, POLICY, PLANNING, AND DEVELOPMENT  

 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。評価は、出席、担

当部分の発表内容を中心とした平常点、および試験により行う。 

 

 

【テキスト又は参考書】 

Charles R. Goeldner and J. R. Brent Ritchie(2009), Tourism: Principles, Practices, Philosophies (11th edition), Wiley 

Pub. 

 

 

【受講生へのコメント】 

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

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

てほしい。 
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35 外書講読（英語） 

Foreign Literature Reading (English) 
竹岡 志朗 

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】 

 本講義ではイノベーションに関するテキストを読む。日本語に訳せることも重要であるが、意味を読み取れるよう

になることを目標とする。 

 

 

【授業の概要】 

 毎回担当者を決め、担当箇所の発表をしてもらいます。発表方法はパワーポイント等を使ったものになります。 

 

 

【授業計画】 

 第 1 回：Innovation – what it is and why it matters 

 第 2 回：Innovation as a core business process ① 

 第 3 回：Innovation as a core business process ② 

 第 4 回：Innovation as a core business process ③ 

 第 5 回：Building the innovative organization ① 

 第 6 回：Building the innovative organization ② 

 第 7 回：Building the innovative organization ③ 

 第 8 回：Developing an innovation strategy ① 

 第 9 回：Developing an innovation strategy ② 

 第10 回：Developing an innovation strategy ③ 

 第11 回：Source of innovation ① 

 第12 回：Source of innovation ② 

 第13 回：Source of innovation ③ 

 第14 回：Source of innovation ④ 

 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

価します。 

 

 

【テキスト又は参考書】 

Tidd, J. & Bessant, J., (2009), Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organizational Change 

4th(Ed), Wiley. 
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36 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、歴史上で起きたバブルについて学ぶことで、バブルの生成から崩壊に至るまでのプロセスに

ついて理解して頂くことである。同時に、株式投資に関連する専門用語や株価・財務データの見方についての知

識を深めていく。 

 

 

【授業の概要】 

 事前に配布したテキストを受講生の皆さんに訳して頂く。予習を行った上で授業に参加すること。 

 

 

【授業計画】 

 第 1 回 ：ガイダンス （テキストのコピーを配布するので必ず出席すること） 

 第 2 回 ：Firm Foundations and Castles In The Air (1) 

 第 3 回 ：Firm Foundations and Castles In The Air (2) 

 第 4 回 ：Firm Foundations and Castles In The Air (3) 

 第 5 回 ：Firm Foundations and Castles In The Air (4) 

 第 6 回 ：Firm Foundations and Castles In The Air (5) 

 第 7 回 ：The Japanese Yen for Land and Stocks 

 第 8 回 ：The Tulip-Bulb Craze (1) 

 第 9 回 ：The Tulip-Bulb Craze (2) 

 第10 回 ：The South Sea Bubble (1) 

 第11 回 ：The South Sea Bubble (2) 

 第12 回 ：Wall Street Lays An Egg (1) 

 第13 回 ：Wall Street Lays An Egg (2) 

 第14 回 ：Wall Street Lays An Egg (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。 

 期末試験および平常点 (出席状況・小テスト・課題・授業への参加意欲等) から評価する。 

 

 

【テキスト又は参考書】 

 Malkiel, B. G. (2015)  A Random Walk Down Wall Street: The Time-Tested Strategy for Successful Investing. 

 (事前にテキストの一部をコピーにて配布する) 
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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の発表を行い、内容についてのディスカッションを行います。 

 

【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) 
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、少し前に進んで、

「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。また

経営学の英文はその多くが邦訳されておらず、あまり紹介されていない内容も多々あります。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・ワークを行います。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 肩慣らし 

 第3 回 ，第4 回，第5 回 （第1 クール予定） 

 第6 回 ，第7 回，第8 回 （第2 クール予定） 

 第9 回 ，第10 回，第11 回 （第3 クール予定） 

 第12 回 ，第13 回 第14 回 （第4 クール予定） 

 第15 回 まとめの講義 

 

 

【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 E(F)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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39 ビジネス英語Ⅰ 

Business English I 
弓場 俊也 

講義・半期・2 単位 対象年次：2 年次以上 

 
【授業の目標及びテーマ】 

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

であるが取引相手はネイティブスピーカーとは限らず、ノンネイティブの場合も多い。そのため高度なレベルの英

語力は必要ないがシンプルでベーシックな的確に意図が相手に伝えられる実践的なものでなければならない。

また貿易で使用される書類は、どこの国で発行されようが全て英語で書かれている。国際ビジネスでは英語力だ

けでなく貿易全体の仕組みや、貿易実務、専門用語の知識が必須です。さらにスムーズな商談を進めるための

交渉能力には異文化理解も国際ビジネスパーソンには必要となります。将来国際ビジネスに係る者にとって 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。学校英語ではなく実際に

国際ビジネスの現場で使用されている実践的英語を学びます。そのためこれまで学んだ英語の基礎を見直して

確実な理解を目指し、仕事で使えるリアルな英語を学びます。また長年の商社で仕事をした私の経験からビジネ

ス分野における異文化理解についても受講生と一緒に考えたいと思います。 

 

【授業計画】 

第1 回：国際ビジネスコミュニケーションについて 

第2 回：貿易取引の基本的な流れ 

第3 回：英文ビジネスレター・E メールの基礎 

第4 回：ビジネス交渉の流れ 

第5 回：英文ビジネスレターの構成 

第6 回：貿易における国際ルール 

第7 回：ビジネス・ライティングの応用 

第8 回：国際取引に使われる貿易書類 

第 9 回：英文契約書の考え方と理解 

第10 回：定型貿易条件インコタームズとは 

第11 回：国際物流で使われる英語 

第12 回：ビジネス E メール（ケース・スタディ） 

第13 回：外国為替と海外決済で使われる英語 

第14 回：国際ビジネスにおける異文化理解 

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Ｅ（F）とします。 

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

 なお期間中に日商ビジネス英語検定３級に合格した者は 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 

 参照する辞書は英和辞典ではなく Longman Dictionary of Contemporary English を推奨します。 

 

【受講生へのコメント】 

 近年はグローバル化経済によりどんな企業に就職しても海外取引業務は不可欠になります。 

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

 ビジネスにおいてコミュニケーションの道具としての英語を学び、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。  

 Attending on time, Attendance slips in English, participating in class fully = 35% 

 Midterm and Final Written Reports = 20% each  Examination = 25%  3 Unexcused Absences or more = F（E） 

 

【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2 回：Business Communication (2) 

第3 回：Business Communication (3) 

第4 回：Business Communication (4) 

第5 回：Business Contract (1) 

第6 回：Business Contract (2) 

第7 回：Business Contract (3) 

第8 回：Business Contract (4) 

第 9 回：Business Contract (5) 

第10 回：The Economist (1) 

第11 回：The Economist (2) 

第12 回：The Economist (3) 

第13 回：The Economist (4) 

第14 回：The Economist (5) 

第15 回：まとめ  

 

 

 

【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〕 

『貿易実務の基本と三国間貿易完全解説』中矢一虎著（中央経済社刊） 

（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。） 

 

 

【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 商業科教育法Ⅱ 

Method of Teaching Business Studies II 
木口 誠一 

講義・半期・2単位 対象年次：全年次 

 
【授業の目標及びテーマ】 

 高等学校教育の多様性のなかで、商業高校の教育課程を相対化し、その特徴を明らかにする。 

 先進的な商業教育の事例を研究することで、これからの商業教育の目指すべき方向性と教育課程の在り方につ

いて考察する。 

 商業教育を推進するしくみとして、教科調査官の役割と全商協会の事業について理解を深める。 

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

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

的な力を身につける。 

 

【授業の概要】 

 1.学習指導要領と教育課程について 

 2.先進的商業教育の取り組み 

 3.商業教育推進のしくみ 

 4.検定教科書を用いた模擬授業の実施 

 

【授業計画】 

 第 1 回：ガイダンス、大阪府の高校改革の基本的な方向性 

 第 2 回：学習指導要領の総則と教育課程の編成 

 第 3 回：普通科、総合学科、商業科の教育課程の構造比較 

 第 4 回：「課題研究」と「総合的な学習の時間」 

 第 5 回：先進的商業教育の事例研究①（専攻科、商業高専）  

 第 6 回：先進的商業教育の事例研究②（高大接続）  

 第 7 回：商業教育推進のしくみ①（学習指導要領の改訂と教科調査官） 

 第 8 回：商業教育推進のしくみ②（検定事業と公益財団法人全商協会） 

 第 9 回：学習指導計画案の作成①、講師による模擬授業 

 第10 回：学習指導計画案の作成②、評価の観点 

 第11 回：模擬授業①「マーケティング」 

 第12 回：模擬授業②「マーケティング」 

 第13 回：模擬授業③「経済活動と法」 

 第14 回：模擬授業④「経済活動と法」 

 第15 回：講義のまとめと模擬授業実習簿の整理 

 

【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.時間配布のプリント 

 2.高等学校学習指導要領解説 商業編 

 3.その他、ガイダンスで指定する 
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43 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

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

 あわせて、自分自身のキャリア学習とキャリア・デザイン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

「一人一人の社会的・職業的自立に向け、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2 回：人間とキャリア 

第3 回：職業指導のはじまりと Career guidance 

第4 回：職業指導から進路指導へ 

第5 回：進路指導からキャリア教育へ 

第6 回：キャリア教育とキャリア･カウンセリング 

第7 回：キャリア教育に関する理論 

第8 回：キャリア･カウンセリングに関する理論 

第 9 回：学習指導要領と学校におけるキャリア教育 

第10 回：学校におけるキャリア教育の意義 

第11 回：学校におけるキャリア教育の展開 

第12 回：GATB、VRT の実習 

第13 回：キャリア教育の計画と指導案の作成 ① 

第14 回：           〃           ② 

第15 回：レポート指導 

 

 

 

【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 文部科学省 

 

 

【受講生へのコメント】 

 自分自身のキャリア学習の参考にもしてください。 
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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2 回：国内総生産と財政政策 

第3 回：金融政策 

第4 回：財市場と貨幣市場における均衡 

第5 回：IS－LM 分析 

第6 回：マンデル＝フレミング・モデル 

第7 回：労働市場 

第8 回：福祉政策 

第 9 回：無差別曲線と最適消費点 

第10 回：需要と供給 

第11 回：供給曲線と厚生分析 

第12 回：独占・寡占 

第13 回：外部効果 

第14 回：外部効果その２ 

第15 回：まとめ 

 

 

 

【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2 回：企業経営と情報（太田） 

第3 回：不確実性、情報と意思決定（テキ） 

第4 回：情報の非対称性と企業（テキ） 

第5 回：統計学とは何か（高田） 

第6回：統計情報とファイナンス:金融工学入門（高田） 

第7 回：情報の可視化概念（下崎） 

第8 回：企業経営における情報化（下崎） 

第 9 回：経営情報の訴求目的と訴求対象（宮川） 

第10 回：IR によるコミュニケーション戦略（宮川） 

第11 回：情報化と組織（川村） 

第12 回：ナレッジ・マネジメント（川村） 

第13 回：経営情報システムの変化と進化（奥田） 

第14 回：戦略的情報システム（奥田） 

第15 回：まとめ 

 

 

 

【評価方法・評価基準】 

 教科書内容を理解しているか基本に、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：山田 オリエンテーション 

第2 回：中瀬 生産システムの歴史と現状 

第3 回：中瀬 マーケティング戦略の変遷 

第4 回：狩俣 経営管理とリーダーシップ 

第5 回：狩俣 NPO 法人の意義 

第6 回：川村 経営組織（機械としての組織） 

第7 回：川村 経営組織（生物としての組織） 

第8 回：小林 標的市場と製品マーケティング 

第 9 回：小林 マーケティング・ミックスと SWOT 

第10 回：テキ 経営財務(コーポレート・ファイナンス) 

第11 回：テキ コーポレート・ガバナンス 

第12 回：下崎 人的資源の管理と開発（１） 

第13 回：下崎 人的資源の管理と開発（２） 

第14 回：山田 まとめ 

第15 回：レポート指導 

 

 

 

【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、六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2 回：国際経営 

第3 回：国際マーケティング 

第4 回：国際マーケティング 

第5 回：貿易・貿易政策 

第6 回：貿易・貿易政策 

第7 回：貿易・貿易政策 

第8 回：国際金融 

第 9 回：国際金融 

第10 回：国際金融 

第11 回：国際産業立地 

第12 回：国際産業立地 

第13 回：国際管理会計 

第14 回：国際管理会計 

第15 回：まとめ 

（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 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うらことにあ

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。最後に、産業の視点から見た金融について解説する。 

 

 

【授業計画】 

 第 1 回：ガイダンス 

 第 2 回：商品としての金融取引 

 第 3 回：個人向け金融商品・サービス 

 第 4 回：企業向け金融商品・サービス 

 第 5 回：日本の金融制度と制度改革 

 第 6 回：日本の金融制度と制度改革 

 第 7 回：金融市場の構造 

 第 8 回：金融市場の構造 

 第 9 回：通貨制度の歴史 

 第10 回：決済業務と貨幣のシステム 

 第11 回：銀行の預金業務と貨幣需要 

 第12 回：銀行の融資業務と貨幣供給 

 第13 回：証券業務 

 第14 回：保険 

 第15 回：まとめ 

 

 

【評価方法・評価基準】 

 期末試験および平常点 (出席状況・小テスト・課題・授業への参加意欲等) から評価する。 

 

 

【テキスト又は参考書】 

 大阪市立大学商学部編 (2002) 『ビジネス・エッセンシャルズ④ 金融』 有斐閣 

 (事前に、レジュメを配布する) 
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49 実証会計論 

Empirical Research in Accounting 
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】 

 本講義では、ディスクロージャー制度の下で開示される会計情報を分析するための基礎的な知識と実証分析の

方法を学習する。ひとくちに会計研究といっても、様々な学問領域があるが、本講義では、主として、財務諸表デ

ータと資本市場の関係を実証分析する研究に焦点を当てる。現実の企業会計を分析するための問題発見と仮説

構築を行い、それを実証的アプローチによって検証する能力を習得することが本講義の目標である。 

 

 

【授業の概要】 

 本講義では、テキストとして大日方 (2013) を使用する。実証分析は、第 8 章以降の後半部分で扱われるが、第

7 章までの前半部分では、実証分析の背景にある会計理論の解説が行われる。 

 

 

【授業計画】 

第1 回：イントロダクション：科学としての会計学 

第2 回：推論規則－論証手法の基礎 

第3 回：利潤、所得と会計利益 

第4 回：資本維持 

第5 回：実現概念 

第6 回：対応原則 

第7 回：費用の期間配分 

第8 回：会計規制 

第 9 回：中間テスト 

第10 回：Event study と Relevance study 

第11 回：会計情報と企業のファンダメンタルズ 

第12 回：会計行動のインセンティブ 

第13 回：会計発生高と利益マネジメント 

第14 回：実証研究のための統計技法 

第15 回：まとめ 

 

 

 

【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：大日方隆『アドバンスト財務会計 (第2 版)』中央経済社, 2013 年。 

 参考書：桜井久勝『財務会計講義 (第15 版)』中央経済社, 2014 年。 

ペンマン (著), 杉本徳栄他 (翻訳) (2005)『財務諸表分析と証券評価』白桃書房。 

パレプ&ヒーリー&バーナード (著), 斉藤静樹 (監訳) (2001)『企業分析入門(第2 版)』東京大学出版会。 

スコット (著), 太田康広他 (翻訳) (2008)『財務会計の理論と実証』中央経済社。 

クリステンセン&デムスキー (著), 佐藤紘光他 (翻訳) (2007) 

『会計情報の理論―情報内容パースペクティブ』中央経済社。 

 

 

【受講生へのコメント】 

 財務諸表の計算構造と会計基準、さらに経済学とファイナンスに関する基礎知識がある学生の受講が望ましい。

財務会計、経済学、ファイナンスの基礎知識の習得には、上記を参考されたい。事前にテキストを十分に予習し

ておくこと。 
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50 マネジメント特講４ 

Topics on Management 4 
竹岡 志朗 

講義・半期・2単位 対象年次：全年次 

 
【授業の目標及びテーマ】 

 商学部では企業の経営について多く学びます。しかし、実際の企業についての経験のない皆さんには、その内

容が少し腑に落ちにくいものになっていると思います。そこで、この講義では、事例を参照しながら、実際にその

事例に経営学の諸理論を当てはめてみると何が見えるのか、ということを皆さんと一緒に考えていきたいと思いま

す。 

 

 

【授業の概要】 

 講義では、こちらが一方的に事例の解釈を説明するだけではなく、皆さんにも同じことをしてもらいます。実際の

講義は、事例を見る時間1/3、私の説明1/3、皆さんによる発表1/3 という配分で進めていきます。 

 

 

【授業計画】 

第1 回：ガイダンス 

第2 回：戦略 

第3 回：戦略 

第4 回：戦略 

第5 回：組織 

第6 回：組織 

第7 回：組織学習 

第8 回：生産管理 

第 9 回：マーケティング 

第10 回：マーケティング 

第11 回：消費者行動 

第12 回：モチベーション 

第13 回：経営情報 

第14 回：ビジネスモデル 

第15 回：まとめ 

 

 

 

【評価方法・評価基準】 

 日々の講義への姿勢と試験等から総合的に判断します。 

 

 

【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】 

 一生懸命に学んだものも、実際に応用してみなければ身にはつきません。この講義では、この応用に力を入れ

ていきます。事例に関する解釈、つまり応用は皆さんにも行ってもらい、それをパワーポイントを使って発表しても

らいます。そのため、予習には相当の時間がかかると思います。 

 

 

【その他】 

 授業計画は変更の可能性があります。 
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51 情報社会論 

Information Society 
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】 

 この講義では、インターネットに代表される20世紀後半のICT（Information and Communication Technology:情報

通信技術）の進歩と情報通信ネットワークの拡張が、社会と文化にどのような影響を与えつつあるのかを、主に私

たちの日常生活・家庭における放送メディアと PC（Personal Computer）の文化的消費の諸相と、その様々な社会

的・文化的帰結に焦点を当てて検討することを目標とする。テキストとして、英国オープンユニバーシティ（放送大

学）のテキストで、いわゆるブリティッシュ・カルチュラル・スタディーズの優れた研究成果の一つである、ヒュー・マ

ッケイ（編著）『消費と日常生活』（1997 年）の一部を使用する。 

 

【授業の概要】 

 序章では、情報社会における文化のダイナミズムを説明する「文化の回路」のモデルと、そこにおける文化的消

費の位置づけを検討する。第５章「放送と視聴者」では、情報社会におけるテレビ・ラジオ等の放送は、視聴スタイ

ルなどのメディア文化を生産・供給する装置であると同時に、視聴者が放送内容を「交渉的に」解釈し、自ら生み

出した新たな意味を用いて、日常生活を変えていく装置としても機能していることを考察する。第６章「家庭におけ

る通信技術の消費」では、PC などの新たな ICT が家庭に普及していく過程で、消費者が、それに対してどのよう

な意味づけを行い、家庭内での利用法を自ら構築していくかを検討する。 

 

【授業計画】 

第1 回：オリエンテーション 

第2 回：序章 文化の回路と消費１ 

第3 回：序章 文化の回路と消費２ 

第4 回：序章 文化の回路と消費３ 

第5 回： 5 章 放送と視聴者1 

第6 回： 5 章 放送と視聴者2 

第7 回： 5 章 放送と視聴者3 

第8 回： 5 章 放送と視聴者4 

第 9 回： 5 章 放送と視聴者5 

第10 回： 6 章 家庭における通信技術の消費1 

第11 回： 6 章 家庭における通信技術の消費2 

第12 回： 6 章 家庭における通信技術の消費3 

第13 回： 6 章 家庭における通信技術の消費4 

第14 回： 6 章 家庭における通信技術の消費5 

第15 回：まとめ 

 

 

【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。期末試験は、テキスト中で、講義で解説した箇所から抜粋した英文に

ついて、その「意味」を日本語で「説明」（英文和訳ではない）する問題を出題する。（ノート、辞書、参考文献等持

込み可） 

 

【テキスト又は参考書】 

テキスト： 

Hugh Mackay ed. (1997) Consumption and Everyday Life Sage Publications 

※序章、5 章、6 章の一部を使用する。十分な予習をしたうえで講義に臨んでほしい。 

参考書： 

ヒュー・マッケイほか（著）『入門 情報社会の社会科学』 NTT 出版 2003 年 

ポール・ドゥ・ゲイほか（著）『実践カルチュラル・スタディーズ―ソニー・ウォークマンの戦略』 大修館書店 2000年 

フランク・ウェブスター（著）『「情報社会」を読む』青土社 2001 年 

グレアム・ターナー（著）『カルチュラル・スタディーズ入門―理論と英国での発展』 作品社 1999 年 

アンソニー・ギデンズ（著）『近代とはいかなる時代か―モダニティの帰結』 而立書房 1993 年 

アート・シルバーブラット『メディア・リテラシーの方法』 リベルタ出版 2001 年 

鈴木みどり（編）『メディア・リテラシーを学ぶ人のために』 世界思想社 1997 年 
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52 証券市場論 

Securities Market 
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】 

 証券市場論へようこそ！本講義は金融制度を学ぶ講義ではありません。証券を発行する企業の行動に焦点を

置き、企業経営と証券市場との関わりを考えることがテーマです。 

 人類の英知と努力が優れた事業の投資機会を世の中に創出します。その事業を価値として評価し、事業から産

まれた成果を人類の幸福のために配分する場所が証券市場です。経営者は証券市場を活用して企業の成長を

目指します。そのために必要な知識、証券市場における価値概念、リスクとリターン、資金調達方法等をコーポレ

ートファイナンス理論に基づいて網羅します。 

 現在は多くの企業でファイナンシャル･リテラシーを持った人材が求められています。事業戦略の価値を評価し、

戦略を実現するためにどのように資金を調達し、獲得した利益をどのように配分するかといった企業の血流ともい

える資金の流れを経営の立場から把握できるようにします。 

 

【授業の概要】 

 証券市場論の決まりごとはたったの３つしかありません。(一)「価値」といったら「割引現在価値」以外を意味しな

い、(二)「利得」といったら「キャッシュフロー」以外を意味しない、(三)「正しい答え」は市場のみが知っている、で

す。これだけを念頭に置いて債券や株式や企業の評価方法を考えていきましょう。その過程では現実に起きてい

る事例を挙げながら、実務の現場で理論がどのように生かされているか、あるいは生かされていないかも検討しま

す。 

 

【授業計画】 

第1 回：証券市場論の学問的体系 

第2 回：証券市場論と経済システム 

第3 回：証券市場の価値概念・債券分析1 

第4 回：証券市場の価値概念・債券分析2 

第5 回：証券市場の価値概念・債券分析3 

第6 回：証券市場の価値概念・株式分析1 

第7 回：証券市場の価値概念・株式分析2 

第8 回：証券市場の価値概念・株式分析3 

第 9 回：証券市場のリスク概念1 

第10 回：証券市場のリスク概念2 

第11 回：証券市場のリスク概念3 

第12 回：企業分析1 

第13 回：企業分析2 

第14 回：企業の財務戦略における課題と限界 

第15 回：まとめ 

 

 

【評価方法・評価基準】 

 学期末試験によって評価を行いますが、最も重要なことは講義に出席して講義を楽しんでもらうことです。ただ

し、毎回出席を取って成績に出席点を加算することには意味がありません。講義に参加さえすれば容易に学期末

試験はクリアできますが、講義に出席した学生が成績評価において何らかのメリットを受ける仕組みにもなってい

ます。詳細は初回の講義で説明します。 

 

【テキスト又は参考書】 

 原則として指定テキストに沿った講義は行いません。愛をこめた講義資料が HP からダウンロードできる仕組み

になっています。必要に応じて参考文献を指示することがあります。 

 

【受講生へのコメント】 

 インベストメントバンカーの実務経験をバックグランドにプロデュースした証券市場論の講義です。受講者諸君と

一緒に毎回エキサイティングな時間を過ごしたいと思います。「次の講義が待ち遠しい！」そんな講義を実現する

ために教員はベストパフォーマンスを尽くします。 
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53 交通論 

Transportation Economics 
湯川 創太郎 

講義・半期・2単位 対象年次：全年次 

 
【授業の目標及びテーマ】 

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

するものであったり、或いは交通自体が社会問題の一つとなったりする。 

 本講義では、こうした交通を、いかにして理解するか、派生する諸事象をどのように分析するかを体得していくこ

とを目的とする。 

 

【授業の概要】 

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

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

ら概説していく。下記のテキスト、参考書の他、重要な情報を適宜レジュメにて紹介していく。 

 また、鉄道産業の海外への進出やその背景となる発展途上国の交通問題などの時事的な話題、交通計画と交

通政策の関わり（2012 年に交通政策基本法が制定され、交通計画に触れる機会が多くなっている）について説明

を加えていく予定である。 

 

【授業計画】 

第1 回：オリエンテーション 

[2～5 回 交通政策とは] 

第2 回：交通・交通政策とは 

第3 回：交通政策の手段 

第4 回：交通政策の主体 

第5 回：国内、海外の交通性政策の事例 

[6～9 回 交通と規制] 

第6 回：市場の失敗と政府の失敗 

第7 回：規制緩和の考え方 

第8 回：規制緩和政策導入の経緯 

第9 回：規制緩和の事例 

[10～11 回 交通と費用] 

第10 回：交通分野での費用負担のあり方 

第11 回：交通社会資本整備のあり方 

[交通と環境・福祉] 

第12 回：環境問題と混雑現象 

第13 回：公平性とバリアフリー・地方交通 

[交通と開発] 

第14 回：発展途上国における交通インフラ整備 

第15 回：まとめ 

 

 

【評価方法・評価基準】 

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

アナウンスに注意する事。 

 

【テキスト又は参考書】 

 テキスト 

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

 参考図書 

『発展途上国交通経済論』土井正幸、勁草書房、1995 

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

 

【受講生へのコメント】 

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

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

Japanese Distribution Policy 
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】 

 戦後の日本の流通政策の展開過程を振返ることで、それぞれの時代の経済的課題との関係性を明らかにしな

がら、日本の流通政策の特質を理解する。 

 

 

【授業の概要】 

 近年，流通では買い物難民が現れる等，市場メカニズムによって解決出来ない問題が生まれている。「大店法」

が廃止された2000年以降、大型店は周辺住民の環境(騒音、ゴミ、駐車場)基準をクリアーできる限り、基本的に出

店が自由になった。市場メカニズムに対する信奉が増える一方で，郊外型 SC の開発が活発化し、中心市街地の

商店街の衰退に拍車がかかり、シャッター通りと言われるほどに疲弊した。また過疎地域を中心に買い物難民問

題が深刻化し、一部の行政はその支援策に積極的に取り組んでいる。日本の流通政策は、戦後の過剰労働力の

吸収という課題から始まって、それぞれの時代の経済的状況と密接に関係している。経済と流通政策との関係と

いう切り口から、日本の流通政策の歴史的展開を議論することにしたい。 

 

 

【授業計画】 

第1 回：はじめに 

第2 回：復興期の流通政策 

第3 回：独禁法の改正 

第4 回：物価問題と流通政策 

第5 回：高度成長期の流通政策 

第6 回：石油ショックと大店法 

第7 回：独禁法と系列化政策 

第8 回：中央卸売市場法 

第 9 回：ボランタリーチェーンによる組織化政策 

第10 回：バブル崩壊と流通規制緩和 

第11 回：大店法の廃止とまちづくり三法 

第12 回：まちづくり三法の改正 

第13 回：地域コミュニティの担い手としての商業 

第14 回：買い物難民対策と流通政策 

第15 回：まとめ 

 

 

 

【評価方法・評価基準】 

 授業への参加意欲と学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】 

 加藤司・石原武政編著『地域商業の競争構造』中央経済社、2009 年。 

 石原武政・加藤司編著『日本の流通政策』中央経済社、2009 年。 

 

 

【受講生へのコメント】 

 商業概論や小売商業論、卸売商業論の講義を受講した学生に対し、これまで断片的にしか話すことができなか

った流通政策についての問題を議論するので、是非受講して欲しい。 
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55 
中級簿記 

Intermediate Bookkeeping 
小田 和幸 

講義・半期・2単位 対象年次：全年次（※） 

※「会計基礎論」の単位を修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ていただきます。 

また講義後半では「工業簿記」に関しても検定試験対策のお話を致します。 

 

【授業の概要】 

 「会計基礎論」の単位を取得した後に、是非みなさん受講してください。 

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

会計の知識が活かされるのか」に関してもお伝え致します。 

 

【授業計画】 

第 1回：簿記一巡の手続き、商品の評価 

第 2回：無形固定資産、引当金 

第 3回：株式の発行、剰余金の配当、企業結合 

第 4回：法人税等、株主資本等変動計算書 

第 5回：本支店会計、銀行勘定調整表 

第 6回：商品売買 

第 7回：消費税、研究開発費 

第 8回：有価証券 

第 9回：有価証券、その他の取引 

第 10回：債務保証、手形、その他の取引 

第 11回：直前演習① 

第 12回：直前演習② 

第 13回：直前演習③ 

第 14回：直前演習④ 

第 15回：まとめ

*直前演習①～④では工業簿記（レジュメ配布にて対応）に関してもお話いたします。 

 

【評価方法・評価基準】 

出席点、ミニテスト（3回予定）と期末試験にて評価します。 

 

【テキスト又は参考書】 

 資格の大原オリジナル教材 

ALFA 2 級商業簿記テキストA編B編 

ALFA 2級商業簿記ドリルA編B編 

ALFA 2 級商業簿記アンサーA編B編 

ALFA 2 級商業簿記レジュメ 

 

【受講生へのコメント】 

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

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

来に役立ちます。また、2 限目の講義になりますので昼休みは質問を受付けます。講義終了後に気軽に声をかけ

てください。 

 



56 流通論特講６ 

Special Lecture on Distribution 6 
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】 

 SC の最新の動向と地域に与える影響 

 

 

【授業の概要】 

 今回の流通論特講は、一般社団法人 日本ショッピングセンター協会の「冠講座」として、ショッピングセンター

(SC)の最新の動向について、実務家のオムニバス方式により、その運営方法、競争関係、地域との関わりなどを

多面的な観点からを学ぶことを課題としている。 

 SC とは、「一つの単位として計画、開発、所有、管理運営される商業・サービス施設の集合体で駐車場を備える

もの」を指し、近隣型から超地域型まで、その規模、形態は異なるものが含まれている。現在の売上規模は 29 兆

7,385 億円（推計値）で、小売業販売総額の 21.1％を占めており、その影響力も大きくなっている。 

 順調に発展しているように見える SC であるが、2000 年以降、SC の数が増えるにつれ、売場面積当たりの売上

効率が低下し、SCの中で空き店舗が増えつつある。他方で、郊外型SCの隆盛は中心市街地の衰退を招くなど、

都市計画やまちづくりの観点から中心市街地と郊外との共存も求められている。単なる買い物の利便性だけでな

く、環境への配慮、地域の活性化など、SC が抱える課題も多いといえよう。現場に詳しい実務家の講義という特徴

を最大限に活かして、SC の最新の動向に迫ることにしたい。 

 

 

【授業計画】 

 第1 回：はじめに 

 第2 回～第14 回：実務家による講義  講師は、現在調整中。 

 第15 回：まとめ 

 

【評価方法・評価基準】 

 授業への参加意欲、学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】 

 加藤司・石原武政編著『地域商業の競争構造』中央経済社、2009 年。 

 その他の文献については、講義中に適宜指示する。 

 

 

【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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57 情報処理演習 

Date Processing Exercise 
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】 

 ・Visual Basic 言語を用いて基本的なプログラミングができるようになる 

 ・プログラミングを通じて、コンピュータの基本的な動作原理を理解する 

 ・Windows 環境におけるプログラム開発の概要を理解する 

 

 

【授業の概要】 

 近年、Windows環境におけるプログラミングは、GUI(Graphical User Interface)、つまり画面デザインにグラフィック

を用い、マウスによって操作する方式が主流となっている。 

 そこで本講では、マイクロソフト社のプログラミング開発環境である「Visual Studio」およびGUIプログラミング言語

である Visual Basic（以下、VB）を用いて、プログラミングの基礎を演習により習得することとする。 

 授業では、毎回、新しい技法を説明した後、各自が実際にパソコンを使用してプログラミングを行い、最後に模

範解答を示して、自らのプログラムの問題点を見つけていく。 

 

 

【授業計画】 

第1 回：オリエンテーション 

第2 回：VB の基礎 

第3 回：コントロールの利用 その１ 

第4 回：コントロールの利用 その２ 

第5 回：条件分岐の制御 

第6 回：繰り返しの制御 

第7 回：コントロールの利用 その３ 

第8 回：コントロールの利用 その４ 

第 9 回：Sub プロシージャの利用 

第10 回：Function プロシージャの利用 

第11 回：デバッグの手法 

第12 回：ファイル処理 

第13 回：グラフィクス処理 

第14 回：総合演習 

第15 回：まとめ 

 

 

 

【評価方法・評価基準】 

 出席点３０％、毎回の課題の提出３０％、学期末試験４０％で評価する 

 

 

【テキスト又は参考書】 

 テキストは開講時に指示する 

 

 

【受講生へのコメント】 

 コンピュータの基本的な操作さえできれば、プログラミングの初心者であっても受講可。ただし、毎回、プログラ

ミングの課題を出すので、それに意欲的に取り組む覚悟をもって受講されたい。 

 プログラミングを実際に経験すると、これまで概念的にしか捉えることができなかったコンピュータ、あるいは情

報システムが、より具体的に把握でき、その本質を見る目が養われる。 

 Visual Basic はプログラミングの入門用言語として、とても取り組みやすいが、非常に高度な機能を併せ持ち、実

社会における実用的なシステム開発にも多く利用されている。本講義で興味をもった諸君は、講義内容をさらに

深く追求していくことにより、職業としてのプログラマーへの道も開けるであろう。 
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58 
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】 

テーマ：国債管理政策の歴史と国債市場の現状分析 

目標：日本の国債は、今日、これまで経験したことのない未開の分野に突入している。国債の無制限発行によっ

て政府債務は累増し、財政の持続的な維持が困難になっている。国債増発によって財政危機に直面しているが、

他方、国債市場は極めて安定している。国債は市中で消化され、財政インフレやクラウディング・アウトは発生して

いない。また、国債相場は安定的に推移し、国債品不足をさえ言われている。国債無制限発行にもかかわらず、

なぜ、国債市場は安定しているのだろうか。この問題を検討するには、まず、従来の国債管理政策を振り返った

上で、次に、バブル崩壊後の国債市場の特徴を分析する必要がある。今日の問題は過去の延長線上にあり、延

長線を遡ることによって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 国債管理政策の変化 

第 2章 バブル崩壊後の国債市場の変化 

第 3章 撤廃された国債発行の立憲的制約と国債無制限発行体制の確立 

第 4章 国債投資資金の形成構造 

第 5章 流動性の高い国債市場と銀行の投資行動 

第 6章 非伝統的金融政策と国債市場 

第 7章 デフレ脱出と国債管理政策の課題 

 

【授業計画】 

第 1回：国債管理政策の転換 

第 2回：国債市中消化と市場流動性の向上 

第 3回：バブル崩壊後にみる国債膨張構造 

第 4回：国債発行市場の変化 

第 5回：国債流通市場の変化 

第 6回：赤字国債無制限発行体制の確立 

第 7回：国債投資資金の形成構造 

第 8回：銀行の投資行動 

第 9回：非伝統的金融政策と国債市場(1) 

第 10回：非伝統的金融政策と国債市場(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：デフレ脱出と国債管理政策の課題 

第 14回：予備 

第 15回：まとめ 

 

 

【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。 



59 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2 回：産業立地論とは何か (1) 

第3 回：産業立地論とは何か (2) 

第4 回：事業拠点の立地選択について (1) 

第5 回：事業拠点の立地選択について (2) 

第6 回：産業活動連鎖と企業の立地行動 (1) 

第7 回：産業活動連鎖と企業の立地行動 (2) 

第8 回：経済社会の立地環境について (1) 

第 9 回：経済社会の立地環境について (2) 

第10 回：経済社会の立地環境と地域政策 (1) 

第11 回：経済社会の立地環境と地域政策 (2) 

第12 回：グローバル化の中の大阪の産業集積 (1) 

第13 回：グローバル化の中の大阪の産業集積 (2) 

第14 回：グローバル化の中の大阪の産業集積 (3) 

第15 回：授業のまとめ 

 

 

 

【評価方法・評価基準】 

 学期末試験（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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60 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』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』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 

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。 
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61 アントレプレナーシップ論 

Entrepreneurship Study 
山田 仁一郎 

講義・半期・2単位 対象年次：全年次 

 
【授業の目標及びテーマ】 

 この講義では、経済構造変化の中で、新規開業企業・ベンチャーやアントレプレナーシップ（企業家活動）が有

する現代的意義と課題について理解できるようになることを目的とする。到達目標は、受講生が講義を通じて、直

接的な対話・議論をしながら、企業家活動の理論やイノベーション現象を分析し、具体的な事例を考察する能力

や洞察を得るスキルを修得することである。 

 

【授業の概要】 

 本講義においては、この新規事業の創造の様々な局面における企業家活動の役割ついて、ケースメソッドを通

して学ぶ。この講義の主要なテーマは、新しい事業創造のために必要となる企業家活動と広義の企業家活動戦

略(Entrepreneurship Strategy)である。特に新技術に関わるニューベンチャーの創出について、その過程を事業

機会、経営資源、企業家（チーム）のバランスなどの観点から学習する。また、可能な範囲で、大企業の新製品開

発と事業創造の失敗の原因、社会変動の運動を生み出す NPO 活動などについても企業家活動理論の観点から、

検討する。 

 

【授業計画】 

第1 回：講義概要とガイダンス 

第2 回：社会における企業家の役割 

第3 回：組織の成長とライフサイクル 

第4 回：日本におけるベンチャーの近現代史 

第5 回：新規開業とティモンズ・モデル 

第6 回：ベンチャーの事例ディスカッション（1） 

第7 回：インキュベーションと新規開業 

第8 回：産業政策・集積とクラスター 

第 9 回：産学官連携の事例ディスカッション(2) 

第10 回：コーポレート・ベンチャリングの戦略論 

第11 回：コーポレート・ベンチャリングの組織論 

第12 回：中間試験（予定、変更可能性あり） 

第13 回：ベンチャーと大企業の戦略的連携 

第14 回：ソーシャル・ベンチャーと企業家活動 

第15 回：まとめ 

 

 

【評価方法・評価基準】 

 (1) 毎回の講義での発言や参加貢献度(25%)、(2) レポートや中間試験(25%)、(3) 評価は、講義日程終了後に

提出されるレポートもしくは試験(25%)などによって、学習の進捗状況等を総合的に判断する。 

 

【テキスト又は参考書】 

 テキストは、『大学発ベンチャーの組織化と出口戦略』（中央経済社、山田仁一郎）です。副読本としては、『アン

トレプレナーシップ入門：ベンチャー創造を学ぶ』（有斐閣ストゥディア）がハンディなものとしてあります。下記文

献も受講前に、大学生の一般教養として是非参照するとよい。『20 歳のときに知っておきたかったこと スタンフォ

ード大学集中講義』(ティナ・シーリグ、阪急コミュニケーションズ)、『経営革命の構造』 (岩波新書、米倉 誠一郎)。 

 

【受講生へのコメント】 

 講義中、発言カードを毎回配布しながら、回収・カウントするなど積極的な講義中の発言・貢献を重視しながら、

進行します。予習は、まず参考図書を読むところから始めることを推奨します。そのあとは NHK 白熱教室の

YouTube を斜め見しながら、『20 歳のときに知っておきたかったこと』をみると、やる気が出てくるでしょう。予習ノ

ートは、受講準備で気づき、知ったことなどをまとめて、議論やレポート、試験に挑んでください。オフィスアワー

は、メール（yamada@bus.osaka-cu.ac.jp）でアポイントを取ってきてください。 
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62 技術史 

History 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】 

 技術と生産手段の体系であり、技術の発達は生産力の発展、経済の発展に直接的・間接的に影響を与えている。

また、技術の発達は、労働のあり方をも変えることから、生産様式のあり方をも変える。これらの結果として物質的

な豊かさをもたらす一方で、熟練の解体による作業労働の単純化をもたらし、不安定雇用の条件を形成するもの

でもある。このように技術の発展は我々の生活に大きな影響を与えている。 

この講義では、資本主義の成立以降、今日までの生産力の発展をその技術的画期に着目しながた概観すること

を通じて、生産システムのあり方について考えていくことを目標とする。 

 

 

【授業の概要】 

 生産様式、生産システムは基本的な要素は、人＝労働力と生産手段＝技術の結合様式である。19 世紀、20 世

紀、そして21世紀と経てきている資本主義の歴史の中で、どのような技術が求められ、確立し、それが生産システ

ムをどう形成し、我々の生活様式、社会にいかなるインパクトを与えてきたかについてみていく。 

 

 

【授業計画】 

 第 1 回：ガイダンス 

 第 2 回：経済学・経営学と技術 

 第 3 回：生産力の発展と技術 

 第 4 回：産業革命と技術発展－道具と機械－ 

 第 5 回：産業革命と技術発展－繊維機械－ 

 第 6 回：産業革命と技術発展－蒸気機関－ 

 第 7 回：産業革命と技術発展－切削加工－ 

 第 8 回：産業革命の技術的意義－まとめ－ 

 第 9 回：アメリカンシステム①－互換性生産－ 

 第10 回：アメリカンシステム② 

 第11 回：マスプロダクション－フォードシステム－ 

 第12 回：リーン・生産システム－トヨタシステム－ 

 第13 回：２１世紀の生産システム 

 第14 回：２０世紀の生産システムのまとめ 

 第15 回：まとめ 

 

 

【評価方法・評価基準】 

 １００％学期末試験の成績で評価する。 

 

【テキスト又は参考書】 

 テキストは使用しない。参考書は講義中に適宜指示する。 

 

【受講生へのコメント】 

 適宜イメージをつかむためにビデオ等の教材を使用する。 

 出席はとらないので、聞く気のない者は講義に参加しないこと。 
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63 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 

 
【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2 回：Ｒ入門１ 

第3 回：Ｒ入門２ 

第4 回：プログラミングの基礎 

第5 回：1 変量データの解析１ 

第6 回：1 変量データの解析２ 

第7 回：多変量データの整理 

第8 回：重回帰分析の基礎 

第 9 回：重回帰分析の応用 

第10 回：回帰分析の諸問題と対応策 

第11 回：時系列分析の基礎 

第12 回：時系列分析の応用 

第13 回：主成分分析 

第14 回：高度な手法の紹介 

第15 回：期末レポート指導 

 

 

【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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64 金融論 

Monetary Theory 
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】 

 金融の存在意義、その役割（機能） 

 

 

【授業の概要】 

 金融業務に携わる人びとは、自身の仕事の意義をどのように位置づけているか。金融や金融機関の活動が、個

人や企業、そして社会に対して及ぼす影響が、近年、強く意識されているだけに、金融という仕事の意味、金融機

関の存在意義が、あらためて問い直される。社会的存在意義のない職業や制度は、歴史が経過するなかで長期

的には消滅するだろう。リーマン・ショックの後で考えられたように、個人や企業、社会に対して、金融は、悪影響

を及ぼすものなのか、あるいは、そのしばらく前に議論されたように、イノベーションを通じて、経済発展をひきお

こし、社会を豊かにするものなのか。はたまた、古典派経済学のいうように、金融は、経済に対して中立なのか。こ

の問題は、１７世紀から長く続けて議論されている問題である。そして、その際に取り上げられてきた金融の機能

や役割についての論点は、上記の三つだけではない。 

 本講義では、このような金融の果たす様々の役割（機能）について紹介する。前半では、比較的最近の研究で

ある新制度派のミクロ経済学の立場からの、私経済的な（個別の企業や個人にとっての）金融の機能を紹介する。

後半部分では、国民経済的な（一国全体という観点での）金融の機能について講義する。 

 

 

【授業計画】 

 第 1 回：はじめに: 金融の機能 

 第 2 回：金融契約と協同: ダイアモンドのモデル 

 第 3 回：融資（１）: スティグリッツのモデル 

 第 4 回：融資（２）: ピーターセンのモデル 

 第 5 回：ダイアモンドとダイビックのモデル 

 第 6 回：金融の機能とリスク 

 第 7 回：リスクと規制 

 第 8 回：非作用理論と社会法理論: 古典派と歴史学派 

 第 9 回：運動論的信用論と交換信用論: マルクスとプルードン 

 第10 回：再生産信用理論: マルクスからポラーク 

 第11 回：追加的信用の発展理論: シュンペーターとハーン 

 第12 回：信用恐慌論: ウィルソン、ヴィクセル、ケインズ 

 第13 回：追加的信用の均衡理論と生産信用論: アダム・スミス 

 第14 回：金融による協同と連合: 私経済的機能と国民経済的機能 

 第15 回：まとめ 

 

 

【評価方法・評価基準】 

 学期末試験 

 

 

【テキスト又は参考書】 

 テキストは使用しない。毎回、資料を配布する。 
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65 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】 

 木曜 4 限に予定されている本講義は、「戦略とマネジメント」の視点から、様々な経営事象を概観することを目的

とする。ただし、そのような視座は、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一助となることを目指す。 

 

【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

観点から進め頂きたいと考えています。 

 

 

【授業計画】 ※受講生の数とバックグラウンドによって変更の可能性あり 

 第1 回：オリエンテーション 

 第15 回：まとめの講義 

 

 その間の 13 回の講義の中で 5～6 回程度のケース・スタディ（もしくはグループワーク）を行う予定です。 

 また、グループワークは、受講生5 名前後で 1 グループを作り、課題に取り組んで頂く予定です。 

 

 

【評価方法・評価基準】 ※受講生数によって変更の可能性あり 

 グループワークを行いますので、基本的に第1 回の講義への出席を必須とします。 

 出席1 回あたり 3 点（満点45 点）、6 回以上の欠席は評価対象外とします。 

 受講生数により変動しますが、小テストを講義中に 2～3 回程度行う予定とします。 

 ケース・スタディやグループ・ワークなどのプレゼンテーションは受講生による相互評価とします。 

 また講義中の有用な発言は適宜加点します。 

 

 

【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。また見知らぬ者同士で

も議論をし、ケース・スタディを通じて協働で目標を達成することを大切にして下さい。このことは将来的な仕事の

プロセスと何ら変わりはありません。このため、講師は突拍子もない質問や課題を投げかけるかもしれません。 

 なお、グループでの学習を前提としていますので、それを望まない方は受講を控えて下さい。 
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66 通商政策論 

Trade Policy 
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】 

 通商政策とは、貿易、外国為替取引、資本移動など、外国との財・サービスや資本の取引に関する政策である。

通商政策の目的は、一国の経済成長や構造改革等を実現することである。よって通商政策は、それ自身が独立し

て存在するのではなく、総体的な経済政策の一部を構成する。このため、この講義では、通商政策それ自体の説

明だけでなく、世界経済や各国経済の理解に主眼を置き、そのもとで通商政策がどう位置付けられるかを見てい

く。 

 

 

【授業の概要】 

 通商政策に関する様々なトピックスを順次講義する。 

 受講生が専門知識ゼロを前提に講義をする。 

 

 

【授業計画】 

第1 回：序論 

第2 回：為替レートの決定（短期） 

第3 回：国際収支と為替レート 

第4 回：為替レートの決定（長期） 

第5 回：アジア通貨危機 

第6 回：アジア通貨危機 

第7 回：サブプライムと世界金融危機 

第8 回：中国経済 

第 9 回：欧州債務危機 

第10 回：海外へのアウトソーシング 

第11 回：TPP 

第12 回：TPP 

第13 回：米国の通商政策 

第14 回：近代通商政策史 

第15 回：まとめ 

（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。試験時の資料持ち込みについては、後日指示する。 

 

 

【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。 

 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】 

 日本経済にとって、円高は、景気を悪化させる大きな要因の一つである。また、日本の輸出産業にとって、円高

にどう対処するかは、その 大の経営課題の一つである。ところが皮肉なことに、円高に対処しようとする日本企

業の取り組みが、さらなる円高を引き起こす原因となった。このことが、変動相場制移行後、長期間にわたり円高

が進んだ大きな理由である。このように、なぜ円高が起こるのか、また、それに対し企業はどう対処すべきかを、

第2～4 回（為替レートの決定）で説明するので、まずはこの問題をよく理解してほしい。 
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67 小売商業論 

Theory of Retailing 
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、わが国の流通システムは劇的な変化を経験しようとしています。それは特に小売段階において顕著であ

り、我々消費者も目の当たりにしている所です。しかし、ではなぜ、どのように小売業が変化するのか（してきたの

か）、についての説明を求められても、一筋縄ではいかないはずです。それは、表層的な変化を生み出すバック

ボーンや水面下のメカニズムが見えにくいからです。そこでこの講義では、小売業の動態を【構造変化】【業態発

展】【役割変容】という切り口から考察し、日本の小売業の現状や、それが立ち現れてきた史的経緯、および理論

的な説明枠組みを学んでもらいます。 

 ここでは、『商業概論』をすでに履修した人を想定した上で、（1）「小売現場は理論をこえる（現実の小売業の動

態を理論的に説明することはしばしば困難である）」、という面白さ、（2）小売業の変化は常に消費（小売環境）とい

うよりもむしろ意図をもった企業家がもたらす、というドロくささを知ってもらうことが目標となります。 

 

 

【授業の概要】 

 イントロダクションを除き、Ⅲ部構成で進めます。まず第Ⅰ部【構造変化】（第2〜5回）にて、マクロ的にわが国全

体および大阪の小売商業構造の変化を概観します。次に第Ⅱ部【業態発展】（第 6〜11 回）にて、小売発展を説

明する理論的枠組みを確認した後、具体的な小売業態のケーススタディーに入ります。最後に第Ⅲ部【役割変容】

（第12〜14 回）では、流通システムにおける小売業の役割の変容を象徴する近年の話題をピックアップしながら、

理論的に解説していきます。途中、適宜、ビデオ映像も使用する予定です。 

 

 

【授業計画】 

第1 回：小売とは何か？ 

第2 回：わが国小売商業構造の変化 

第3 回：中小小売商業の問題 

第4 回：中小小売商業の「生き残り戦略」 

第5 回：大阪の小売商業 

第6 回：小売店舗業態の発展 

第7 回：企業家精神の重要性 

第8 回：百貨店と総合スーパー 

第 9 回：食品スーパーとコンビニ、そして「アンチ」 

第10 回：ディスカウントストアと SPA 

第11 回：商店街とショッピングセンター 

第12 回：小売業者のパワー 

第13 回：小売業者の PB 開発 

第14 回：インターネット通販の挑戦 

第15 回：まとめと復習（期末試験について） 

 

 

 

【評価方法・評価基準】 

 中間リポート（ただし「予定」であり、ボーナス・オプション扱い）、および期末試験により評価します。  

 評価ベースはあくまで期末試験です。出席等は一切とりません。ですから、わざわざ喋りに、友達に会いに出席

していただく必要は一切ありません。くれぐれもご注意ください。 

 

 

【テキスト又は参考書】 

 特にテキストは指定しません。代わりに、毎回、レジメ、資料等を配布します。 

 理論的な参考書として、大阪市立大学商学部編（2002）『ビジネス・エッセンシャルズ⑤ 流通』有斐閣、田村正紀

（2001）『流通原理』千倉書房、矢作敏行（1996）『現代流通』有斐閣、をあげておきます。 
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68 財務会計論特講３ 

Topics on Financial Accounting 3 
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】 

 本講義の目的は、コーポレートガバナンス（企業統治）の基礎および応用について学び、理解することである。

企業は誰によってどのように統治されているのか、およびガバナンス構造の違いがどのような経済的帰結を生み

出すのかについて解明することは、アカデミックサイドのみならず実務家サイドにおいても最も関心が高いトピック

の１つである。本講義では、企業の経営者がいかなるメカニズムによってどの程度規律付けられているのかにつ

いて深く考える機会を提供する。 

 

 

【授業の概要】 

 講義の前半では、コーポレートガバナンスの定義および具体的内容について、会社法、会社法施行規則、金融

商品取引法、企業内容の開示に関する内閣府令といった制度について解説することに重点を置く。講義の後半

では、コーポレートガバナンスにかんする理論および実証研究について詳しく説明する。 

 

 

【授業計画】 

第1 回：コーポレートガバナンスの概要 

第2 回：コーポレートガバナンス・コードの内容 

第3 回：コーポレートガバナンス報告書の内容 

第4 回：株式会社における機関設計 

第5 回：社外取締役および社外監査役の役割 

第6 回：監査役会設置会社の特徴 

第7 回：指名委員会等設置会社の特徴 

第8 回：監査等委員会設置会社の特徴 

第 9 回：わが国の企業におけるガバナンス構造 

第10 回：株主による規律付け 

第11 回：メインバンクと負債による規律付け 

第12 回：M&A による規律付け 

第13 回：ガバナンスと財務報告の品質の関係 

第14 回：ガバナンスと監査の品質の関係 

第15 回：まとめと展望 

 

 

 

【評価方法・評価基準】 

 期末テストで評価するが、講義中の小テストも若干加味する。 

 

 

【テキスト又は参考書】 

 テキストは講義中に指示する。 

 

 

【受講生へのコメント】 

 コーポレートガバナンスに関する知識は、公認会計士、M&A コンサルタント、ファンドマネージャーだけでなく、

金融機関で勤務するものにとっては必須である。しっかりと勉強して欲しい。 
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69 
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 

 

【授業の目標及びテーマ】 

 本講義の目的は、都市像や地域政策のあり方を考察することにあります。講義では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、講義の内容は観光地形

成による地域づくりです。 

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

ころから出発し、事例をもとに考察を進めます。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、そのための基本的事項を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。観光客を呼び込むための取組みや、観光客と接するこ

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考察しま

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。 

 

【授業計画】 

第 1回：オリエンテーション 

第 2回：社会の変化と観光 

第 3回：観光行動を支える産業① 

第 4回：観光行動を支える産業② 

第 5回：観光行動を支える産業③ 

第 6回：ホスピタリティと観光 

第 7回：観光とまちづくり 

第 8回：多様な主体の連携と着地型観光① 

第 9回：多様な主体の連携と着地型観光② 

第 10回：農村の新たな取組の事例① 

第 11回：農村の新たな取組の事例② 

第 12回：都市政策と観光① 

第 13回：都市政策と観光② 

第 14回：まとめ 

第 15回：最終試験について 

 

 

【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考

慮します。 

 

【テキスト又は参考書】 

 碩学舎『１からの観光事業論』、発行日 2016年２月 

※碩学舎より『１からの観光』というテキストも出版されていますが、内容は異なります。間違いがないよう注意してく  

ださい。 

 

【受講生へのコメント】 

 受講後、観光地まちづくりを見る眼に変化があることを期待します。 



70 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2 回：平均の変化と個別事象の不確実性 

第3 回：同時確率と条件付き確率 

第4 回：統計的独立 

第5 回：条件付き平均と期待損失 

第6 回：ロスコントロール、内部リスク分散 

第7 回：平均、分散、期待値の演算 

第8 回：共分散と相関 

第 9 回：リスクコントロールの手法 

第10 回：リスクコントロールの阻害要因 (1) 

第11 回：リスク-ベネフィット評価 

第12 回：リスクコントロールの阻害要因 (2) 

第13 回：個体の均質性と相関のジレンマ 

第14 回：産業統計論の諸課題 

第15 回：まとめ 

 

 

 

【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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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会計基準の特徴と功罪 

 第 2 回：日本の会計・開示制度国際化への波動 

 第 3 回：ヨーロッパ及びアメリカにおける会計基準国際化の動き 

 第 4 回：アメリカにおける会計不祥事とその影響－エンロン事件を中心として－ 

 第 5 回：ＳＯＸ法及びＪ－ＳOX 法と内部統制 

 第 6 回：会計基準国際化に向けた世界の動向 

 第 7 回：ＩＦＲＳ導入に向けたアメリカの近年の動向 

 第 8 回：ＩＦＲS 導入に向けた日本の近年の動向 

 第 9 回：ＩＦＲＳと日本基準の相違点概論 

 第10 回：ＩＦＲS と日本基準の個別会計処理の主な相違点（１） 

 第11 回：ＩＦＲＳと日本基準の個別会計処理の主な相違点（２） 

 第12 回：アメリカ及び日本の動きに関する最新情報 

 第13 回：キャッシュフロー計算書（１） 

 第14 回：キャッシュフロー計算書（２） 

 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（1 回～2 回）を加味して評価する。 

 期末テスト 80％ 

 平常点   20％ 

 

【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 経営史 

Business History 
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】 

 企業経営を歴史的に分析して捉えるとともに、その方法を実際の事例に適用した授業をします。その授業を通じ

て受講生に経営史的な観点を経験していただいて、参考にしていただきます。 

 

【授業の概要】 

 ここ数年、日本の景気は上向いており、学生の新卒採用も悪くはないといわれています。しかし、いまだ、安心

のできる状態ともいえません。他方で，中国やインドといった新興国の経済的な落ち込みを予告する言説も見受

けられますが、進展しているのも間違いありません。そうした近年のアジア地域の経済発展をこの地域の経済「再

興」と捉える歴史学の研究が出てきています。 

 以上のような情勢にあって私たちはどのように現在を捉えて前に進んでいけばいいのでしょうか。ここで、歴史

的な思考が求められます。というのは、これまでの企業経営はどのように歩んできたのかを踏まえると、これからど

のような方向に進んでいくのか、行けばいいのかの道筋がみえてくると考えられるからです。「動かない」過去の

事実を、現在の問題意識でもって分析し、今後の歩みを検討する際の材料とするのです。本授業では、企業経営

の歴史を主軸に検討していきます。 

 そこで、まず、企業経営の歴史である経営史にはどのような課題があるのかを検討します。次に、産業革命期か

ら現在に至るまでの、とくに生産システムの歴史的な流れを検討します。また、とくに関西地方のビジネスについ

て、具体的なあり方を取り上げて考えたいと思います。その際、実際に企業経営に携わっていらっしゃる方のお話

を聞いていただく機会も設けたいと思います。これからの企業経営のあり方を一緒に考えていきましょう。 

 

【授業計画】 

第1 回：本講義のガイダンス 

第2 回：経営史学の課題 

第3 回：経営史の哲学 

第4 回：イギリス産業革命の意義① 

第5 回：イギリス産業革命の意義② 

第6 回：アメリカ大量生産大量体制構築の意義① 

第7 回：アメリカ大量生産大量体制構築の意義② 

第8 回：日本の柔軟システム構築の意義① 

第 9 回：日本の柔軟システム構築の意義② 

第10 回：中国等新興国の生産システムの意義① 

第11 回：中国等新興国の生産システムの意義② 

第12 回：関西企業の経営行動の歴史的分析 

第13 回：これからの生産システムのあり方について 

第14 回：レポート発表会 

第15 回：まとめ 

 

 

【評価方法・評価基準】 

 出席点、レポート点、試験等総合的に評価します。 

 

【テキスト又は参考書】 

 授業開始後、テキストを指定します。今しばらくお待ちください。なお、サブテキストを以下に提示します。 

 サブテキスト：E・H・カー（1962）『歴史とは何か』岩波新書、 

渓内謙（1995）『現代史を学ぶ』岩波新書、 

大河内暁男（1991）『経営史講義』東京大学出版会、 

中瀬哲史（2005）『電気事業経営史』日本経済評論社、 

宮本又郎・阿部武司・宇田川勝・沢井実・橘川武郎（1999）『日本経営史』有斐閣、 

宮本又郎・岡部桂史・平野恭平（2014）『1 からの経営史』碩学舎など。 
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73 国際管理会計論 

International Management Accounting 
岡野 浩 

講義・半期・2単位 対象年次：全年次 

 
【授業の目標及びテーマ】 

 グローバルな製品開発の競争が激化しています。とりわけ、海外の顧客ニーズを素早く反映させる組織能力が

重要になっています。 

 本講義では、テキストに沿って解説しながら、各自の関心ある業種や企業のケース研究を通じて、マーケティン

グ・生産管理・調達・技術管理・情報管理のグローバル化について学習します。 

 

 

【授業の概要】 

 欧米のビジネススクールでの基礎科目が管理会計です。 

 ポーターの競争優位分析、バーニーほかの資源ベース戦略論、ハメルとプラハラードのコア・コンピタンス論、

ダイナミック戦略論、知識経営そして実践ベース戦略論などの戦略思考を実際の企業活動のなかで具体化させる

ものであり、究極的には人の評価に直接かかわるものです。 

 企業だけでなく国や地方公共団体、国連・UNESCO などの国際機関、NPO など、あらゆる組織の経営・管理を

行う上で必要不可欠なものです。 

 まず、研究する業界や企業など決めて、その組織の業績評価・人事評価の制度についての論点を探すことから

始めます。 

 

 

【授業計画】 

第1 回：評価方法、凝縮ポートフォリオの作成指導 

第2 回：管理会計の生成発展 

第3 回：国際戦略の理論 

第4 回：日本企業の管理会計の特質と変容 

第5 回：製品開発と原価企画の発展 

第6 回：原価企画の国際比較 

第7 回：制約理論とスループット会計 

第8 回：活動基準原価計算 

第 9 回：環境コスト管理・エコデザイン 

第10 回：戦略管理会計（ＥＶA など） 

第11 回：人材開発と業績評価 

第12 回：バランス・スコアカード 

第13 回：情報システム・統合業務パッケージ 

第14 回：アメーバ経営 

第15 回：まとめ 

 

 

 

【評価方法・評価基準】 

 提出物（凝縮ポートフォリオ＋論文）にて評価します。 

 

 

【テキスト又は参考書】 

 岡野＋小林（＋トヨタ技術者）『コストデザイン』大阪公立大学共同出版会、２０１５年。 

 

 

【受講生へのコメント】 

 これまでの理論を学び、最近の事例からその理論を発展させる方法を学びとってください。事例を数多く知るの

ではなく、理論を練り上げてください。社会科学は哲学・社会学がベースです。 
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74 外書講読（英語） 

Foreign Literature Reading (English) 
松村 眞吾 

講義・半期・2 単位 対象年次：2 年次以上 

 
【授業の目標及びテーマ】 

 戦略、イノベーションの理論は数多いが、その実践こそが重要である。学習する組織など、実践に関する論文を

英語原文で読むことにより、より深く学習し考える機会とする。 

 

【授業の概要】 

 受講者から指名して段落ごとに内容を要約させる。必要なことは意味するものを読み取ることである。予習を行

っておくこと。 

 

【授業計画】 

 第 1 回：オリエンテーション 

 第 2 回：Capture More Value１ 

 第 3 回：Capture More Value２ 

 第 4 回：Capture More Value３ 

 第 5 回：Capture More Value４ 

 第 6 回：Why Organization Don’t Learn１ 

 第 7 回：Why Organization Don’t Learn２ 

 第 8 回：Why Organization Don’t Learn３ 

 第 9 回：Why Organization Don’t Learn４ 

 第10 回：Why Strategy Execution unravels and What to Do About it１ 

 第11 回：Why Strategy Execution unravels and What to Do About it２ 

 第12 回：Why Strategy Execution unravels and What to Do About it３ 

 第13 回：Why Strategy Execution unravels and What to Do About it４ 

 第13 回：Why Strategy Execution unravels and What to Do About it５ 

 第15 回：まとめ 

 

【評価方法・評価基準】 

 出席・受講態度と期末試験により評価する。 

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

 

【テキスト又は参考書】 

 以下の論文を使用する (プリント配布)。 

1. Stefan Michel “Capture More Value” Harvard Business Review October,2014 

2. Francesca Gino & Bradley Staats “Why Organization Don’t Learn” Harvard Business Review November2015 

3. Donald Sull,Robert Homkes & Charles Sull ” Why Strategy Execution unravels and What to do About it”  
Harvard Business Review, March 2015 

 

【受講生へのコメント】 

 英語は「“読む”より“慣れろ”」ということを知ってください。あるいは「案ずるより産むが易し」です。頑張りましょ

う。 
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75 外書講読（英語） 

Foreign Literature Reading (English) 
中西 倭夫 

講義・半期・2 単位 対象年次：2 年次以上 

 
【授業の目標及びテーマ】 

 日本企業の国際化が進んで、海外投資家に向けての英文財務諸表の公開が進んでいる。この状況に対応する

ため、現時点で公開されている英文財務諸表を企業のホームページより入手し、読解して内容説明できる能力の

獲得を目指す。 

 

 

【授業の概要】 

 日本企業が公開している英文財務情報の現状を紹介し、説明する。そのあと具体的な企業がインターネット上

でどのように英文財務情報を公開しているか確認し、資料を入手し読み解くこととする。 

 

 

【授業計画】 

 第 1 回：イントロダクション 

 第 2 回：決算短信の英文 

 第 3 回：同上（続き） 

 第 4 回：株主総会の招集通知の英文 

 第 5 回：同上（続き） 

 第 6 回：Annual Report 

 第 7 回：同上（続き） 

 第 8 回：外国企業の有価証券報告書（米国基準） 

 第 9 回：同上（続き） 

 第10 回：外国企業の有価証券報告書（IFRS 基準） 

 第11 回：同上（続き） 

 第12 回：日本企業の Annual Report（米国基準） 

 第13 回：日本企業の Annual Report（IFRS 基準） 

 第14 回：同上（続き） 

 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。 

 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】 

 テキストは特に指定しませんが必要に応じて資料を印刷して配布します。 

 

 

【受講生へのコメント】 

 授業中の指示した資料をインターネット上から事前にダウンロードして十分に予習しておくこと。 
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76 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。 

 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 回のなかで英語の論文を読み、内容を理解してもらうので、学生自身の自習が欠かせない点をよくわかっ

た上で受講すること。 
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77 外書講読（英語） 

Foreign Literature Reading (English) 
佐藤 雄一 

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】 

 我が国企業の海外でのビジネス展開は近年ますます活発化しており、あわせて海外投資家の日本企業に対す

る関心も飛躍的に高まっている。この講義ではディスクロージャ（情報開示）の重要性を充分理解していただくとと

もに、日本を代表するグローバル企業のAnnual Reportを通して、日本企業が全世界の投資家に対してどのような

情報発信を行っているかを学んでもらいたい。 

 

【授業の概要】 

 日本を代表するグローバル企業の Annual Report の中から、会社の中期経営計画、コーポレートガバナンス、経

営者から投資家へのメッセージ、さらにはリスクマネジメントといった個々のテーマについての資料を配布し、一

緒に読み進めていきたい。その中で経営者が投資家に真に伝えたい情報は何か？について、皆さんに考えて

いただきたい。 

 

【授業計画】 

 第 1 回：ディスクロージャ制度について Annual Report とは何か（講義） 

 第 2 回：Annual Report 購読（１） annual report の構成 中期経営計画の概要 

 第 3 回：Annual Report 購読（２） 中期経営計画の概要 

 第 4 回：Annual Report 購読（３） 執行役社長インタビュー 

 第 5 回： 〃    〃    （４）    〃     〃 

 第 6 回： 〃    〃    （５） コーポレートガバナンス 

 第 7 回： 〃    〃    （６） コーポレートガバナンス 

 第 8 回： 〃    〃    （７） リスクマネジメント 

 第 9 回： 〃    〃    （８） リスクマネジメント 

 第10 回： 〃    〃    （９） ＣＳＲ経営 

 第11 回： 〃    〃    (10) 財政状態、経営成績、及びキャッシュフローの状況の分析 

 第12 回： 〃    〃    (11)    〃    〃      〃 

 第13 回： 〃    〃    (12)    〃    〃      〃 

 第14 回： 〃    〃    (13)    〃    〃      〃 

 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

します。 

 

【テキスト又は参考書】 

 Annual Report 文献を講義の中で配布するので、テキストはありません。 

 参考書等については、講義の中で適宜紹介します。 

 

【受講生へのコメント】 

 日本のグローバル企業が全世界の投資家に向けてどのようなMessageを発信しているかを、Annual Reportを読

むことによって実感してください。 
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78 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】 

 我が国の企業がその先進性を維持し、持続的に発展していくためには、少子高齢化社会への対応、地球人口

の中心地域である新興市場を捉えた的確な製品もしくはサービスの開発、人類の生存を保証する地球環境保全

への取り組みなど、様々な課題を克服していかなければならない。それに向けての処方箋が今までの経営およ

び業務運営の延長線上にあるとは思えない。それができるようなイノベーティブ組織の育成、それを支援する官

民一体となった取り組み、さらには経済に関わる組織体だけでなく国民全員の意識改革が必要となる。本講義は

その処方箋について、商学部で取り組んできた研究成果の一端をできるだけ平易に講述して、受講者と一緒に

なって考えようというものである。 

 

【授業の概要】 

 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 回から第4 回） 

Ⅱ．市場拡大へのグローバル戦略（第5 回から第8 回） 

Ⅲ．イノベーティブサステナビリティを牽引する仕組み・外部支援（第9 回から第11 回） 

Ⅳ．サステナビリティの確保：先進国が先進的であるために（第12 回から第14 回） 

 

【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」【検討中】 

 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」【検討中】 

 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」【検討中】 

 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が、講義中に行う演習の結果も勘案する。2016 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】 

 太田雅晴編著『経営のイノベーティブサステナビリティ』中央経済社 

 

【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、是非その糸口をつかんでもらいたい。 
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79 キャリアデザイン論１ 

Carrier Design 1 
小林 哲 

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】 

 商学部の講義には、就職および実社会で役立つ知識が数多く存在します。しかし、単にそれを得るだけで就職

や実社会で使えるものになるとは限りません。これらの知識を自らのキャリアデザインのもと、選択し、組み合わせ、

将来の目的に必要な知識に組み替えることが必要です。本授業は、そのために必要な能力を身につけることを

目的としています。 

 したがって、本授業は、就職希望先を定め、そこに就職するために必要な知識やノウハウを身につけるキャリア

デザインとは異なります。その違いは、第 1 にセメスターという期間内での講義として行うこと、第 2 に実際の企業

課題を検討するという商学部専門科目として提供されること、そして、第 3 にキャリアデザインの「方法」ではなく、

キャリアデザインに不可欠な「思考リテラシー」を獲得することを目指すことにあります。なお、「思考リテラシー」と

は、課題を発見し、分析し、解決する能力のことをいいます。 

 これまで本授業を受講した学生は、「思考リテラシー」を身につけ、プロジェクト・セミナールや専門ゼミで活躍し

ています（たとえば、毎年8月に実施されるオープンキャンパスの商学部の催しは、本授業の履修生が「主役」とし

てかかわっています）。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、上記のサイクルを 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、授業開始前に履修者を募集しますので、告知案内に注意してください。 

 ・授業は、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講師としてお迎えして行います。（募集す

る際にどのような講師の方に来ていただくのかお知らせします。なお、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 な ど 方々 に 来て い た だ き ま し た 。 過去の 授業内容は 、

http://ml.bus.osaka-cu.ac.jp/blog/で確認できます） 

 ・必要に応じて講師の方の職場などに見学に行く場合もありますのでご了解ください。 
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80 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】 
 自分のキャリアデザインを作ろう！～論理的思考とプレゼンテーション能力養成～ 
 
【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＝キャリアデザインのために、自分自身を自己分析し、現状の自分のキャリアデザインについて
発表してもらいます。 
 後半は、グループワーク。実際に社会で活躍されている方をゲストにお招きし、皆さんに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や取材してきたことを使って、再度自分のキャリアデザインをプレゼ
ン。全授業を通して見つけた「なりたい自分」をプレゼンし、これからの学生生活を有意義に過ごしてもらう一助と
してもらいます。 
 ＜過去のゲスト＞ 
  電通、奈良県庁、天王寺区、リクルート、ハウス食品、東急不動産 SC マネジメント（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 
 ※以降、授業外時間を使って、自分のキャリアデザインを作るための社会人取材などを各自していただきます。 
●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！（全員発表前半） 
第 3 回：自分プレゼンテーション！（全員発表後半） 

●実践①「テーマに対する課題分析・企画①」 
 （テーマ：大阪市大商学部のＨＰには載っていない魅力を高校生にプレゼン！） 

第 4 回：チーム分け＆ミッション提示・今後の進め方をグループディスカッション 
第 5 回：グループディスカション 
第 6 回：中間発表 
第 7 回：最終発表・結果発表 

●第 8 回：自分のキャリアデザインを作ろう！～中間報告（全員発表）  
最終プレゼンに向けこれまで各自活動してきた内容を発表 

●実践②「テーマに対する課題分析・企画②」（テーマ未定） 
第 9 回：ミッション提示＆今後の進め方をグループディスカッション 
第10 回:グループディスカッション 
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】 
 自分の良さやキャリアデザインを全員の前でプレゼンテーションすること、自己分析と現状を把握することで、こ
れからの大学生活をどう有意義に過ごすかの指針を作ります。そうすることで、今後の就職活動や社会人になっ
てからの生活にも役立ちます。 プレゼンではパワーポイントを使います。 
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81 テーマ・ゼミナール 

Theme Seminar 
湯川 創太郎 

演習・半期・2単位 対象年次：主に 2 年次 

 
【ゼミのテーマ】 

 「公共交通が地域に与える役割」 

 公共交通は地域にさまざまな影響をもたらす。近年では交通手段が多様化しており、私企業が公共交通を維持

運営する事が困難になるケースもみられるが、公共交通のプラスの影響を考慮して、官民共同でさまざまな維持

改善策が試みられている。取り組みの中にはメディアで多く取りあげられる事で注目を集め、単なる収支改善にと

どまらず、街づくりの新たな方向を示すものとして評価される事例も増えてきた。 

 こうした課題やそれを踏まえた取り組みを、単なる「面白い話」ではなく、「科学」として分析したらどうなるだろう

か。交通や地域の特性やその問題を理解したうえで、それらの取り組みにどのような意味があるのか、世界的に

見て、その試みに意義があるのかという事を議論し、今後の地域活性化に際して何が求められるのか、という点を

交通という切り口を通して一緒に学んでいこう、というのが本ゼミの目的である。 

 

 

【ゼミの概要】 

 序盤の授業では、関連する文献（交通論、街づくり、地域活性化）を輪読し、地域の公共交通の役割や、日本の

地域が抱える問題について理解を深める。 

 後半の授業では、具体的な事例を資料を元に報告してもらい、参加者で議論を行う。 

 途中、実地（近畿圏内の公共交通と地域活性化の事例）見学や、関係者による講義などを予定している（詳細に

ついては参加学生の希望も考慮して確定させる予定）。 

 

 

【選考方法】 

 希望者が多い場合には志望理由書に基づいて選考を行う。 

 

 

【使用テキスト】 

 交通と地域活性化に関するテキストを使用する予定である。使用テキストは適宜指示する。 

 

 

【履修者に対する希望】 

 本ゼミは交通をテーマにするが、同時に地域の活性化や観光といったテーマを取り扱うので、これらの問題にも

関心を持つ学生を歓迎したい。また、本ゼミでは日本の事例と並んで、海外の取り組みの紹介や、日本での取り

組みを海外に広めることは有益か（日本の公共交通と地域活性化の事例では、欧州の地方の取り組みが盛んに

取り入れられている）といったというテーマも適宜取り入れていく。交通の国際化に関心のある学生も歓迎である。 
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82 テーマ・ゼミナール 

Theme Seminar 
竹岡 志朗 

演習・半期・2単位 対象年次：主に 2 年次 

 
【ゼミのテーマ】 

 「食と経営」をテーマにゼミナール形式で進めます。食べるという行為は我々の生活の中心です。しかし、食育

が学校教育に含まれるようになっているように、食が問題として語られることが多くなりました。この講義ではこのよ

うな食に関する話題を企業経営と絡めて広く議論して行きたいと思います。 

 

 

【ゼミの概要】 

 前半は食品に関する様々な書籍や論文を収集し、その内容についてパワーポイントを用いて発表してもらいま

す。そして、問題点はどこにあるのか、改善するためにはどのようにすればよいか等について皆で議論していき

ます。後半は、それまでの議論の成果を踏まえてデータを収集し、アイデアの検証を行っていきます。 

 

 

【選考方法】 

 希望者が多い場合には選考します。 

 初回のゼミまでに、食品に関する新聞記事、あるいはインターネット記事を一つ取り上げ、それについてのご自

身の考えをレポート（A4 で 1 枚）として作成し、初回の講義の中で提出してください。レポートには、その記事の概

要と、ご自身の今の考え、さらに 3 年前の自分ならばその記事を読んでどのように考えたかを書いてください。 

 

 

【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】 

 我々の食生活は開発、生産、流通とそのほとんどの過程を企業に依存しています。つまり、企業活動なしでは

我々は生きていくことができません。商学部で学ぶ内容の多くは企業に関するものですが、その企業活動の結果

が、我々の食生活であり、生きるということです。このテーマ・ゼミナールでは、皆さんが日ごろ学んでいる企業活

動を、消費者の立場から照らすことで、日々の学習に深みを持ってもらいたいと思います。 
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83 テーマ・ゼミナール 

Theme Seminar 
澤田 鉄平 

演習・半期・2単位 対象年次：主に 2 年次 

 
【ゼミのテーマ】 

 学生自身に日本製造業の技術競争力に関する調査を行ってもらい、発表及び議論をおこなう。 

 

 

【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（ないし個人）でゼミ開始前までに調査したことを報告レジュメにま

とめ、それを発表・応答、発表者以外は質疑することにする。 

 

 

【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】 

 なし 

 

 

【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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84 テーマ・ゼミナール 

Theme Seminar 
中西 倭夫 

演習・半期・2単位 対象年次：主に 2 年次 

 
【ゼミのテーマ】 

 監査の現場体験を3名程度の小グルーブに分かれて体験し討議や報告（レポート）の作成をすることによって監

査とは何かを体験することを目標にします。 

 

 

【ゼミの概要】 

 具体的な企業の公開資料を基に監査の基本計画策定を演習します。また企業の状況を想定して監査の実施手

続を決め監査報告をできる条件を考えます。監査をより具体的に理解するために実地棚卸の立会、売掛債権の

確認、買掛債務の確認、当座勘定調整表の作成等のケースについて演習を実施します。授業中にグループごと

に適時パワーポイント等を使用して発表してもらいます。また理解度を確認するため個人別にレポートを適時提出

してもらいます。 

 

 

【選考方法】 

 希望者が多ければ、簡単な面接を行います。その場合、監査に対する関心の程度を選考の基準とします。 

 

 

【使用テキスト】 

 テキスト：盛田良久・蟹江章・長吉真一〔編著〕中西倭夫ほか〔著〕『スタンダードテキスト監査論』中央経済社 

（第4 版は 2016 年7 月予定） 

その他必要な資料は授業中に配布または指定します。 

 

 

【履修者に対する希望】 

 会計と監査を深く理解しその専門性を生かして社会での活躍を目指す履修者を歓迎します。授業に積極的に参

加し予習・復習を確実にすることが必要です。 
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85 テーマ・ゼミナール 

Theme Seminar 
安田 圭奈江 

演習・半期・2単位 対象年次：主に 2 年次 

 
【ゼミのテーマ】 

 「企業の環境経営と環境政策」 

 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、環境経営を左右する環境政策、企業の取り組み事例を

議論することから、環境経営のあり方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、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】 

・森晶寿・孫穎・竹歳一紀・在間敬子（2014）『環境政策論：政策手段と環境マネジメント』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 
北島 孝博 

演習・半期・2単位 対象年次：主に 2 年次 

 
【ゼミのテーマ】 

 「R を用いた金融市場データ分析」 

 

 

【ゼミの概要】 

 本ゼミでは、R プログラミングを通じて、実際にデータに触ってもらい、基本的なデータ分析を学んでいく。デー

タ分析には、(1) データに関する背景的な知識、(2) 統計学の知識、(3) データ分析ツールの操作 (Excel、SPSS、

Rなど) が求められる。この内、ゼミ内では株価や財務などの金融市場データを対象に、Rプログラミングのスキル

を演習形式で身につけていく。毎回、R プログラミングの演習課題を出し、適宜解説をしてもらう。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、その内容について発表・議論を行います。 

 

 

【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。 

 

 

【使用テキスト】 

 R に関する入門書を使用する予定である。適宜指示する。 

 (例えば、ギャレット・グロールマンド (2015) 『RStudio ではじめるプログラミング入門」』 オライリージャパン) 

 

 

【履修者に対する希望】 

 毎回、R の演習課題を出すので、R プログラミングのスキル向上に積極的な学生の履修を希望する。また、ゼミ

外で自主的にデータに関する背景的な知識や統計学について学ぶことを期待する。 
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87 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2 回：総合的な学習とキャリア教育 

第3 回：課題研究とキャリア教育 

第4 回：産業構造と就業構造の変化（1） 

第5 回：産業構造と就業構造の変化（2） 

第6 回：高校新卒者の進路 

第7 回：勤労観、職業観の育成 

第8 回：小、中、高校一貫したキャリア教育 

第 9 回：労働市場と雇用 

第10 回：若年労働者の働きかた 

第11 回：雇用、労働をめぐる問題 

第12 回：雇用と労働に関する法制 

第13 回：キャリア教育とキャリア・デザイン 

第14 回：これからのキャリア教育の課題 

第15 回：レポート指導 

 

 

 

【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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 産業政策特講２（商友会・経友会講座） 

Special Lecture on Industrial Policy 2 
脇村 孝平 

講義・半期・2単位 対象年次：商学部および経済学部の２・３回生 

 
【授業の主題と目標】 

 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、産業界などで活躍する先輩方を講師としてお招きし、

産業・企業そして仕事などについての実体験を語っていただくものです。 

 日本経済を支えるそれぞれの産業は、常に日本社会の変化に対応するとともに、その時々の国際的な競争を

生き抜いてきました。右上がりの経済成長の時代からバブル崩壊、グローバリズムの進展とともに日本の産業経済

は大規模かつ激烈な構造調整、産業再編を体験しました。このような日本経済を支える産業経済の生きた実態に

ついて理解を深めることをめざします。 

 

 

【授業の概要】 

 この講義は、商友会と経友会（本学商学部・経済学部および大学院経営学研究科・経済学研究科の卒業生同窓

会）による公開企画講座です。この科目の提供は、商学部・商友会と経済学部・経友会が隔年で担当することにな

ります。これにより、従来以上の内容の充実を図っていきます。 

 この企画講座では、経友会会員や本学の他学部・他研究科卒業生の中から現役社会人を中心に講師にお迎え

し、幅広い産業経済界の実体験を後輩に伝えていただきます。各産業の歴史的発展、現状、将来に向けた課題

などを語っていただき、各産業についての理解を深めることを目標とします。 

 2016 年度の講師の全容は、4 月初旬に掲示いたします。 

 

 

【授業計画】 

 別途、掲示いたします。 

 

 

【評価方法・評価基準】 

 学年末の筆記試験の成績、ならびに出席回数により評価します。 

 

 

【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】 

 この講座は、毎年講師と講義内容が変わります。したがって、連続しての履修が可能です。 

＜参考＞ 経済学部科目（「他学部の専門科目」扱い） 
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