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授業コード C015060000 開講年度・学期 2021年度前期

科目授業名 アントレプレナーシップ論

英語科目授業名 Entrepreneurship Study

科目ナンバー CAMAG3301

単位数 2単位 授業形態 講義

担当教員氏名（代表含む） 山田　仁一郎

履修上の制限

科目の主題

本講義においては、この新しく事業を社会において生み出す企業家活動の役割ついて学ぶ。この講義の主題は、新事業創造の
ために必要となる企業家活動とその戦略(Entrepreneurship Strategy)である。特に新技術やサービスに関わるスタートアップ
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。ここでは企業組織
は、投資家資本主義化する世界の中で１つの「ヴィークル（乗り物）」とともとらえられる。産業・市場や企業のライフサイ
クルという視点で世界をとらえ直し、単なる大企業の事業の多角化や競争戦略の失敗とは別の視野から理解し直すことが必要
になる。このような現代社会のクリティカルな問題について、企業家活動理論の観点から、考察する。

授業の到達目標

この講義では、社会や経済構造の急激な変化の中で、新規開業・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基本認識や教養（リテラシー）
を修得することに目標を置く。

授業内容・授業計画

※この授業は遠隔（リモート）形式によって実施する。毎回のオンライン講義への出席等、講師との高頻度のやりとりを前提
としており、学習進捗に合わせて、計画は変更して編成してまいります。

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

このように取り上げようとしているイシューを列挙したけれども、大まかなガイドラインに過ぎません。むしろイシューを消
化試合のように「こなす」ことは、重視しない。アントレプレナーシップという視点で経済社会に内在する問題や事象を理解
できるようになるために、毎回の授業で対話や議論を重ねることに本分があることは理解して、ご参加ください。

事前・事後学習の内容

　受講生は、初回のガイダンスは必ず出席すること。講義進行のルールについて説明する。毎回の講義前に指定されたケース
資料や参考文献や論文などについて読み、課題についてメモを準備すること。また事後的にも受講生でスタディグループをつ
くり、講義で行われて議論をし尽くされなかった論点を深掘りし、次回、持ち込む姿勢が明確に求められる。

評価方法

(1)　毎回の講義での発言や参加貢献度(30%)、(2)　レポートや中間試験(30%)、(3)　評価は、講義後に提出されるレポートも
しくは試験(40%)などによって、どれだけ長く深く思索し、理解を深めたか学習の進捗状況等を総合的に判断する。受講の前提
としての経営学の一般的知識を身につけておくことなどを参加の条件にはしていない一方、講義の進行の中での資料などの読
み物を一定程度の時間をかけて吟味して参加する姿勢を必須とする。そのうえでの毎週の講義への参加貢献が評価されている
こと、それと合わせてレポートや試験の結果を吟味する点をわかっておいてほしい。また、レポートや試験の答案について
は、「読み手」である採点者の目線を意識して執筆してください。

受講生へのコメント

講義中、発言記録をチャット欄などで確認しながらカウントするなど、積極的な講義中の発言・貢献を重視して、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。『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。

教材

参考テキストは、『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）ならびに『１からのアン
トレプレナーシップ』（碩学社）です。『経営革命の構造』 (岩波新書、米倉 誠一郎)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。参考テキストのどちらかに目を通しておくと、講義資料内容などが理解しやすくなり、より楽しめると
思います。
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授業コード C011110000 開講年度・学期 2021年度前期

科目授業名 イノベーション・マネジメント

英語科目授業名 Innovation Management

科目ナンバー CAMAG3327

単位数 2単位 授業形態 講義

担当教員氏名（代表含む） 太田　雅晴

履修上の制限

科目の主題

１．イノベーション（経営革新・改善、業務革新・改善）とはどのようなものであるかを理解する。
２．イノベーションのための組織能力、プロセス、グローバル展開、デジタル化の影響、知財戦略の概要を学ぶ。
３．将来、企業や行政等の組織で、自らがイノベーションを進める上での最新の方法論を学ぶ。

授業の到達目標

１．『イノベーションとは何か』を理解して、社会での認識が正しいかどうかを評価できるようになること
２．イノベーションを推し進める上での要点を学習し、将来、種々の組織の変革をイメージできるようになること
３．近年のイノベーションでは、何が要点になっているかを理解して、社会的動向を分析できること

授業内容・授業計画

【この授業は混合型であり、2回対面（ゲストスピーカー招聘講義時）で実施する】
グローバル化、デジタル化などの現代経営環境に対峙するには、もはや過去のマネジメントだけでは不可能と言えます。あら
ゆる局面や業務において新規性が求められます。言い換えれば、イノベーションを経営指針の中枢と捉えなければならない時
代に入ったと言えます。イノベーションを、我が国でも今もって「技術革新」と誤解して捉えてしまいがちです。企業や各種
組織におけるイノベーションとは、新しい製品やサービスを生み出すだけではなく、それらを市場化して利益を得て、つまり
顧客の信頼を獲得できて、はじめてイノベーションが達成されたと捉えます。グローバル化が進展する中で、それをいかに迅
速かつ合理的に達成するかが課題になります。そのためには経験や勘に頼るのではなく、科学的方法が求められる時代になり
ました。本講義では、近年、整理されつつあるそれらに関わる知識を体系的に講述します。
・下記の授業計画は、仮です。２回のゲストスピーカーによる対面講義（出席必須）を実施します。月日は、第一回目の講義
日およびUNIPAにて連絡します。
・ゲストスピーカーとして、オリエンタルランド（ディズニーランド）、住友商事勤務の市大商学部卒業生を予定していま
す。
第1回：イノベーションとは何か
第2回：プロダクトイノベーション
第3回：プロセスイノベーション
第4回：システマティクイノベーションマネジメント（１〜４回までの講義内容についての第一回小テスト）
第5回：イノベーションを推進するための組織改革
第6回：イノベーションプロセスとは
第7回：イノベーションプロセスの見える化
第8回：イノベーションを巡る組織内の調整（５〜８回までの講義内容についての第二回小テスト）
第9回：グローバルイノベーション戦略
第10回：デジタル化とイノベーション
第11回：イノベーションと知財戦略
第12回：経営理念とイノベーション
第13回：イノベーション演習１：演習課題の説明と事例企業の選出
第14回：イノベーション演習２：事例企業についての各イノベーション促進要素の分析
第15回：最終小テスト（９〜１４回までの講義内容についての第三回小テスト）

事前・事後学習の内容

事前：該当する教科書の章を読んでくること
事後：講義で学習した内容に該当する事例を、書籍やWebで検索して、確認すること

評価方法

講義中に３回の小テストをweb上で実施します。試験の形式は、４つの選択肢から一つを選ぶ選択形式です。小テストの結果を
合計した点が評価点となります。

受講生へのコメント

現代企業や組織が若い人達に望むことは、自ら新しいアイデアを出し、それを組織の中で具現化してくれる人材です。そのた
めには必要な知識を体系的に講義しようというのがこの講義の狙いです。そんな意気込みのある人の受講を歓迎します。

教材

太田雅晴編著『イノベーションマネジメント』日科技連出版社
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授業コード C046020000 開講年度・学期 2021年度前期

科目授業名 大阪ビジネス論

英語科目授業名 Business Innovation in Osaka

科目ナンバー CAREM3306

単位数 2単位 授業形態 講義

担当教員氏名（代表含む） 富澤　修身

履修上の制限

科目の主題

商都・大阪は問屋業で大きな役割を演じてきた。しかし、1960年代には「問屋無用論」が吹き荒れ、業態としての問屋は大き
な変化を迫られた。問屋のメーカー化がその1つの答えであった。他方で、1970年代以降のアメリカで、そして90年代以降の日
本で、メーカーが外部の生産機能を活用する生産委託が始まり、その担い手として中国を中心とするOEM企業が台頭した。メー
カーは企画開発と販売に集中する方式に移行してきた。ここまでくると、現在のメーカーのあり方とかつての問屋のあり方に
は類似性がある事が分かる。それゆえ、「新問屋」の登場となる。このような発想で大阪ビジネスについて長い時間軸で考え
てみたい。

授業の到達目標

講義では、一見すると古くさく感じる問屋の変遷と今日的意義を理解することを通じて、大阪ビジネスへの認識を深めること
を目標とする。大阪の数ある問屋業のうち、ファッションに関連する問屋業の変遷を取り上げる。

授業内容・授業計画

この授業はWebclassにて遠隔（実施方法：基本）で行う。教科書を用いるので、必ず手元に準備すること。
　講義では、戦前の繊維関連問屋業の実態を明らかにした上で、まず、紳士服、ワンダラーブラウス、婦人・子供服・ニット
に関連する企業の変遷を論じる。次いで、すべての衣服生産に関連する縫製業の変化を取り上げる。さらに今後のあり方を念
頭に、イノベーション視点から論じ、最後にクリエーションに関わる背景の確認を行う。

第1回　戦前の繊維関連問屋業の実態（１）
第2回　戦前の繊維関連問屋業の実態（２）
第3回　紳士服企業の変遷（１）
第4回　紳士服企業の変遷（２）
第5回　ワンダラーブラウスの展開（１）
第6回　ワンダラーブラウスの展開（２）
第7回　婦人・子供服・ニット企業の変遷（１）
第8回　婦人・子供服・ニット企業の変遷（２）
第9回　縫製業の変遷（１）
第10回　縫製業の変遷（２）
第11回　企業のイノベーション指向の視点（１）
第12回　企業のイノベーション指向の視点（２）
第13回　クリエーションの背景分析
第14回　まとめ

事前・事後学習の内容

毎回授業に関連する、教科書の指定頁範囲を事前事後学習させる。

評価方法

レポートによって評価する。

受講生へのコメント

大阪の衣服ファッション・ビジネスの変遷に関心のある学生に受講して欲しい。
競争環境の変化に伴う企業の変遷過程に関心のある学生に受講して欲しい。
質問がある場合は、Webclassコース画面の「質疑応答」から質問して下さい。

教材

富澤修身著『都市型中小アパレル企業の過去・現在・未来』（創風社、2018年）を教科書として用いる。課題作成に用いるの
で必ず手元に準備すること。
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授業コード C060005000 開講年度・学期 2021年度前期

科目授業名 会計学概論

英語科目授業名 Introduction to Accounting

科目ナンバー CAACC3303

単位数 2単位 授業形態 講義

担当教員氏名（代表含む） 石川　博行、卜　志強

履修上の制限 2018年度以前の入学生のみ履修可能です。

科目の主題

本講義では、財務会計と管理会計の両分野をカバーし、企業活動のグローバル化に伴って多様な広がりを見せる会計学の全体
像をとらえ直すとともに、それぞれの会計で現在話題になっているテーマについて議論する。

授業の到達目標

財務会計や管理会計が提供する会計情報から何がわかるのか、またどのように読み取ったらよいのかを理解できるようになる
ことが、本講義の目標である。

授業内容・授業計画

本講義は対面で実施する（予定）。企業会計は、財務会計と管理会計に区分される。財務会計は、株主や債権者など企業外部
の利害関係者に報告することを目的としており、外部報告会計とも呼ばれる。一方、管理会計は、経営管理に役立つ資料を企
業内部の経営者に提供することを目的としており、内部報告会計ともいわれる。本講義の前半では財務会計のトピックスを、
後半では管理会計のトピックスを扱う。
 
第1回：ガイダンス
第2回：会計情報の役割 (第1章)
第3回：会計制度と社会 (第2章)
第4回：会計の仕組み (第3章)
第5回：貸借対照表 (第4章)
第6回：損益計算書 (第9章)
第7回：儲かる仕組みの分析 (第11章)
第8回：中間テスト (財務会計)
第9回：管理会計の意義と目的
第10回：原価計算
第11回：利益計画
第12回：予算管理
第13回：業績評価
第14回：設備投資意思決定
第15回：定期試験

事前・事後学習の内容

テキストの事前予習と復習を心がけたい。

評価方法

中間テストと期末テストを実施し、それらの総合点で評価する（予定）。

受講生へのコメント

毎回、電卓を持参すること。

教材

【テキスト】
谷武幸・桜井久勝編著『１からの会計（改訂版）』中央経済社、2021年 (財務会計)
高梠真一編著『管理会計入門ゼミナール（改訂版）』創成社、2012年(管理会計)
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授業コード C000035000 開講年度・学期 2021年度前期

科目授業名 会計基礎論

英語科目授業名 Basic Accounting

科目ナンバー CABAS1101

単位数 2単位 授業形態 講義

担当教員氏名（代表含む） 浅野　信博

履修上の制限 この講義は、1年生対象です。再履修者は、月曜3限の「会計基礎論」（担当：向山）を受講してください。

科目の主題

本講義のテーマは、簿記及び会計学に対する関心を高めることである。講義の前半（第１回から第８回）では、日商簿記3級合
格レベルの簿記の能力を習得する。講義の後半（第９回から第１４回）では、簿記だけではなく、会計学について、利害調整
機能及び情報提供機能の観点から理解する。

授業の到達目標

講義の前半では簿記を学習するが、簿記については演習を重視する。具体的には、各項目について概要を解説した後に練習問
題及び小テストを解くことになる。講義の後半では会計学を学習するが、会計学については体系的な理論の解説が中心とな
る。

授業内容・授業計画

※この授業はWebclassを用いて遠隔により実施する。
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：利益マネジメントと会計発生高
第15回：定期試験

事前・事後学習の内容

事前学習として、ある特定の企業数社を選択してウェブサイトをじっくりと見てほしい。企業ごとにディスクロージャーの水
準および内容がまったく異なることに気づくと思う。事後学習としては、企業のディスクロージャーこそが企業価値を左右す
る１つの決定因であることを認識したうえで、たとえば就職活動、証券投資、取引相手の選択などに役立ててほしい。

評価方法

小テスト（10％）および学期末試験（90％）で総合評価する。

受講生へのコメント

企業においては、血液が「金」に、会計システムが「神経」に例えられるように、簿記・会計の知識は必要不可欠である。商
学部出身にもかかわらず、簿記・会計がわからない学生など絶対にありえない（薬学部で化学を、工学部で物理学を勉強しな
い学生はいない）。経営系や経済系における他の学問を学ぶ際にも簿記・会計の知識は必須となる。簿記・会計がまったくで
きない文系学生は、企業に入社できたとしても、自分のやりたい仕事もできないし昇進もおぼつかない（語学や法律など、一
部の特殊能力に秀でた学生は除く）。ましてや好条件での転職などありえない。プロは会計数値を理解し、分析し、意思決定
に利用する。ただひたすら騙されたと思って勉強すべし。きっと簿記・会計が好きになる。

教材

田村威文・中條祐介・浅野信博 (2015) 『会計学の手法』中央経済社。
渡部裕亘・片山覚・北村敬子編著 (2020) 『検定簿記ワークブック／３級商業簿記』中央経済社。
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授業コード C000035010 開講年度・学期 2021年度前期

科目授業名 会計基礎論

英語科目授業名 Basic Accounting

科目ナンバー CABAS1101

単位数 2単位 授業形態 講義

担当教員氏名（代表含む） 向山　敦夫、小田　和幸

履修上の制限 「会計基礎論」の再履修者以外は履修できません。

科目の主題

ビジネスにとって知識習得が必須である複式簿記（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。

授業の到達目標

日商簿記検定３級レベルの基礎的範囲を理解します。

授業内容・授業計画

※この授業は対面により実施する。
第1回：ガイダンス
第2回：簿記の目的・仕訳・勘定記入（複式簿記の基礎構造）
第3回：試算表・商品売買
第4回：商品有高帳・現金預金
第5回：電子記録債権債務・有形固定資産
第6回：株式会社の資本・税金・修正仕訳
第7回：試算表作成
第8回：精算表作成①（仕入・繰越商品）
第9回：精算表作成②（貸倒・減価償却）
第10回：精算表作成③（費用・収益の決算整理）
第11回：精算表作成④（現金過不足・消費税）
第12回：損益計算書・貸借対照表の作成
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：定期試験

事前・事後学習の内容

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、とくに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。なんとなくわかったような気になっているのが最も危険です。
講義で説明した箇所をその都度復習することが望ましい。

評価方法

定期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。日商簿記検定試験３級以上の合格者には別途加点
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。
理解を深めるために、毎回ミニテストをおこないます。ミニテストの提出状況および期末試験の成績で総合的に評価します。

受講生へのコメント

「会計基礎論（再履修）」は定期試験（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、電卓を必ず持参して下さい
講義の性格上、途中でわからなくなった場合は行き詰まります。しっかり復習して、次の講義に臨んで下さい。
次なるステップとして、日商簿記検定試験２級レベルの「中級簿記（商業簿記）」と「工業簿記」が別途開講されます。さら
なるスキルアップを目指して受講してください。

教材

PowerPointを用いて講義する予定です。配布レジュメは毎回講義時に教室にて配布いたします。
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授業コード C000060000 開講年度・学期 2021年度前期

科目授業名 会計基礎論演習

英語科目授業名 Basic Accounting Seminar

科目ナンバー CABUS3302

単位数 2単位 授業形態 講義

担当教員氏名（代表含む） ＊小山　真実

履修上の制限 商学部の1年生および「会計基礎論」の再履修者のみ履修可能です。

科目の主題

本授業の前半(第1-8回)は、会計基礎論の学習内容に対応しており、日商簿記3級レベルの簿記の問題演習を行います。なお、
本授業では日商簿記3級レベルの簿記の技法の解説も行いますが、重点は問題演習にあるため、技法の解説は簡潔に行います。
本授業の後半（第9-14回）は、製品の原価を計算する際の会計的手続きを取り上げます。製品を自社で製造する企業は、販売
価格を決定する際や、自社の生産活動の効率性を管理するうえで、製品の原価を把握しておくことが必要です。本授業の後半
では、工業簿記2級の範囲内で紹介される原価計算の手続きの一部について解説および問題演習を行います。

授業の到達目標

基礎的な商業簿記の手続きを理解し、日商簿記3級レベルの問題を解くことができる
基礎的な原価計算の手続きを理解し、個別原価計算の問題を解くことができる

授業内容・授業計画

本授業はWebClassを用いて遠隔方式（オンデマンド型）で行います。教材は、授業日当日までにWebClass上に掲載しますの
で、各自確認の上、受講を進めてください。
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：手形・固定資産
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：原価計算の基礎知識
第10回：費目別計算　材料費
第11回：費目別計算　労務費
第12回：費目別計算　経費
第13回：単純個別原価計算
第14回：部門別個別原価計算
第15回：定期試験

事前・事後学習の内容

事前学習：取り扱う範囲のテキストの内容を一度読んでおいてください。
事後学習：講義資料およびテキストを復習し、理解が不足している箇所については質問に来るなどして理解するようにしてく
ださい。また、知識が定着するよう、授業内で取り扱った問題を再度解きなおす、テキストの類題を解く、などを行ってくだ
さい。

評価方法

小テスト：40％　（10％×4回）
期末試験：60％
小テストは合計で4回実施し、実施日は適宜WebClass上で通知します。

受講生へのコメント

授業内で計算問題を解く時間があるため、各自電卓を用意してください。
本授業前半の内容は会計基礎論の内容と連動しており、本授業が問題演習に重きをおくのに対して、会計基礎論ではより詳細
な簿記の手続きに関する説明が行われます。加えて、本講義後半の内容は、原価計算論や工業簿記などと関連しています。こ
れら関連科目を併せて受講すると、より理解が深まると思います。
本授業は、前回までの内容を理解していることを前提に進むので、各自復習に力を入れてください。理解が不十分な箇所は動
画を見返す、問題を解きなおす、質問に来るなどして理解するようにしてください。

教材

テキスト（前半）：渡部裕亘・片山覚・北村敬子編著 (2020) 『検定簿記ワークブック／３級商業簿記』、中央経済社。
（2021年4月1日時点での最新版を利用します。）
テキスト（後半）：滝澤ななみ, (2021), 「みんなが欲しかった簿記の教科書　日商2級　工業簿記　第6版」, TAC出版.
参考書（後半）：滝澤ななみ, (2021), 「みんなが欲しかった簿記の問題集　日商2級　工業簿記　第9版」, TAC出版.
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授業コード C060300000 開講年度・学期 2021年度後期

科目授業名 会計情報システム論

英語科目授業名 Accounting Information Systems

科目ナンバー CAACC3339

単位数 2単位 授業形態 講義

担当教員氏名（代表含む） 山添　清昭

履修上の制限

科目の主題

本講義では、企業会計の機能を体系的に確認したうえで、会計の基本的なフレームワーク、業務活動と会計処理の関係、手書
き簿記とコンピュータ会計の相違点などについて、学びます。そのうえで、コンピュータ会計における財務諸表作成に必要な
各種データファイルの意味と会計帳簿の作成におけるデーターの流れ（仕訳入力から決算書作成まで）を確かめます。さら
に、会計パッケージソフトの仕組みと活用の仕方までを概説し、コンピュータ会計の処理について学びます。

授業の到達目標

現代の会計処理の基本であるコンピュータ会計の基本を理解し、会計上の取引を実際に会計システムで処理できる力を付ける
ことを目標とします。

授業内容・授業計画

授業形態（対面）
コンピュータ会計の基本について、教科書と講師作成のレジメをもとに解説します。授業中または復習課題をレポートとして
提出する方式で進めます。ＰＣの利用環境に応じて柔軟に授業方法は決めていく予定です。
第１回：企業活動と会計の機能
第２回：財務会計と管理会計
第３回：基幹業務サイクルと財産損益計算
第４回：会計測定過程
第５回：会計システムと会計情報
第６回：企業のマネージメント・サイクルと会計情報
第７回：会計システムの基本構造
第８回：コンピュータ処理方式
第９回：独立型取引処理システム
第１０回：統合型取引処理システム
第１１回：勘定コードの役割・補助コード
第１２回：会計パッケージソフトの仕組み
第１３回：会計パッケージソフトの活用の仕方
第１４回：まとめ
第１５回：定期試験

事前・事後学習の内容

（事前学習）次回の講義内容の該当箇所について、テキストを読み、確認してから講義に臨むこと。（事後学習）テキスト、
レジメを確認しながら復習し、理解を深めること。

評価方法

期末試験（６０％）、レポート（２０％）、平常点（２０％）で評価します。

受講生へのコメント

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。一緒にコンピュータ会計の仕組みを学びま
しょう。

教材

テキスト：河合久・櫻井康弘・成田博・堀内恵『コンピュータ会計基礎』創成社配布資料：別途資料は授業で適宜配布しま
す。参考書：授業でその都度指示します。
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授業コード C060310000 開講年度・学期 2021年度前期

科目授業名 会計制度論

英語科目授業名 Japanese Accounting System

科目ナンバー CAACC3342

単位数 2単位 授業形態 講義

担当教員氏名（代表含む） 小形　健介

履修上の制限

科目の主題

会計、とりわけ財務会計は、経済主体の活動を貨幣単位で表現し、そのような情報を各種利害関係者に伝達するものである。
今日、財務会計では、わが国のみならず国際的にも、新たな会計理論・会計制度が展開されつつあり、伝達される情報内容や
会計の目的・社会的役割が従来とは大きく異なるようになっている。そうした情報内容の変化は、いかなる背景や要因により
もたらされ、そしてわが国にどのようなインパクトを与えるものなのか。本講義では、現在新たに導入されている会計制度の
内容の検討を通じて、会計理論および制度変革の要因およびその影響を明らかにしていく。

授業の到達目標

本講義では以下の3点の理解を深めることを目標としている。
①今日導入されつつある会計理論・会計制度の理解
②会計理論・会計制度変革の要因の理解
③会計理論・会計制度変革のわが国におけるインパクトの理解

授業内容・授業計画

この講義は対面で実施する。
第1回：ガイダンス
第2回：会計の社会的役割
第3回：概念フレームワーク
第4回：金融商品の会計
第5回：リース会計
第6回：減損会計
第7回：退職給付会計
第8回：資産除去債務
第9回：ストック・オプション会計
第10回：税効果会計
第11回：包括利益
第12回：企業結合会計
第13回：連結会計
第14回：会計制度変革のインパクト
第15回：期末試験

事前・事後学習の内容

事前学習は特に求めないが，事後学習として，各テーマやトピックスの要点や論点を各自整理しておくことが，講義の理解を
深めるうえで効果的だと思われる。

評価方法

期末試験および講義中に実施する小テスト・質問票を総合的に評価する。

受講生へのコメント

会計制度は、ロジックだけで形成されるものではなく、会計にかかわる人々の利害によっても影響されます。こうした会計制
度の形成という観点から財務会計を捉えてみると、簿記・会計への理解はより一層深まると思います。また制度の形成に関心
を持つ学生にも受講を薦めます。

教材

テキスト：毎回配布する講義レジュメ
参考図書：桜井久勝『財務会計講義〈第17版〉』中央経済社、2017年など適宜紹介する。
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授業コード C060810000 開講年度・学期 2021年度後期

科目授業名 会計手続選択論

英語科目授業名 Accounting Procedure Choice

科目ナンバー CAACC3309

単位数 2単位 授業形態 講義

担当教員氏名（代表含む） 浅野　信博

履修上の制限

科目の主題

会計利益は、企業をとりまく多種多様な利害関係者が関心を抱く重要な業績尺度の１つである。企業の経営者は、様々な意図
を有して会計利益の調整（earnings management）を行うが、その手段として、１）一般に公正妥当と認められた複数の会計手
続の取捨選択、および、２）経営者による会計上の見積りの変更・調整、が存在する。本講義は、利益調整がいかなる場面で
何を意図してどのように行われるのかについて解明を試みることを目的とする。

授業の到達目標

本講義では、まず財務会計の機能について簡単な復習を行った後に、企業が実際にどのような会計手続選択手続（利益調整）
を行っているのかについて、ケースを示して説明する。次に、倒産をはじめとした様々なイベントに注目し、イベント前後に
おける企業の会計手続選択（利益調整）行動を明らかにする。理論編では、会計手続選択および利益調整に関する近年のト
ピックスについて国内外の研究動向を紹介するとともに、簡単なゲーム理論の考え方を用いて会計手続の選好の有無を明らか
にする。分析編では、各イベント前後において経営者が選好する会計手続選択が実際に行われているのかどうかについて具体
的事例を用いて例証する。

授業内容・授業計画

※この授業はWebclassにて遠隔により実施する。
第1回：財務会計の契約支援機能
第2回：会計手続選択と利益調整の関係
第3回：倒産と会計手続選択（理論）
第4回：倒産と会計手続選択（分析）
第5回：経営者報酬と会計手続選択（理論）
第6回：経営者報酬と会計手続選択（分析）
第7回：コーポレートガバナンスと会計手続選択（理論）
第8回：コーポレートガバナンスと会計手続選択（分析）
第9回：財務制限条項と会計手続選択（理論）
第10回：財務制限条項と会計手続選択（分析）
第11回：経営者・監査人の交代と会計手続選択（理論）
第12回：経営者・監査人の交代と会計手続選択（分析）
第13回：IPO・SEOと会計手続選択（理論・分析）
第14回：MBO・TOBと会計手続選択（理論・分析）
第15回：まとめ

事前・事後学習の内容

事前学習：簿記の知識があるほうが望ましい。
事後学習：各自が興味を持った論点について実証研究を実施する。

評価方法

小テスト（20％）および期末テスト（80％）で評価する。

受講生へのコメント

本講義で学ぶデータ解析スキルは、金融機関および企業における与信管理、内部監査および外部監査、投資意思決定などの局
面において極めて重要となる。少し難しく感じるかもしれないがプロフェッショナル・スキルを得るよう頑張ってほしい。

教材

テキスト：浅野信博 『監査役会の機能と会計情報』、中央経済社、近刊。
参考書：田村威文・中條祐介・浅野信博 『会計学の手法—実証・分析・実験によるアプローチ—』、中央経済社、2015年。
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授業コード C050450000 開講年度・学期 2021年度後期

科目授業名 外国為替論

英語科目授業名 Foreign Exchange

科目ナンバー CAINT3316

単位数 2単位 授業形態 講義

担当教員氏名（代表含む） 神野　光指郎

履修上の制限

科目の主題

外国為替取引の仕組み、用途による利用手段の相違、外国為替市場と関連する市場の構造について学習します。また、外国為
替市場が世界的に連結されていった歴史についても学びます。これらによって国際金融情勢を理解する上で不可欠な知識を身
につけます。

授業の到達目標

外国為替取引と市場の構造について説明することが出来る。世界経済がどのように金融的に結びついているのかの概要を説明
することが出来る。

授業内容・授業計画

※この授業はWebclassにて遠隔により実施する。
第1回　取立為替と送金為替
第2回　貿易金融
第3回　企業の財務活動
第4回　為替相場と取引構造
第5回　カバー付き金利裁定とデリバティブ
第6回　国際収支
第7回　通貨制度の歴史概説
第8回　資本移動規制下のロンドンとニューヨーク
第9回　大陸欧州市場における米銀
第10回　国際金融市場と国際資本市場
第11回　世界的な資本移動規制の緩和とその影響
第12回　国際市場における新たな金融商品開発
第13回　世界的な市場の連結
第14回　各国金融機関の勢力図

事前・事後学習の内容

教科書および参考書を事前に読んでおいてください。分からない単語を調べておいてください。講義後は講義前に分からな
かったことが分かるようになったか確認しておいてください。

評価方法

（1）到達目標の達成度について評価します。
（2）講義期間中の確認小テスト20％
　期末レポート80％。レポートはストーリーの一貫性を評価します。記述試験では、そのレポートを適切に要約できているか
どうかを評価します。
（3）合格の最低基準は、各国金融機関の競争構造と国際金融システムにおけるドルの役割がどのように対応しており、その関
係が1970年代と1980年代についてどのように変化したのか説明できることです。

受講生へのコメント

金融は専門用語が多くて難しいように感じるかもしれません。しかし表面にとらわれず、商品であればどのように利用されて
いるのか、取引の仕組みであればなぜそのようになっているのかの原理を理解できるようになってください。

教材

教科書
神野光指郎「1980年代における金融革新とドル体制の展開」（岡本悳也・楊枝嗣朗編著『なぜドル本位制は終わらないのか』
文眞堂2011年、ISBN　9784830947148）

参考書
川本明人『外国為替・国際金融入門（第2版）』中央経済社、2018年、ISBN　9784502269516
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授業コード C016012000 開講年度・学期 2021年度前期

科目授業名 観光論

英語科目授業名 Tourism design

科目ナンバー CARET3308

単位数 2単位 授業形態 講義

担当教員氏名（代表含む） 新井　直樹

履修上の制限 「都市経営論特講１」の単位修得者は、履修できません。

科目の主題

本講義は､観光に関する基本的な知識や情報について学んでいきます。まず，観光の定義，概念，意義，役割，歴史，変遷など
に関して基礎的な知識を身につけるとともに，現代の日本の観光の潮流や形態について理解していきます。
　さらに，現在，注目される世界遺産の定義や概念とともに，観光の課題について学びます。
　その上で，国内，地域の視点及び，国際的な視点から観光の重要性について理解するとともに，インバウンド観光の意義，
効果と課題について学びます。
　毎回の講義後，講義内容を理解できているかについての小テストを実施するとともに，最後に期末試験を実施します。

授業の到達目標

①観光が、国や地方、都市、地域の振興を図る上で、重要な分野であることを理解する。
②観光論が、学際的な領域の学問であることや、多様な研究、アプローチがある事を理解する。
③観光に関して、基礎的な知識や幅広い視野を得るとともに、様々な問題意識を持ってほしい。
④多様な観光の実態や動向、課題に関して自分なりの視点から考え、意見を持てる様になって欲しい。

授業内容・授業計画

※この授業はWebclassで遠隔により実施する。
第1回：ガイダンス　講義の概要、評価方法
第2回：観光の定義、概念
第3回：観光の意義、役割➀
第4回：観光の意義、役割②
第5回：観光の意義、役割③
第6回：観光の歴史
第7回：日本の観光の変遷
第8回：世界遺産の定義、概念
第9回：世界遺産と観光の課題➀
第10回：世界遺産と観光の課題②
第11回：国内・地域の視点からの観光の重要性
第12回：国際的な視点からの観光の重要性
第13回：インバウンド観光の意義、効果
第14回：インバウンド観光の課題
第15回：期末試験

事前・事後学習の内容

講義の際に、その都度、指示しますが、毎回の講義の後、講義内容を理解できているかについての小テストを実施するととも
に，期末試験を実施します。

評価方法

まず、講義全体を通して３分の２以上の出席とともに、期末試験を受験しなければ、成績評価には至りません。また、毎回の
講義の後、講義内容を理解できているかについて実施する小テストの結果が評価の中心になりますので、欠席回数が多いと厳
しい評価になりますので、ご注意下さい。

受講生へのコメント

世界的に成長を遂げている観光産業は、「21世紀最大の産業」となると予測されています。近年の日本においても、訪日外国
人観光客、インバウンドが急増し、新たな投資やビジネスが創出されるのみならず、国、地方、都市、地域の振興策としても
注目されています。
こうした新たな動向もふまえながら、講義では観光論、観光全般について学んでいきます。質疑応答、意見交換の機会を設け
たいと思いますので、講義に積極的に参加する学生に履修してもらいたいと思います。

教材

観光白書など、必要な教材は、その都度、指示する。
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授業コード C065471000 開講年度・学期 2021年度前期

科目授業名 管理会計システム論

英語科目授業名 Management Accounting System

科目ナンバー CAACC3311

単位数 2単位 授業形態 講義

担当教員氏名（代表含む） ＊林　慶雲

履修上の制限 「管理会計論特講２」の単位修得者は履修できません。

科目の主題

この管理会計システム論では、主として企業の経営意思決定の際に有効な会計情報の活用、ならびに戦略的コストマネジメン
トに焦点をあてて学習する。管理会計の基本原理をよりよく理解するために、事例や計算問題（計算は出来るだけエクセルに
て行う）を多用し、マネジメントとの関係性を強く意識する講義としたい。したがって、会計を専攻する受講者はもちろん、
会計を専攻としなくても、マネジメント分野に興味を有するなら、受講を歓迎する。

授業の到達目標

この講義は、管理会計の基礎概念や主な管理会計ツール、経営意思決定において会計情報の活用方法などについて学習し、管
理会計の基礎知識や考え方を身に付けることを目標とします。

授業内容・授業計画

※この授業は対面により実施する。
講義の概要は、主に以下の通りである。
　　１．会計情報に基づいて経営状況分析
　　２．経営意思決定に会計情報の活用
　　３．業績評価により有効な原価計算システムの構築
　　４．グローバル経営の効率向上に役に立つ管理会計システムの確立
　以上のことを中心に、事例を用いて解説していく。
 
第1回：イントロダクション
第2回：会計情報に基づいて経営分析(1)
第3回：会計情報に基づいて経営分析(2)
第4回：短期利益計画
第5回：CVP分析
第6回：短期利益計画とCVP分析
第7回：設備投資の経済計算(1)NPV
第8回：設備投資の経済計算(2)IRR
第9回：管理会計と業績評価
第10回：全部原価計算VS直接原価計算
第11回：エクセルにて演習：EOQ
第12回：エクセルにて最適資源配分
第13回：トランスファープ　プライシング
第14回：インターナショナル　トランスファープ　ライシング
第15回：テスト

事前・事後学習の内容

管理会計は、計算と理論が密接に関連し進展してきた専門分野である。したがって、管理会計の概念や理論をよりよく理解す
るには数多くの計算問題を解く必要がある。講義開始前、履修者に課題を配布し、事前予習してから授業に臨んでもらう。ま
た、一回一回講義の後に、その回の講義内容が充分に理解されているかを確認するために、課題や小テストを行う。充分な勉
強時間を確保し、授業目標達成を目指す。

評価方法

テスト６０％、課題４０％

受講生へのコメント

特になし

教材

テキストは使用しない。参考書は講義中に適宜指示する。
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授業コード C040200000 開講年度・学期 2021年度前期

科目授業名 技術史

英語科目授業名 History of Technology

科目ナンバー CAIAU3304

単位数 2単位 授業形態 講義

担当教員氏名（代表含む） 田口　直樹

履修上の制限

科目の主題

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。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。

授業の到達目標

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ら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。

授業内容・授業計画

※この授業はWebclassにて遠隔により実施する予定である。
第1回        ガイダンス：技術史の分析の方法
第2回        経済学・経営学と技術：経済学・経営学における技術の意味
第3回        生産力の発展と技術：技術の発展と生産力
第4回        産業革命と技術発展−道具と機械−：道具から機械への発展と生産力の発展
第5回        産業革命と技術発展−繊維機械−：道具から機械への発展と工場の成立
第6回        産業革命と技術発展−蒸気機関−：動力革命と資本主義の成立
第7回        産業革命と技術発展−切削加工−：産業革命の技術的基礎としての工作機械技術
第8回        産業革命の技術的意義−まとめ−：世界史における産業革命の意義
第9回        アメリカンシステム−互換性生産−：熟練の解体と互換性生産
第10回      マスプロダクション−フォードシステム−：大量生産・大量消費・大量廃棄システム
第11回      リーン生産システム−トヨタシステム−：ムダの排除と自働化と自律的労働組織
第12回      分散統合型生産システム： ICT化・モジュール化とグローバル資本主義
第13回      21世紀の生産システムの課題：20世紀システムの弊害と21世紀の課題
第14回      資源循環と循環統合型生産システム：持続可能な発展とな何か
第15回      定期試験

事前・事後学習の内容

・事前学習としては、授業中に紹介する参考文献の該当箇所に目を通し問題意識をもっておくこと。
・事後学習としては、授業中に配布するレジュメ、参考文献をしっかり復習すること。

評価方法

（１）到達目標の理解度を評価する。
（２）レポート（20％）
（３）学期末テスト（80％）

受講生へのコメント

基本レジュメは配布するが、重要なポイントは随時板書で補足するのでしっかりノートをとること。

教材

・特定の教科書は使用しない。
・講義中、随時参考文献を示すので極力を目を通すこと。
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授業コード C000071000 開講年度・学期 2021年度前期

科目授業名 基礎統計学

英語科目授業名 Basic Statistics

科目ナンバー CABUS3308

単位数 2単位 授業形態 講義

担当教員氏名（代表含む） 藤井　輝明

履修上の制限

科目の主題

統計的⽅法を利⽤して説明される商学および公共経営に関する専⾨科⽬，その前提となる発展的な統計関連の専⾨科⽬を理解
できるようにするため，基礎的な統計⽅法を⾝に付ける。

授業の到達目標

統計⽅法についての基礎的な理解を得ることを⽬標とする。
学⽣が修得すべき⽔準は，統計データの要約，変動を含む変数の代表値，2変量間の⼤まかな関係の理解，推定と検定の基礎的
理解を中⼼とする，⼊⾨的⽔準である。

授業内容・授業計画

2021年度は遠隔授業により実施する。

授業内容
統計的な⾒⽅・考え⽅を理解するとともに，社会経済データを前提として，統計を利⽤するための基礎的な⽅法を学ぶ。
授業計画
第１回：統計と統計学
第２回：度数分布
第３回：分布の形と代表値
第４回：特に平均
第５回：散らばりの尺度
第６回：特に分散と標準偏差
第７回：期待値の性質
第８回：標準化
第９回： ⺟集団と標本
第１０回：推定
第１１回：検定
第１２回：共分散
第１３回：相関
第１４回：回帰

事前・事後学習の内容

授業中に指⽰された資料を読み，練習問題は解いておくこと。

評価方法

到達目標の達成度合いを評価する。2021年度は遠隔授業のため，授業中の⼩テスト等により評価する。

受講生へのコメント

2018年度以降⼊学の商学部学⽣にとっては，選択必修科⽬となる「学科共通専⾨科⽬」の⼀つである。
当該科目修得単位数の卒業要件を満たしていない学⽣の履修を優先する。

教材

必要な資料はWEBを通じ配布する。
取得方法は，遠隔授業所定の方法により，指示する。
参考書他が必要な場合は別途指示する。
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授業コード C073055000 開講年度・学期 2021年度後期

科目授業名 キャリアデザイン論

英語科目授業名 Carrier Design

科目ナンバー CABUS3302

単位数 2単位 授業形態 講義／演習

担当教員氏名（代表含む） 石川　靖之

履修上の制限 主に商学部1年生向けの授業です。

科目の主題

キャリアデザインの指針を見つける！〜論理的思考とプレゼンテーション能力養成〜

授業の到達目標

“将来なりたい自分”になるための目標設定方法の習得と論理的思考・プレゼンテーション能力の向上

授業内容・授業計画

※この授業は対面により実施する。
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。
　本授業は、まずは自分の価値を見つめ直し、全員に「自分プレゼン」してもらうことからスタート。
その後はグループワーク。ここでは課題解決の企画を論理的に立案できる能力とそれを伝えるプレゼンテーション能力に加
え、グループワークを通じたコミュニケーション能力を養うことが目的です。実際に講師が関係している企業が直面している
課題に対する解決施策の企画・プレゼンや、「自分のキャリアデザインを作ろう！」と題して、就活が本格化する前の１年生
の段階から、今後のキャリアデザインを考える上でどういうことが必要かを調査・情報収集していただきプレゼンしていだき
ます。
　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「自分プレゼン」。全授業を通して見つけた「なりたい自分」
を全員がプレゼンし、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（あべのキューズモール）、東急リゾート
サービス（スキージャム勝山）、プロレスリング紫焔、ダイハツ工業、マロニー、アクトワンなど

●第1回：キャリアデザインとは
目標設定方法（振り返りシート）提示
※以降、授業外時間で社会人取材など各自実施
●第２回：自己分析・プレゼンのコツ
実務家である講師からそのノウハウを講義
●第３回：自分プレゼンテーション！
パワーポイントを使って全員発表
●第４〜７回：課題企画
第４回：チーム分け＆採用される企画とは〜ミッション提示
第５回：グループワーク
第６回：中間発表
第７回：最終発表・結果発表
●第８〜12回：自分のキャリアデザインを作ろう！
第８回：チーム分け＆ミッション提示〜グループワーク
第９回：グループワーク
第10回:グループワーク〜中間発表
第11回：最終発表
●第12〜13回　Re:自分プレゼンテーション
第12回：発表（前半）
第13回：発表（後半）
●第14回：まとめ

事前・事後学習の内容

事前学習として、毎回の受講で到達する目標を設定してもらうとともに、個人ワークとして２回の自分プレゼンテーション、
グループワークとして「課題企画」「自分のキャリアデザインを作ろう！」、それぞれ企画立案のための取材・調査、発表の
パワーポイント制作があります。
事後課題は、毎回授業最後に、「振り返りシート」を使って目標達成度合いを自己採点してもらいます。

評価方法

毎回の振り返りシート提出（無断遅刻・欠席は減点）：6割、プレゼンテーション内容（提出物締切遅れは減点）：4割の合計
で評価します。

受講生へのコメント

「約束を守る」こと。これが社会人になってまず問われる能力です。授業を通して約束を守る習慣を身につけながら、自己分
析で現状を把握し「なりたい自分」を見つけ、全員の前でプレゼンすることを通して、大学生活をどう有意義に過ごすかの指
針を見つけていただきます。
また、これからの時代に最も必要な資質は「変化に柔軟に対応できること」だと考えています。毎回自ら目標を設定し、授業
後に自己評価しながら、目標の立て方・達成の仕方・変更の仕方も身につけていただきます。
「自分の人生の道は自分で決める」—。そんな当たり前のことを1年次から考え積極的に行動することがポイント。これまでそ
れができでいなかったと思う学生ほど受講してもらいたい授業です。半年の授業で、自分がいま苦手と思っていること克服し
大きく成長することは間違いありません。

教材

テキストは使用しません。参考書は講義中に適宜指示します。
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授業コード C073055010 開講年度・学期 2021年度後期

科目授業名 キャリアデザイン論

英語科目授業名 Carrier Design

科目ナンバー CABUS3302

単位数 2単位 授業形態 演習

担当教員氏名（代表含む） 小林　哲

履修上の制限 主に商学部１年生向けの授業です。

科目の主題

キャリアデザインに不可欠な「思考リテラシー」を獲得する。

授業の到達目標

社会における営利組織（企業）や非営利組織が抱える課題に対する理解を深めるとともに、その解決に向けたアプローチ方法
を修得する。

授業内容・授業計画

※この授業は対面により実施する。
商学部の講義には、就職および実社会で役立つ知識が数多く存在する。しかし、単にそれを得るだけで就職や実社会で使える
ものになるとは限らない。これらの知識を自らのキャリアデザインのもと、選択し、組み合わせ、将来の目的に必要な知識に
組み替えることが必要である。本授業は、そのために必要な能力を身につけることを目的とする。
　したがって、本授業は、就職希望先を定め、そこに就職するために必要な知識やノウハウを身につけるキャリアデザインと
は異なる。その違いは、第1にセメスターという期間内での講義として行うこと、第2に実際の企業課題を検討するという商学
部専門科目として提供されること、そして、第3にキャリアデザインの「方法」ではなく、キャリアデザインに不可欠な「思考
リテラシー」を獲得することを目指すことにある。なお、「思考リテラシー」とは、課題を発見し、分析し、解決する能力の
ことをいう。授業計画は以下の通り。
第1回：ガイダンス
第2回：講師の職場の概要とミッションの提示
第3回：ミッションについての徹底分析
第4回：中間プレゼンテーション（ミッションの進捗状況のチェックとプレゼン準備）
第5回：最終プレゼンテーション（ミッション提示講師からの評価）
※第6回〜第13回：上記第2回〜第5回までの繰り返し（計3回）
第14回：全体の振り返り

事前・事後学習の内容

事前・事後学習の内容は、授業の中で提示する。

評価方法

授業への参加態度および振り返りレポートなどにより総合的に評価する。

受講生へのコメント

・専門ゼミと同様、授業開始前に履修者を募集するので、告知案内に注意すること。
・授業には、実際に企業の現場など実社会に携わっている方を講師として迎える。
・必要に応じて、現地や講師の方の職場などに見学に行く場合もある。
・なお、過去の授業内容は、http://ml.bus.osaka-cu.ac.jp/blog/を参照のこと。

教材

テキストは使用しない。
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授業コード C050100000 開講年度・学期 2021年度前期

科目授業名 金融機関論

英語科目授業名 Financial Institutions

科目ナンバー CAFAD3302

単位数 2単位 授業形態 講義

担当教員氏名（代表含む） 北野　友士

履修上の制限

科目の主題

本科目は対面授業として講義形式で行います。
　2007年以降のサブプライムローン問題、リーマンショック、欧州債務危機という一連の金融危機は、金融機関経営に大きな
変化をもたらしました。近年の金融機関の変化には、金融規制監督体制や競争環境などの外的な要因と、金融業自身の発展な
どに起因する内的な要因があります。これらの変化を理解するには、金融機関に関する理論、制度的な要因、および金融機関
の発展の歴史を関連付ける必要があります。
　本科目では金融機関に関連する理論を整理したうえで、実際の金融機関の発展の歴史を紐解き、
今後の金融機関が果たすべき役割について考察します。

授業の到達目標

・金融機関の役割や機能について理論的に理解する。
・金融機関が発展してきた歴史的経緯を把握する。
・金融機関の理論的な役割や歴史への理解を通じて、今後の金融機関が果たすべき役割について考える力を身につける。

授業内容・授業計画

※この授業は対面により実施する。
第1回：イントロダクション
第2回：金融制度の概要と金融機関
第3回：金融機関の理論
第4回：金融機関と金融規制
第5回：銀行業の起源と発展
第6回：銀行の有限責任制と中央銀行制度
第7回：競争制限的な金融体系と戦後の経済復興
第8回：金融自由化と金融革新
第9回：自己資本比率規制と金融機関のリスク管理
第10回：金融危機と金融機関経営
第11回：金融機関とデリバティブ（※大阪取引所様による出張講義）
第12回：地方の活性化と地域金融機関
第13回：フィンテックと金融機関経営
第14回：金融機関論のまとめ

事前・事後学習の内容

事前に毎回の内容について『金融読本』等の参考文献に目をとおし、
事後には講義内容を復習したうえで、ニュース等で金融機関の最新の動向をチェックしてください。

評価方法

（1）到達目標の達成度に基づいて評価します。
（2）期末試験（※対面での実施が難しい場合もWeb上で実施）50%、
各回の課題等（※感染予防に努めながらグループで取り組む）50%
（3）合格のための最低基準は、理論的な金融機能と金融業の歴史的発展を踏まえて、今後の金融機関のあり方について一定の
論理的 合理的な見解を述べられることです

受講生へのコメント

2020年度後期に北野が担当した「金融制度論」を履修済みであることが望ましいですが、なるべく金融関連科目の初学者に配
慮するつもりです。ただし、初学者となる学生自身も事前に参考図書等に目を通すなどの自助努力をお願いします。

教材

特定のテキストは指定せず、資料を配布します。以下の図書等を参考文献として挙げますので、事前に目を通してください。

・川本裕子（2015）『金融機関マネジメント—バンカーのための経営戦略論—』東洋経済新報社。
・島村髙嘉・中島真志（2020）『金融読本　第31版』東洋経済新報社。
・北野友士（2007）「銀行業の発展と銀行自己資本の意義」『経営研究』第58巻第3号, pp.55-73。
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授業コード C050050000 開講年度・学期 2021年度後期

科目授業名 金融論

英語科目授業名 Monetary Theory

科目ナンバー CAFAD3305

単位数 2単位 授業形態 講義

担当教員氏名（代表含む） 清田　匡

履修上の制限

科目の主題

経済における金融の役割は何か、金融はどのような機能を持つか。

授業の到達目標

金融が企業や国民経済全体のために果たす様々機能を理解すること。

授業内容・授業計画

※この授業はWebclassにて遠隔により実施する予定である。
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)金融の機能を経済理論がどのように考えてきたかを
講義する。
また、各回の機能と関連して、金融機関の取組みを紹介する。
 
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
第3回：融資(1): スティグリッツ
第4回：融資(2): ピーターセン
第5回：期間変換：ダイアモンドとダイビック
第6回：金融の機能とリスク
第7回：リスクと規制
第8回：古典派と歴史学派
第9回：運動論的信用論と交換信用論
第10回：再生産信用理論
第11回：追加的信用の発展理論
第12回：信用恐慌論
第13回：追加的信用の均衡理論と生産信用論
第14回：金融による協同と連合化

事前・事後学習の内容

事前学習: 事前にWebにアップロードする資料を通じて、毎回の講義の概要を学習する。
事後学習: 毎回の講義で出題する例題を使って、各回の講義内容を復習する。

評価方法

毎回の例題の回答の成績を集計して評価する。

受講生へのコメント

毎回、最初に、その回のポイントを2つ述べるので、それを念頭において、受講してください。

教材

毎回、Webclassに資料をアップロードする。
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授業コード C000015000 開講年度・学期 2021年度前期

科目授業名 経営学

英語科目授業名 Management Theory

科目ナンバー CABAS1102

単位数 2単位 授業形態 講義

担当教員氏名（代表含む） 吉村　典久

履修上の制限 商学部1年生および再履修者が履修可能です。

科目の主題

株式会社とはどのような仕組みで、どのような戦略を立てて事業運営をしているのか、その際，どのようにしてお金、人材
（人財）を動かし、どのような技術に依拠して運営しているのか、を明らかにする。なお、可能であれば、実際に事業をされ
ている方をゲストスピーカーとしてお招きしてご講演いただく。

授業の到達目標

本学部での勉学の対象は企業経営であり、それに真正面から検討するのが「経営学」である。これからの4年間の本学部での生
活において「経営学」の占める位置は大きい。そこで、本授業の受講生には、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もらえることを本授業の目標と考えている 。

授業内容・授業計画

遠隔で実施
第1回：本授業のガイダンス
第2回：商学部での学びとは何か
第3回：株式会社のコーポレートガバナンスとはどのようなものか
第4回：多角化戦略と競争戦略
第5回：競争戦略の歴史的推移
第6回：人的資源管理とは何か
第7回：人的資源管理と経営学
第8回：企業財務と株主価値創造
第9回：生産システムとは何か
第10回：生産システムの歴史的推移
第11回：企業文化論と経営学
第12回：ベンチャービジネスとは何か
第13回：ベンチャービジネスの発展について
第14回：社会的企業論について

事前・事後学習の内容

事前学習として、各回、教科書あるいは配布文献の指定範囲を事前に読んでくること。また、各回の内容に関連すると思われ
る企業事例を、新聞をはじめとする各種媒体から得ておくこと。くわえて、SNSなどを使い授業内容に関連するTV番組などを適
宜、通知するので、それらを視聴すること。
事後学習として、授業内容に関連する課題（経営学検定や公認会計士試験の経営学分野の試験問題など）を提示するので、そ
れを解いておくこと。

評価方法

最終レポートの点数により評価する。

受講生へのコメント

新聞・雑誌、TV番組、インターネット上などには、企業に代表される組織体の動きに関わる情報が数多、存在する。漫然とそ
れら情報を眺めるのではなく、授業で学んだ諸概念を用いて、それら動きを分析すること。 初回の授業にて、授業の進め方
（変更などを含めて）など、より詳細な情報を提供する。

教材

教科書：加護野忠男・吉村典久（2021）『1からの経営学（第3版）』碩学舎．
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、上林憲雄・奥林康司他（2018） 『経
験から学ぶ経営学入門（第2版）』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、石嶋芳臣・岡田行正（2011）『経営学の定点』同文館出版、吉田和夫・大橋昭一（2015）『最 新・基本経営学用語
辞典（改訂版）』同文館出版。
これら以外については、講義中に適宜紹介する。
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授業コード C015400000 開講年度・学期 2021年度前期

科目授業名 経営財務論

英語科目授業名 Corporate Finance

科目ナンバー CAMAG3343

単位数 2単位 授業形態 講義

担当教員氏名（代表含む） テキ　林瑜

履修上の制限

科目の主題

企業はヒト（労務）、モノ（生産と販売）とカネ（財務）の管理で成り立っている。この講義はカネの管理を勉強することは
目的だが、一言カネといっても、その内容は多岐にわたっている。一つ目は、資金をどこに、どれだけ投資するかの問題であ
る。二つ目は、投資や生産に必要な資金をどこから、どういう形で調達するかの問題である。三つ目は、企業は資本市場で投
資家にどのように見られているかの問題である。この三つの問題、すなわち投資の問題、資金調達の問題と企業評価の問題を
勉強することは、本講義の主な目的である。

授業の到達目標

証券アナリスト、公認会計士とFPなどの専門職に必要な最低限の基礎知識、将来企業の財務管理に携わるための基礎知識を身
につけてもらうことを目標とする。

授業内容・授業計画

本講義は遠隔で行われる予定である。
第1回：ガイダンス—企業財務と資本市場—
Ⅰ　資本市場と証券投資
第2回：貨幣の時間価値（１）
第3回：貨幣の時間価値（２）
第4回：債券と株式の評価
第5回：株式のリターンとリスク
Ⅱ　企業の実物投資と財務政策
第6回：投資決定と資本コスト（１）
第7回：投資決定と資本コスト（２）
第8回：資金調達と資本構成
第9回：配当政策と自社株買い
Ⅲ　企業価値評価とコーポレート・ガバナンス
第10回：企業価値評価と経営者報酬
第11回：エージェンシー理論
第12回：コーポレート・ガバナンス
Ⅳ　株式投資の理論と実践
第13回：投資、投機、アノマリーと行動ファイナンス
第14回：バリュー株投資、グロース株投資とESG投資
期末試験

事前・事後学習の内容

講義内容の性格上、ある程度簡単な数学と論理的思考が必要である。講義はテキストの予習を前提にするので、講義前にテキ
ストを一通り読んでおくことが求められる。また、各回の授業内容に連続性があるため復習も必要である。

評価方法

授業は遠隔で行われる予定だが、評価は期末試験とランダム(抜き打ち)的に行われる授業中レポートで行う。

受講生へのコメント

本講義は、皆さんの将来の仕事と投資に役立てるよう、内容と講義方法が工夫されるので、積極的な参加を望む。出席点は特
に考慮しないが、期末試験では、出席率が90%ならば90点、80%ならば80点、70%ならば70点、60%ならば60点が取れるよう、出
席率と成績が概ね連動しているのが本講義のポリシーであり、これまでの経験則でもある。

教材

ガイダンスの時に指示する。
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授業コード C060800000 開講年度・学期 2021年度前期

科目授業名 経営統計論

英語科目授業名 Business Statistics

科目ナンバー CAINF3318

単位数 2単位 授業形態 講義

担当教員氏名（代表含む） 高田　輝子

履修上の制限

科目の主題

統計的データ解析は、与えられたデータの背後にある事柄の規則性あるいは傾向を発見しようとするものであり、企業経営、
景気判断、政策判断といった様々な問題における意思決定の上で不可欠なものとなっています。現在ではコンピュータや統計
ソフトの普及により、かなり高度な統計分析も簡単に行えるようになりましたが、分析結果が何を意味するかを判断し、実際
の問題解決に役立てる為には、統計学の基本的な概念を学ぶ必要があります。

授業の到達目標

本講義の目標は、統計学の基本的な概念を理解し、実際のデータを用いて経済･経営の基礎的分析を行えるようになることで
す。データの統計的性質や抽象的統計概念は、視覚的な説明により直感的理解をサポートします。

授業内容・授業計画

【授業形態：対面】
データの間の線形回帰関係の推定・検定を理解するために必要な知識を、ステップ・バイ・ステップで理解できるように講義
は構成されています。まず、データの特徴を見やすい形にまとめる方法を学びます。次に、基本的な確率分布や中心極限定理
などを学び、推定･検定の基本的な考え方を理解します。最後に、線形回帰モデルの推定･検定の方法を学び、実際のデータを
使ってどのように分析･予測を行うかを習得します。
　第１回：はじめに−統計学とは何か
　第２回：１変数データの整理
　第３回：２変数データの整理
　第４回：回帰関係とは
　第５回：回帰分析の基礎
　第６回：小テスト１･解説
　第７回：確率分布
　第８回：標本分布
　第９回：推定の基礎
　第10回：仮説検定の基礎
　第11回：小テスト２･解説
　第12回：回帰の推測統計
　第13回：回帰分析の実際
　第14回：小テスト３･解説
　第15回：定期試験

事前・事後学習の内容

授業は配布する講義テキストに即して行います。必ず事前に次回の講義内容を確認し、疑問点を明らかにした状態で授業に臨
んで下さい。講義内容習得確認のための小テストを３回実施します。学習内容の実践のためにエクセルによるデータ分析の宿
題を２回課します。

評価方法

宿題、小テスト、期末試験を総合して評価します。評価の際に重視する点は、講義で説明した概念・方法を理解し、実際に使
えるようになっているかどうかです。

受講生へのコメント

講義のレベルは、大学においてはじめて統計学を学ぶ学生を念頭においたものですが、エクセルの基本的な使い方は自学自習
を前提としています。ただし、統計分析に関わる高度なエクセルの使い方については、講義や配布物で適宜説明します。数
学、統計学、コンピュータが苦手な受講者は、この講義の準備に多くの時間を割くことになるかもしれませんが、宿題と小テ
ストを毎回こなし、ステップ・バイ・ステップで理解していけば、自然に回帰関係の推定・検定まで理解できるように講義は
構成されています。意欲のある方の受講を期待しています。尚、講義や試験には、平方根の計算ができる電卓を持参して下さ
い。

教材

テキスト：毎回配布する講義テキスト。参考書は授業内に指示します。
参考書：『統計学 改訂版』　森棟公夫他　有斐閣　2015年
　　　　『基本統計学（第３版）』谷崎久志他　東洋経済新報社　2010年
　　　　『コア・テキスト　統計学（第３版）』大屋幸輔　新世社　2020年
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授業コード C065300000 開講年度・学期 2021年度前期

科目授業名 経営分析論

英語科目授業名 Business Analysis

科目ナンバー CABUS3304

単位数 2単位 授業形態 講義

担当教員氏名（代表含む） 向山　敦夫

履修上の制限

科目の主題

・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・ファンドマネジャー・債権者（銀行）・取引先・
従業員（労働組合）などさまざまです。これらの主体は利害関係のある企業を分析・評価したいと考えています。
・われわれが最も簡単に入手でき、かつ最も有用な情報は有価証券報告書です。その重要な部分を占めるのが財務諸表（財務
情報）です。経営分析は英語ではBusiness Analysis（ドイツ語ではBetriebsanalyse）と言いますが、会計情報である財務諸
表を分析するという意味では、財務諸表分析（Financial Statements Analysis）が用いられます。
・歴史的に見れば、銀行がおこなった信用分析から、一般投資家がおこなった投資分析へと発展してきたと言われています。
・授業では、金融商品取引法上の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、成長性や生産
性を分析するための指標について講義します。またESG投資に代表されるように、最近ではCSRやESG情報等の非財務情報が重視
されつつあります。講義の後半では、非財務情報の内容・分析について説明します。

授業の到達目標

・財務諸表を用いて企業の安全性や収益性、成長性や生産性を分析する知識と技術を身につけることがこの授業の到達目標で
す。潜在的従業員である大学生にとっても、自分の将来の就職希望先の企業の財務諸表を分析することは、一生を託す時代で
は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ためには必要かつ重要です。
・定期的にミニテストを実施し、提出して解答することにより、実際に役立つ知識の習得を目指します。
・財務情報を元にした安全性や収益性の分析だけではなく、環境（Environment）・社会（Social）・ガバナンス
（Governance）を組み込んだESG投資に代表されるように、最近では、CSR（Corporate Social Responsibility：企業の社会的
責任）やESG情報等の非財務情報を元にした分析が重視されつつあります。
・講義では、企業に対する幅広い見方を養います。

授業内容・授業計画

この授業は遠隔によりおこないます。毎週PowerPointの資料とZoomによる解説動画をUPします。
第1回：ガイダンス
第2回：わが国の会計制度／トライアングル体制
第3回：損益計算書（P/L）と貸借対照表（B/S）の構造
第4回：収益性分析①：売上高利益率と資本利益率
第5回：収益性分析②：ROEとROA
第6回：収益性分析③：ROEの分解と財務のレバレッジ
第7回：安全性分析①：流動比率と当座比率
第8回：安全性分析②：固定比率と固定長期適合率
第9回：安全性分析③：自己資本比率
第10回：安全性分析④：棚卸資産回転率
第11回：損益分岐点分析／CVP分析
第12回：社会性分析（非財務情報の分析）
第13回：PERとPBR
第14回：財務諸表分析の意義と限界
第15回：定期試験

事前・事後学習の内容

毎回の講義を復習して、財務諸表の構造について理解しておくことが望ましい。

評価方法

・講義期間中に4回のミニテストをおこないます。ミニテストは翌週に解答します。
・試験の際に、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：ミニテスト持ち点20点＋期末試験80点＝計100点（4回のミニテストは1回提出につき5点。5点×4回＝20点）。
・Bコース：期末試験のみ（期末試験80点満点をおおよそ100点満点に換算）。
・期末試験は基本的に4回のミニテストの中から出題します。

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してほしい。

教材

・とくにテキストを指定せず、PowerPointを用いて講義します。・財務諸表の資料を掲載するので、各自印刷し、講義の際に
計算器とともに準備してください。・参考書は以下の通りです。・佐藤裕一（2012）『ビジュアル 経営分析の基本（第5
版）』日本経済新聞出版社
・太田康広（2018）『ビジネススクールで教える経営分析』日本経済新聞出版社
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授業コード C000020000 開講年度・学期 2021年度後期

科目授業名 経済学

英語科目授業名 Economics

科目ナンバー CABAS1103

単位数 2単位 授業形態 講義

担当教員氏名（代表含む） 高橋　信弘、鈴木　洋太郎

履修上の制限 商学部１年生および再履修者が履修可能です。

科目の主題

　2007年ごろ米国で顕在化したサブプライムローン問題は、世界金融危機に発展し、2008年以降多くの国が不況に陥った。こ
のことが示すように、日本から遠く離れた外国で起こった出来事が日本経済に大きな影響を与え、誰もその影響を避けること
ができない。特に、新しいビジネスを始めようとする時期に景気後退が起こると、それが原因でそのビジネスが失敗すること
も起こり得る。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。

授業の到達目標

本授業の受講により、日本経済の動きを大まかに理解できるようになる。また、ビジネス経済という視点に基づき、ビジネス
をするのに必要となる、経済に関する基礎知識を学ぶことができる。

授業内容・授業計画

この授業は Webclass にて遠隔（実施方法：発展）により実施する。教材は、授業日当日までにWebclass に掲載するので各自
確認の上、受講を進めること。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： まとめ

事前・事後学習の内容

その授業の内容について、事前に自分で調べてくるのが望ましい。また、事後に、授業内容を振り返り、その内容を理解でき
ているかを確認しておくこと。

評価方法

期末試験に代わり、レポートにより評価する予定。学生に単位を付与するための基準は、経済学の基本的概念が理解できてい
るだけでなく、その理論を使って、財政政策や金融政策の効果などといった政策の具体的な問題を解くことができることであ
る。

受講生へのコメント

質問がある場合は、 Webclass コース画面の『質疑応答』から質問してください。

教材

教科書　なし
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、鈴木洋太郎『マネジメン
トの経済学—グローカル・ビジネスと経済社会』ミネルヴァ書房。
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授業コード C015620000 開講年度・学期 2021年度後期

科目授業名 現代生産システム論

英語科目授業名 Evolution of Production Systems

科目ナンバー CAMAG3335

単位数 2単位 授業形態 講義

担当教員氏名（代表含む） ＊坂本　清

履修上の制限

科目の主題

1990年代から始まった市場革命(グローバル化)、情報革命(デジタル化)、環境革命(サスティナブル化)の大潮流は、世紀を超
えていよいよ「新たな産業革命」の時代に突入している。グローバリゼーションの進展は経済循環の大きさを文字通り地球規
模に拡大し、コンピュータ技術の革新が通信技術の革新と結合してAIやIOT、5 G通信、ビッグデータ処理などの技術革新を生
みだし、それらが生産や流通，サービスなどの経済生活のみでなく、人間のあらゆる社会生活の変革を引き起こしつつある。
また、人類の生存に関わる地球環境問題も環境管理の時代からカーボンニュートラルを前提とした環境ビジネスの時代を迎え
ようとしている。本講義は、近代から現代に至る人間の営みを「生産システムの進化」として捉え、人間生活の価値の根源で
ある「もの作りシステム」の発展過程を考察するものである。

授業の到達目標

わが国の現状を見れば、製品国際競争力は持続的に低下し、一人当たりGDPもアジア諸国に追い抜かれ、また近年の一連の品
質・品質管理の不正問題に見られる日本製品の品質劣化が明らかになることによって、「もの作り立国」のもの作りシステム
そのものの優位性が問われている。これは単に一企業・一組織の問題ではなく、日本産業体制の構造的問題であるとさえいえ
る。本講義は、「生産システムの進化」すなわち地球レベルでのもの作りの原理の発展過程を学習することをつうじて、現代
日本の生産システムが直面する「変化」の特質と「もの作り立国」再構築の課題とを明らかにし、21世紀日本のもの作りのあ
り方を展望すること、これが授業の目標である。

授業内容・授業計画

本講義は遠隔授業とする。本講義は、近代市民社会から現代に至る生産システムの進化の過程を5つのフェーズに分類し、企業
社会の発展の中で現代の生産システムがどのように進化してきたのか､その論理と実態とを明らかにする。
第1回：オリエンテーション&rarr;人類の移動と生産活動&rarr;もの作りの3つの命題と生産システム
第2回：(フェーズ1) イギリス産業革命と生産システムの飛躍
第3回：アメリカ産業革命と生産システム革新
第4回：テイラーシステムと管理の科学化
第5回：(フェーズ2) 自動車技術の発展とフォーディズム
第6回：フォードシステムと大量生産原理
第7回：(フェーズ3 ) 日本的生産システムとフレキシビリティ
第8回：トヨタ生産システムと生産原理の革新
第9回：日本的労働批判と人に優しい生産システム
第10回：ME技術とフレキシブルオートメーション
第11回：(フェーズ4) 20世紀システムの崩壊と3つの潮流
第12回：ICT革新とモジュール型生産システム
第13回：(フェーズ5) 生産システムの進化と環境ジレンマ
第14回：「新たな産業革命」と文明の岐路
第15回：定期試験

事前・事後学習の内容

前回の授業内容を復習するとともに、教材を読んで次回講義に関する予備知識を学習すること。

評価方法

成績は期末試験で評価する。

受講生へのコメント

生産システムの進化は人類の文明の一つの指標であり、文化の反映である。本講義はそのような視点から聞いて下さい。

教材

坂本　清 『熟練・分業と生産システムの進化』 文眞堂、2017年
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授業コード C007010000 開講年度・学期 2021年度前期

科目授業名 公益事業論

英語科目授業名 Public Utilities

科目ナンバー CASOM3311

単位数 2単位 授業形態 講義

担当教員氏名（代表含む） 中瀬　哲史

履修上の制限

科目の主題

変容しつつある公益事業の検討

授業の到達目標

従来から公益事業は産業、経済にとってインフラストラクチャーと認められ，地域独占と総括原価制度が採用されてきた。し
かし，日本の公益事業は技術革新や企業経営の合理性を理由に，近年，そうした従来のあり方を変えようとしている。とはい
え東日本大震災は，公共性への留意を促すとともに，一方通行的だった公益事業に対して双方向性を導入させることをも迫っ
ている。つまり，単純な「官」でも「民」でもない，「公」の捉え方が再考され，公益事業をどのようなものと考えればいい
のかが求められている。そこで，本講義の受講を通じ、公益事業とは何か、「公」空間とは何か、を改めて問い直していただ
くことを到達目標とする。

授業内容・授業計画

※この授業はWebclassにて遠隔により実施する予定である。

今回は，特に，公益事業のうち、エネルギー事業、放送・通信事業、運輸事業を中心に，上述のような問題意識にしたがって
その歴史と現在における位置づけを踏まえて検討する。
第1回：ガイダンス
第2回：航空事業-公益事業の規制緩和の始まり
第3回：エネルギー事業①（電気事業）
第4回：エネルギー事業②（ガス事業）
第5回：エネルギー事業の将来性
第6回：通信・放送事業①（通信事業）
第7回：通信・放送事業②（放送事業）
第8回：通信・放送事業③（郵便事業）
第9回：運輸事業①（鉄道事業）
第10回：運輸事業②（バス事業）
第11回：運輸事業③（地下鉄事業）
第12回：運輸事業の将来性
第13回：水道事業
第14回：公益事業と都市開発

事前・事後学習の内容

毎回、次回キーワードを提示するので、それを見て事前、事後学習を行うこと。

評価方法

レポート，学期末の試験などからの総合評価。

受講生へのコメント

公益事業は現在「変容」しつつあります。ぜひ、身近な公益事業（Line、鉄道事業、バス事業など）を利用する際、注意深く
見ておいてください。

教材

特定のテキストは使用しない。参考書は講義中に適宜指示する。
参考書・参考資料等ネットワーク・ビジネス研究会（2004）『ネットワーク・ビジネスの新展開』八千代出版。中瀬哲史
（2005）『日本の電気事業経営の推移と9電力体制』日本経済評論社。小坂直人（2005）『公益と公共性—公益は誰に属する
か』日本経済評論社公益事業学会（2020）『公益事業の変容』関西学院大学出版会
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授業コード C048000000 開講年度・学期 2021年度前期

科目授業名 公共経営序論

英語科目授業名 Introduction to Public Management

科目ナンバー CAPUB3301

単位数 2単位 授業形態 講義

担当教員氏名（代表含む） 本多　哲夫

履修上の制限

科目の主題

公共経営とは狭義には行政組織や非営利組織などの「公共部門のマネジメント」 を指しますが、広義には「公共性のあるマネ
ジメント」を意味します。すなわち、社会に配慮した経営や社会的に意義のあるビジネスを行うことも公共経営であり、その
意味では公共経営は公共部門だけでなく民間部門のあらゆる企業や組織に求められています。
本学商学部では2018年度から公共経営学科を新設し、上述の広い意味での公共経営の視点で企業やマネジメントについて学ぶ
場を拡充しました。公共経営学科は従来の商学科と同様に、経営、商学、会計を 学ぶという点は変わりませんが、「社会性」
と「地域性」をキーワードとして学習を進める点に特色があります。
本講義では、公共経営学科で専門科目を開講する商学部教員がそれぞれの研究テーマや講義テーマについて初学者向けに簡単
に分かりやすく解説します。翌年度から本格的に専門科目を学ぶ２回生を対象とした入門編の講義です。このオムニバス講義
を通して、公共経営についての理解を深めることができます。
あらゆる企業や組織において、社会や地域との関わりを拒絶した経営を行うことはできません。したがって、公共経営につい
ては公共経営学科に所属する学生だけではなく、商学科に所属する学生も 学んでおく必要が当然あります。したがって、商学
部２回生はこの講義を履修してください。

授業の到達目標

公共経営についての理解を深めることを目標とする。

授業内容・授業計画

この講義はWebClassにて遠隔（実施方法：発展）により実施する。講義動画・資料を毎回WebClassに掲載するので各自確認の
うえ受講を進めてください。
商学部教員によるオムニバス形式で、下記のテーマで講義を行う。ただしそれぞれの担当回については現在調整中であるた
め、第1回講義（オリエンテーション）で受講者に案内する予定である。なお、担当教員やテーマが一部変更になる可能性があ
ることにも留意されたい。

小沢　公共に寄り添い考え、私たちのできること
北野　地域の活性化と地域金融機関
小林　地域マーケティングへの招待
鈴木　産業立地と公共経営
立見　社会連帯経済と都市：フランス・リールの挑戦
田村　小売商業と地域
中瀬　現代の公益事業経営にみる公共経営の課題
廣瀬　公会計情報を活用した公共経営
藤塚　地域問題を考える
本多　中小企業と地域
松永　社会課題とビジネスの接点
向山　企業の社会性とCSR
二宮　小売商業と地域

事前・事後学習の内容

事前にテーマに関連する情報を文献やウェブサイト等で確認しておくこと。授業後は講義内容の復習を行っておくこと。

評価方法

授業への取り組み姿勢30％、レポート70％で評価する。

受講生へのコメント

この講義は、履修者決定の際に商学部２回生が最も優先されるという珍しい講義 となっています。商学科に所属することを決
めている２回生であっても、公共経営についての知識と理解は３回生以降の学習において必要となります。したがって、どち
らの学科に進むのかは関係なく、２回生の方は履修するようお願いします。

教材

テキストは使用しない。参考書は講義中に適宜指示する。
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授業コード C047000000 開講年度・学期 2021年度前期

科目授業名 公共経営論

英語科目授業名 Public Management

科目ナンバー CASOM3301

単位数 2単位 授業形態 講義

担当教員氏名（代表含む） 廣瀬　喜貴

履修上の制限

科目の主題

この講義では、基礎的な公共経営についての論点を採り上げる。国や地方公共団体のほか、公営企業、医療、介護、教育など
の公共部門は、どのように経営したら良いのであろうか。本講義では、民間部門（企業）と公共部門の異同点を意識して講義
を行なう。したがって、受講にあたり、経営学と経済学の基礎的な知識を有していることが望ましい。基本的には上記の形式
で進行するが、可能な限り双方向のやりとりに努める。

授業の到達目標

公共経営について体系的に理解し、内容を他人に説明することができる。

授業内容・授業計画

この授業は遠隔（標準手順：発展）により実施する。授業日当日までに教材をWebClassにアップするので各自確認の上、受講
を進めること。WebClassでの受講にあたっては、WebClassのコース「学生向け遠隔講義入門」の「受講方法」を参照し、受講
の準備および当日の受講を行うこと。

第1回　オリエンテーション
第2回　新しい公共経営とは何か（NPM）
第3回　中央政府の経営（国）
第4回　地方政府の経営（地方公共団体）
第5回　公営企業の経営（水道、地下鉄、病院）
第6回　独立行政法人と公益法人の経営（美術館、スポーツ）
第7回　社会福祉法人の経営（介護施設、保育園）
第8回　学校法人の経営（私立大学、私立高校）
第9回　社会問題と公共経営（地方創生、環境問題、被災者支援）
第10回　公共財（ゲーム理論、実験）
第11回　ソーシャル・キャピタル（心理学、実験）
第12回　電子政府（e-Government）
第13回　テクノロジーと公共経営（ブロックチェーン）
第14回　まとめ
第15回　試験

事前・事後学習の内容

配布資料にて具体的な指示を行なう。また、知らない単語は事前に検索して予習しておく必要がある。

評価方法

複数回の提出課題によって総合的に評価する。課題はWebClassへの提出とする。

受講生へのコメント

公共経営論を学ぶことをつうじて、日々報道されている社会問題について、学術的な観点から考え、議論や分析をできるよう
になってほしい。
質問がある場合は、教材一覧から「質疑応答」を選択して行ってください。質疑応答の進め方は「学生向け遠隔講義入門」の
「質疑応答について」を参照してください。

教材

【教科書】
特に指定しない。配布教材を中心に講義を行なう。

【参考書】
黒木淳編著（2019）『公会計テキスト』中央経済社。
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授業コード C048001000 開講年度・学期 2021年度後期

科目授業名 公共経営ワークショップ

英語科目授業名 Public Management Workshop

科目ナンバー CAPUB3302

単位数 2単位 授業形態 演習

担当教員氏名（代表含む） 鈴木　洋太郎

履修上の制限 2015年度〜2017年度入学生は、履修できません。

科目の主題

公共経営に関わる諸課題について、グループワーク形式で、課題解決のための企画案づくりに取り組んでもらいます。

授業の到達目標

グループワークやプレゼン等を通じて、課題発見・課題解決の能力の向上を目標としています。

授業内容・授業計画

この授業は対面により実施します。

第1回：授業ガイダンス
第2回：１回目の課題の提示
第3回：１回目の課題についての検討・グループワーク
第4回：１回目の課題についての中間プレゼン
第5回：１回目の課題についての最終プレゼン・評価
第6回：２回目の課題の提示
第7回：２回目の課題についての検討・グループワーク
第8回：２回目の課題についての中間プレゼン
第9回：２回目の課題についての最終プレゼン・評価
第10回：３回目の課題の提示
第11回：３回目の課題についての検討・グループワーク
第12回：３回目の課題についての中間プレゼン
第13回：３回目の課題についての最終プレゼン・評価
第14回：授業のまとめ

事前・事後学習の内容

企画案づくりのために、資料作成等の事前・事後学習が重要となります。

評価方法

授業態度等の平常点で評価します。

受講生へのコメント

公共経営や課題発見・課題解決型授業に関心のある学生の受講を薦めます。

教材

授業中に適宜指示します。
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授業コード C065060000 開講年度・学期 2021年度後期

科目授業名 工業簿記

英語科目授業名 Industrial bookkeeping

科目ナンバー CAACC3319

単位数 2単位 授業形態 講義

担当教員氏名（代表含む） 中谷　美穂

履修上の制限

科目の主題

日商簿記検定2級「工業簿記」の対策講義を実施します。工業簿記の学習が初学になる方にも、わかりやすい授業を展開してい
きますので安心して受講してください。また、単位取得後、ステップアップ資格として、日商簿記1級 ・ 公認会計士を目指し
たい方も、ぜひ受講して下さい。

授業の到達目標

日商簿記検定2級「工業簿記」合格レベルの知識と能力の習得を第一目標とします。
また、授業を通じ、「原価計算」の理解を深めることにより、製造活動記録の過程をマスターしていただきます。

授業内容・授業計画

この授業は「対面」により実施する。
第1回：工業簿記の基礎、工業簿記の勘定連絡、材料費（Ⅰ）
第2回：材料費（Ⅱ）、労務費（Ⅰ）
第3回：労務費（Ⅱ）、経費
第4回：個別原価計算（Ⅰ）
第5回：個別原価計算（Ⅱ）
第6回：部門別個別原価計算（Ⅰ）
第7回：部門別個別原価計算（Ⅱ）
第8回：総合原価計算（Ⅰ）(Ⅱ）
第9回：総合原価計算（Ⅲ）
第10回：総合原価計算（Ⅳ）(Ⅴ)
第11回：財務諸表、標準原価計算（Ⅰ）
第12回：標準原価計算（Ⅱ）
第13回：直接原価計算（Ⅰ）
第14回：直接原価計算（Ⅱ）、本社工場会計
第15回：定期試験

事前・事後学習の内容

授業後は、理解を深めるため習得した範囲をテキストで再度読み直しを行うようにしてください。
また、問題集を使用し担当講師より指示のあった問題を中心にアウトプット訓練を実施し、間違った問題については再度解き
直しを行ってください。

評価方法

平常点：40％（ミニテスト1回、授業における質問、コミュニケーションカードの提出など授業に対する取り組み）定期試験：
60％

受講生へのコメント

日商簿記2級レベルの会計知識はビジネスパーソンとして必須の知識であり、会計の知識は将来どのような職種に就くとしても
不可欠なものとなります。このことを踏まえ、日商2級本試験合格を目指す学生を対象とした講義を行います。また、本講は実
務家の講師が担当しますので、時間の許す限り実務にまつわる会計の話題を盛り込みます。また会計専門職（公認会計士・税
理士）についての相談等にも随時受け付けいたしますので、気軽にお声がけください。

教材

よくわかる簿記シリーズ「合格テキスト　日商2級　工業簿記　Ｖｅｒ．8．0」　（ＴＡＣ出版）
よくわかる簿記シリーズ「合格トレーニング　日商2級　工業簿記　Ｖｅｒ．8．0」　（ＴＡＣ出版）
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授業コード C050716000 開講年度・学期 2021年度後期

科目授業名 国債管理論

英語科目授業名 National Debt Management Theory

科目ナンバー CAFAD3320

単位数 2単位 授業形態 講義

担当教員氏名（代表含む） 中島　將隆

履修上の制限 「証券市場論特講６」の単位修得者は、履修できません。

科目の主題

日本の国債市場は今日、大きな変貌をとげている。1998年以降、国債の無制限発行が継続しているにもかかわらず、国債市場
が極めて安定しているからである。これまでの常識では、国債大量発行が継続すると必ず国債危機が発生していた。国債の市
中消化が困難となり、国債金利が上昇し、その行き着く先はインフレであった。ところが現実の国債市場をみると、国債危機
は全く生じていない。国債発行市場は安定し、流通市場は活況を呈し、国債金利は低下を続け、ついに国債金利はゼロ金利に
なった。インフレは回避されているだけでない。現実にはデフレから如何に脱出するか、２％という物価上昇を如何にして実
現するか、これが目標となっている。今日の国債市場は、これまで経験したことのない変化、これまでの国債管理論では説明
できない変化、こうした大変化が生じているのである。講義では、まず、国債市場の現状を認識し、次ぎに、こうした大きな
変化がなぜ生じたのか、論点を整理しながら考えていく。その上で、国債の無制限発行は永遠に可能なのか、国債発行の歯止
めはあるのか、国債発行の限度があるとするなら、その限度は何処で画されているか、具体的な現実をみながら考えていく。
そして、MMTなどの国債増発容認論が注目されるようになった背景、そこでの問題点を検討していきたい。

授業の到達目標

１．国債膨張を招いている財政構造の分析
２．国債膨張を抑制する立憲的制約があるにもかかわらず、なぜ、無制限発行が可能になっているか
３．国債は主として国内の民間金融機関によって消化されている。金融機関が国債投資に向かう資金は如何にして形成されて
いるか。
４．金融機関が遊休資金を国債投資に向ける理由は何か
５．国債無制限発行下で、なぜ、長期金利が一貫して低下しているのか
６．資金余剰下にあって国債市場はどのように変貌したか
７．MMT等の国債増発容認論が登場してくる背景は何か

授業内容・授業計画

※この授業は対面により実施する。
第1回：国債管理論の研究課題
第2回：国債膨張を招く財政構造の分析(1)
第3回：国債膨張を招く財政構造の分析(2)
第4回：なぜ赤字国債の無制限発行が可能になったか（１）
第5回：なぜ赤字国債の無制限発行が可能になったか（２）
第6回：資金余剰と国債市場の変貌(1)
第7回：資金余剰と国債市場の変貌(２)
第8回：国債市場を支えるレポ市場の整備（１）
第9回：国債市場を支えるレポ市場の整備（２）
第10回：決済リスクの軽減と流動性の向上
第11回：非伝統的金融政策と国債市場の変化（１）
第12回：非伝統的金融政策と国債市場の変化（2）
第13回：国債に対する市場の信頼とは何か
第14回：講義のまとめ
第15回：定期試験

事前・事後学習の内容

講義の前にレジメと資料を配布する。予習と復習の教材にすること

評価方法

期末の試験成績、毎回の講義終了時に行うコミュニケーションペーパー、講義出席を参考にする。

受講生へのコメント

まず、講義を聞いて知識を蓄えること。次ぎに、自分の頭でよく考え判断すること。

教材

講義はテキストを使用せず事前に配布するレジメと参考資料による。参考文献は講義中に適宜指示する。
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授業コード C030250000 開講年度・学期 2021年度前期

科目授業名 国際経営論

英語科目授業名 International Management

科目ナンバー CAINT3325

単位数 2単位 授業形態 講義

担当教員氏名（代表含む） 石井　真一

履修上の制限

科目の主題

企業の国際経営にかんする基本的な理論・概念について、実情に即して論じる。

授業の到達目標

企業の国際経営にかんする基本的な理論・概念を理解できるようになる。
国際経営にかんする理論・概念と現実の企業行動との対応関係を考えられるようになる。

授業内容・授業計画

この授業は Webclass にて遠隔により実施する。別途記載の教材を各自で入手し、受講を進めてください。
到達目標に向けて、できるだけ実例をとりあげて、理論・概念と実例の対応関係に留意しながら講義を進めます。講義の初期
は比較的分かりやすい理論・概念についてとりあげ、その後、応用的な内容へと進んでいきます。講義の内容は、広く経営学
関係の科目をベースとしています。

第1回：イントロダクション
第2回：国際経営・国際化とは
第3回：国際化のプロセス
第4回：国際化の要因
第5回：国際化の戦略
第6回：国際技術移転
第7回：国際人材配置
第8回：産業の国際化１　欧米市場
第9回：産業の国際化２　アジア市場
第10回：グローバル・イノベーションの理論１　開発マネジメントの観点から
第11回：グローバル・イノベーションの理論２　製品アーキテクチャの観点から
第12回：国際経営の事例１　海外プロジェクトのはじまり
第13回：国際経営の事例２　海外プロジェクトの現地化
第14回：まとめ

事前・事後学習の内容

テキスト・講義の内容を中心に予習・復習をしてください。

評価方法

開講前の時点では遠隔授業を予定しているため、レポートによる評価を予定しています。提出の期限・方法等については
Webclassでお知らせします。なお、新型コロナの状況によっては、対面での試験に変更する場合があります。

受講生へのコメント

質問がある場合は、大学のメールアドレス ishii@bus.osaka-cu.ac.jpに連絡してください。

教材

テキスト：石井真一著『国際協働のマネジメント：欧米におけるトヨタの製品開発』千倉書房他の参考文献等は講義中に適宜
お知らせします。
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授業コード C050310000 開講年度・学期 2021年度後期

科目授業名 国際資本市場論

英語科目授業名 International Capital Market

科目ナンバー CAINT3320

単位数 2単位 授業形態 講義

担当教員氏名（代表含む） 王　東明

履修上の制限

科目の主題

国際資本市場は、国際的に直接金融による資金調達を担う一方、国際競争力を反映する側面もある。現在、ニューヨーク、ロ
ンドン、東京は世界の三大国際金融センターといわれ、また、香港とシンガポールは、地域的な国際金融センターと見られて
いる。近年では、世界最大の発展途上国である中国とインドは、経済成長が続いており、両国の資本市場が拡大すると同時
に、市場の国際化も進められている。
本講義では、金融市場の国際化と自由化を検討し、国際資本市場の構造を分析しながら、資本市場が果たす役割を考察する。
そこで、ニューヨーク、ロンドン、東京の国際金融センターを概観し、香港とシンガポールの資本市場の構造を分析する。さ
らに、急速に拡大している中国とインドの資本市場も考察し、新興国市場の特徴と問題点を明らかにする。

授業の到達目標

国際資本市場が果たす役割を理解し、主要な資本市場の特徴と相違点を把握する。

授業内容・授業計画

※この授業は対面により実施する。
第1回授業ガイダンス第2回国際資本市場の変貌とその役割第3回アメリカの資本市場（1）第4回アメリカの資本市場（2）第5回
イギリスの資本市場第6回EUの資本市場第7回日本の資本市場（1）第8回日本の資本市場（2）第9回香港の資本市場（1）第10回
香港の資本市場（2）第11回シンガポールの資本市場第12回中国の資本市場第13回インドの資本市場第14回まとめ
第15回定期試験

事前・事後学習の内容

第1回必要に応じて指示する。第2回講義中に提示する。第3回『図説アメリカの証券市場』第4回『図説アメリカの証券市場』
第5回『図説イギリスの証券市場』第6回『図説ヨーロッパの証券市場』第7回『図説日本の証券市場』第8回『図説日本の証券
市場』第9回『図説アジアの証券市場』第10回『図説アジアの証券市場』第11回『図説アジアの証券市場』第12回『図説中国の
証券市場』第13回『図説アジアの証券市場』第14回講義中に提示する。第15回定期試験

評価方法

定期試験(100％）によって評価する。

受講生へのコメント

指示した参考文献を積極的に学習すること。

教材

必要な参考文献は、講義中に適宜指示する。
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授業コード C030400000 開講年度・学期 2021年度後期

科目授業名 国際マーケティング論

英語科目授業名 Global Marketing

科目ナンバー CAINT3322

単位数 2単位 授業形態 講義

担当教員氏名（代表含む） ＊畠山　欣

履修上の制限

科目の主題

コロナ禍で世界の人々の社会生活と経済活動等が大きな打撃と影響を受けています。
このような状況下でも、中国の内需拡大、産業構造の調整・高度化、都市化などは進行しています。
それと同時に外国との経済貿易摩擦及び国内生産コストの上昇、不動産バブル、為替、格差、環境、高齢化社会という諸問題
にも直面しています。
本講義では、これらのテーマを主に取り上げていきたいと考えています。

授業の到達目標

中国ビジネス、マーケティングを理解・考察する能力を養うことを授業の到達目標としています。

授業内容・授業計画

この授業はWebClassにて遠隔（実施方法：発展）により実施する予定です。
授業内容は授業日当日までにWebClassに掲載するので、各自確認の上、受講を進めてください。
第1回：ガイダンス、中国概要・市場規模
第2回：中国沿海部のビジネス投資環境
第3回：中国内陸部のビジネス投資環境
第4回：中国の内需拡大と産業構造の調整・高度化
第5回：中国の都市化、デジタル化
第6回：中国の生活様式の変遷
第7回：中国の高齢化社会
第8回：脱炭素化社会
第9回：企業の基本経営戦略
第10回：企業のマーケティング
第11回：インバウンド市場
第12回：ビジネスのチャンスとリスク
第13回：対中投資企業の成功事例
第14回：講義内容のまとめとレポートについての説明

事前・事後学習の内容

事前・事後学習の内容は授業の中で提示します。

評価方法

試験は実施しません。
１００点満点で、レポート提出７０%、平常点３０%で評価します。

受講生へのコメント

中国ビジネスに関心のある学生の受講を薦めます。

教材

テキストは使用しません。参考書は講義中に適宜指示します。
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授業コード C045400000 開講年度・学期 2021年度前期

科目授業名 国際立地論

英語科目授業名 International Location

科目ナンバー CAINT3315

単位数 2単位 授業形態 講義

担当教員氏名（代表含む） 鈴木　洋太郎

履修上の制限

科目の主題

事業活動を国内だけでなく海外にも展開している企業は「多国籍企業（グローバル企業）」と呼ばれます。本授業は、多国籍
企業がその事業活動を世界の「どこで」行うのかといった「多国籍企業の立地行動」について、とくに日系多国籍企業のアジ
アへの立地行動について考察します。

授業の到達目標

本授業の到達目標は、受講生が多国籍企業の立地行動に関する基本知識を修得するとともに、受講生が各自、具体的な企業を
取り上げ、その国際的な立地行動の特徴を分析できるようになることです。

授業内容・授業計画

この授業は Webclass にて遠隔（実施方法：基本および発展）により実施します。教材は、 授業日当日までに Webclass に掲
載しますので各自確認の上、受講を進めてください。

授業内容としては、第１に、多国籍企業の立地行動など国際産業立地の視点について講義します。第２に、日系多国籍企業の
アジア立地行動に関連づけながら、ハイマーやヴァーノン、ヘライナー、ラグマン、ポーターなどの多国籍企業論について講
義します。第３に、いくつかの産業分野における日系多国籍企業のアジア立地行動のダイナミックな実態について講義しま
す。
 
第1回：授業ガイダンス
第2回：国際産業立地の視点（1）：日本・アジアの産業立地の変化
第3回：国際産業立地の視点（2）：多国籍企業の立地行動
第4回：国際産業立地の視点（3）：商業・サービス業における海外進出のケース
第5回：国際産業立地の視点（4）：国際的サプライチェーンの視点
第6回：多国籍企業論の検討（1）：ハイマーの多国籍企業論
第7回：多国籍企業論の検討（2）：ヴァーノンの多国籍企業論
第8回：多国籍企業論の検討（3）：ヘライナーの多国籍企業論
第9回：多国籍企業論の検討（4）：ラグマンの多国籍企業論
第10回：多国籍企業論の検討（5）：ポーターの多国籍企業論
第11回：アジア立地行動の実態分析（1）：分析フレームワーク
第12回：アジア立地行動の実態分析（2）：歴史的な視点
第13回：アジア立地行動の実態分析（3）：近年の特徴
第14回：まとめ

事前・事後学習の内容

テキストの所定の箇所を事前に読んでおいてください。
毎回の授業の最後で検討課題を提示しますので、その点を事後学習しておいてください。

評価方法

学期末試験の代わりの期末レポート（80点）および小レポート（20点）により評価します。

受講生へのコメント

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

教材

以下のテキストを使用します。
鈴木洋太郎『国際産業立地論への招待』新評論。
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授業コード C065250000 開講年度・学期 2021年度後期

科目授業名 コスト・マネジメント論

英語科目授業名 Cost Management

科目ナンバー CAACC3320

単位数 2単位 授業形態 講義

担当教員氏名（代表含む） 卜　志強

履修上の制限

科目の主題

原価計算には、財務諸表作成のため（財務会計目的）と、経営管理のため（管理会計目的）という二つの目的がある。こうし
た目的を果たすために、まず、製品やサービスの原価を正確に計算することが必要不可欠であるが、それだけでは十分ではな
い。より重要なのは企業の経営目標を達成するために、原価計算から得られた原価情報を如何に有効に利用するかということ
である。これは、本講義の主題である。

授業の到達目標

本講義では、コスト・マネジメントの基本理論・手法を習得することを目標としている。受講者は伝統的なコスト・マネジメ
ントの理論・手法と最新のコスト・マネジメントの理論・手法を学習することを通じて、コスト・マネジメント理論・手法を
理解し、それを企業の現場で応用することができるようになる。

授業内容・授業計画

※この授業は対面により実施する。
第1回：   企業経営管理とコスト・マネジメント
第2回：  コスト・マネジメント・システムの生成と発展
第3回：  標準原価計算
第4回：  損益分岐点分析
第5回：  直接原価計算
第6回：  差額原価収益分析
第7回：  原価企画の考え方
第8回：  原価企画の進め方
第9回：  原価改善
第10回：活動基準原価計算
第11回：活動基準原価管理
第12回：価格決定と原価計算
第13回：品質コスト・マネジメント
第14回： マテリアルフローコスト会計
第15回：期末試験

事前・事後学習の内容

事前に教科書を読み、授業内容を予習する。そして、事後に授業内容を復習する。

評価方法

期末試験（100％）により評価する。

受講生へのコメント

本講義の履修にあたっては、原価計算の基礎知識が前提知識として必要となる。そのため、商学部講義「原価計算論」を履修
しておくことが望ましい。

教材

テキスト：　東海　幹夫　著『原価計算管理会計（新版）』　清文社、2010年。
参考書：　講義中に適宜指示する。
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授業コード C015740000 開講年度・学期 2021年度後期

科目授業名 コーポレート・ガバナンス論

英語科目授業名 Corporate Governance

科目ナンバー CAMAG3340

単位数 2単位 授業形態 講義

担当教員氏名（代表含む） イリエヴァ　マリア

履修上の制限

科目の主題

Corporate governance is the structure of rules, practices, and processes used to direct and manage a company. A
company's board of directors is the primary force influencing corporate governance. Bad corporate governance can
cast doubt on a company's reliability, integrity, and transparency al l of which can have implications on its
financial health.

授業の到達目標

At the end of the course, students should be able to:
Define what is a Corporation
Define the Corporate structure, purpose and powers
Understand the concept of ownership, and separation of ownership and control
Understand the different aspects of Board of directors
The role of the C EO in a Corporation; ways to control and reward the CEO
Different types of corporate governance around the world with a special focus on Japan

授業内容・授業計画

This class will be conducted face-to-face!

Chapter 1: What is a Corporation? Part 1
Chapter 2: What is a Corporation? Part 2
Chapter 3: W hat is a Corporation? Part 3
Chapter 4: Shareholders: Ownership. Part 1
Chapter 5: Shareholders: Ownership. Part 2
Round 6: Shareholders: Ownership. Part 3
Round 7: Shareholders: Ownership. Part 4
Round 8: Directors: Monitoring. Part 1
Round 9: Directors: Monitoring. Part 2
Round 10: Directors: Monitoring. Part 3
Chapter 11: Management: Performance. Part 1,
Chapter 12: Management: Performance. Part 2,
Chapter 13: Inter national Corporate Governance. Part 1,
Chapter 14: International Corporate Governance. Part 2,
Chapter 15: Final exam

事前・事後学習の内容

Students have to read the corresponding chapter of the textbook before each class. Additional materials like case
studies and other handouts will be distributed during the class. In order to facilitate the discussions, some of
the case studies will be shown with videos or performed by the students with role plays during the class.

評価方法

Class participation:
Microactivities for team work: 30% of the grade
Short case studies or videos to work on during the class with the other members of your team and present them in
front of everybody in the end of the class.

Final exam:
Quiz on the material covered in the lectures: 70% of the grade
Multiple choice questions for students to choose the right answer according to the text in the presentations
shown during the classes.

受講生へのコメント

a) Since discussion is an essential part of the course, please come to class prepared and on time.
b) You can use your mobile phones and/or laptops during the class only for the purpose of obtaining information
to facilitate the discussions. Chatting of texting during class is not allowed.
c) Let me know if you have an emergency and will not be able to come to class.

【About Q&A 】
If you have questions, select “Q&A BBS” from the list of “Course Materials” in the WebClass
As for the way to conduct Q&A sessions, refer to “the way of Q&A 「質疑応答について」 ” in the course
“Introduction of Remote Course 「学⽣向け遠隔講義⼊⾨」講義時間外の質問については、教材⼀覧から「質疑応答」を選
択して⾏ってください。
If students have questions out of the class time, student s can select “BBS for Q&A in the WebClass to ask.
There will be also a chat per each lecture in WebClass below the materials for that lecture.
質問は電⼦メールにより受け付けます。質問があれば cmi67334@osaka-cu.ac.jp
まで質問内容をメールで送ってください。
Accept questions anytime by e-mail. Students can send messages to cmi67334@osaka-cu.ac.jp anytime they have
questions.

教材

Monks, R. A. G. & Minow , N. (2011). Corporate Governance . John Wiley &
ISBN 0470972742, 9780470972748
The textbook can be bought at the publisher's website or at Amazon.com as a paperback, hardcover or Kindle
format.
Previous editions can be found at the OCU Media Center.
Additional materials will also be distributed during the classes.
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授業コード C000070000 開講年度・学期 2021年度後期

科目授業名 財務諸表論

英語科目授業名 財務諸表論

科目ナンバー CABUS3305

単位数 2単位 授業形態 講義

担当教員氏名（代表含む） 石川　博行

履修上の制限

科目の主題

企業の影響力が増大している現代社会において、人々が自己の利益を守り、企業と賢明に付き合っていくには、その判断材料
となる企業の情報が欠かせない。企業に関する情報源は様々あるが、企業活動の経済的側面について定量的な意思決定を行う
ために最も優れた情報源は、企業活動の成果をとりまとめた財務諸表である。財務諸表が企業情報の宝庫と称されるゆえんで
ある。本講義では、株主や債権者といった企業の利害関係者に、財政状態および経営成績を報告するための財務諸表（貸借対
照表、損益及び包括利益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュフロー計算書）について学習する。

授業の到達目標

企業が営む主要な活動に焦点を当てながら、それらの活動が財務諸表にとりまとめられるプロセスについて理解する。財務諸
表から、企業の収益性、安全性、さらには将来の成長性を読みとり、様々な意思決定を行うことができるようになることが目
標である。

授業内容・授業計画

本講義は対面で実施する（予定）。企業が営む主要な活動に焦点を当てながら、財務諸表の作成プロセスを理解する。財務諸
表の作成プロセスの理解に際しては、複式簿記の仕訳のような技術は使用せず、できるだけ図表を用いた説明を行う。さら
に、財務諸表の作成プロセスの解説だけにとどまらず、実際に公表される財務諸表を基礎として、企業の経営分析を行う方法
についても学習する。
第1回：イントロダクション
第2回：会計の種類と役割
第3回：財務会計のシステムと基本原則
第4回：企業の設立と資金調達
第5回：仕入・生産活動
第6回：販売活動
第7回：設備投資と研究開発
第8回：資金の管理と運用
第9回：中間テスト
第10回：国際活動
第11回：税金と配当
第12回：財務諸表の作成と公開
第13回：企業集団の財務報告
第14回：財務諸表による経営分析
第15回：定期試験

事前・事後学習の内容

テキストの事前の予習と事後の復習が必要である。

評価方法

レポート（10点）、中間テスト（20点）、期末試験（70点）の合計100点で評価する（予定）。

受講生へのコメント

毎回電卓を持参すること。

教材

【テキスト】
桜井久勝・須田一幸（2020）『財務会計・入門−企業活動を描き出す会計情報とその活用法（第13版）』（有斐閣アルマ）
PowerPointを用いて講義するが、適宜、資料として配布する。
【参考書】
桜井久勝（2020）『財務会計講義（第21版）』中央経済社桜井久勝（2020）『財務諸表分析（第8版）』中央経済社
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授業コード C020661000 開講年度・学期 2021年度後期

科目授業名 サプライチェーン・マネジメント論

英語科目授業名 Supply Chain Management

科目ナンバー CAINF3311

単位数 2単位 授業形態 講義

担当教員氏名（代表含む） ＊崔　宇

履修上の制限 「情報論特講６」の単位修得者は、履修できません。

科目の主題

ビッグデータやIoT（Internet of Things）など最先端なデジタル技術の進化によるデジタル・サプライチェーンが形成されつ
つある一方、COVID-19（新型コロナウイルス感染症）の蔓延や地政学の激変といった突発的な出来事が頻発している中、レジ
リエントな（靭性や回復力が強い）サプライチェーンに再構築する必要性が高まっています。本講義では、サプライチェー
ン・マネジメント（SCM）の基本概念や実施方法から近年ますます注目されているブロックチェーンのメカニズムを取り入れた
自律分散型サプライチェーン・システムの特徴と課題までについて、事例を交えながら一緒に考えたいと思います。

授業の到達目標

SCMの基本概念や実施方法の習得
今日の経営環境の激変による新たなSCMの研究と実施方法の理解
最先端なデジタル技術によるサプライチェーン・システム再構築の特徴と課題の熟知

授業内容・授業計画

※この授業は、対面により実施する予定です。
第1回：講義の目標とSCMの紹介
第2回：在庫管理とリスクヘッジ
第3回：ロジスティクス・ネットワーク
第4回：サプライ・コントラクト
第5回：情報のバリューチェーン
第6回：配送戦略とサードパーティー
第7回：調達戦略とアウトソーシング
第8回：サプライチェーン・システム
第9回：顧客価値とデマンドチェーン
第10回：デジタル技術とビジネスプロセス
第11回：グローバル・サプライチェーンとリスク管理
第12回：レジリエントなサプライチェーン・マネジメント
第13回：ブロックチェーン・メカニズム
第14回：自律分散型サプライチェーンと総括

事前・事後学習の内容

・〔事前学習〕事前配布資料を読みながら、関連文献を研究する
・〔事後学習〕授業内容をレビューし、必要に応じて該当トピックスに関する課題を完成させる

評価方法

毎回の講義中テスト20％程度　グループ（個人）発表30％程度　期末試験50％

受講生へのコメント

今後の企業経営・組織運営に、SCMのメソドロジーは欠かせないため、日々の勉強と生活の中に、関連文献やマルチメディア教
材などを活用し、授業で学習したトピックスに対してオリジナルな理解と展開ができるように積極的に取り組むことを期待し
ます。

教材

テキストは使用しない。プリントやパワーポイント資料を利用する。参考書は講義中に適宜指示する。
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授業コード C040100000 開講年度・学期 2021年度前期

科目授業名 産業史

英語科目授業名 Industrial History

科目ナンバー CAIAU3308

単位数 2単位 授業形態 講義

担当教員氏名（代表含む） 牧　良明

履修上の制限

科目の主題

自動車は、ヨーロッパで誕生し、アメリカで一大産業として成長して以降、資本主義社会を牽引する強大な産業となった。自
動車産業の発展は、第二次世界大戦前後のアメリカ経済の強靭さの源であり、また、戦後日本の復興・高度成長の中心にあっ
たのも、自動車産業であった。そして、その自動車産業は今世界的に「100年に1度」とも言われる大きな変化に直面してい
る。本講義では、こうした自動車産業の歴史を捉える中から、現在の、とりわけ日本企業が抱える課題に関して考えたい。

授業の到達目標

現在の自動車産業が直面する大きな変化を、自動車産業の歴史の中に位置づけられるようになること、もう少し一般的に言え
ば、歴史の中から現在を分析し、将来を展望する視点を身につけることが目標である。

授業内容・授業計画

この授業は対面にて実施する

第1回：ガイダンス
第2回：ヨーロッパにおける自動車産業の誕生
第3回：アメリカでの自動車産業の成長①—フォード—
第4回：アメリカでの自動車産業の成長②—GM—
第5回：戦前日本の自動車産業①—自動三輪車・小型四輪車—
第6回：戦前日本の自動車産業②—普通四輪自動車—
第7回：戦後日本の自動車産業①—新規参入—
第8回：戦後日本の自動車産業②—能力構築—
第9回：日本企業の海外展開①—輸出—
第10回：日本企業の海外展開②—現地生産—
第11回：1990年代の競争環境の激変
第12回：現代自動車産業が直面する競争環境①—グローバリゼーション—
第13回：現代自動車産業が直面する競争環境②—電気自動車—
第14回：現代自動車産業が直面する競争環境③—自動運転—
第15回：定期試験

事前・事後学習の内容

高校までに学習してきた近現代史は、産業史の講義を理解するうえで極めて有用である。ぜひ、事前学習として、近現代史を
復習しておいてほしい。また、自動車産業に関しては、日々様々なニュースが報じられている。積極的に、新聞・テレビ・雑
誌・インターネットなどの情報源を駆使して、自分なりの知識を蓄えてほしい。
事後学習として、各回、講義内容に関して理解したこと・感想・疑問などをレポートとして提出することを課題とする。レ
ポート作成を通して、知識を定着させ、理解不足の点を発見してほしい。

評価方法

期末試験の成績をベースに、レポートの提出状況も考慮して評価する。

受講生へのコメント

自動車産業のみで経済社会は理解できませんが、自動車産業を知らずして経済社会を理解することもできません。日々目にす
る自動車を「産業史」の視点からとらえると、多くの発見があるはずです。その上で、「今経済社会で何が起こっているの
か」を考えてみてください。

教材

テキストは使用しない。配布する資料（WebClassを通じた配布を予定）に基づいて講義する。
参考文献は講義内で適宜紹介する。
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授業コード C047300000 開講年度・学期 2021年度前期

科目授業名 産業集積論

英語科目授業名 Theory of Industrial Agglimeration

科目ナンバー CAING3302

単位数 2単位 授業形態 講義

担当教員氏名（代表含む） 立見　淳哉

履修上の制限 2015年度〜2017年度入学生は、履修できません。

科目の主題

国民経済さらには世界経済のモーターとして産業集積に注目が寄せられている。産業集積とは特定の地理的範囲に多くの企業
が集まっている状態のことをいい、都市あるいは大都市圏もひとつの巨大な集積地域もしくは集積地域の複合体である。1980
年代のポスト・フォーディズム論を背景とした産業集積への注目から、近年の知識創造、集団学習、イノベーションを重視す
る議論までを整理する。

授業の到達目標

この授業では、具体的な事例を交えながら、制度論的な産業集積論の理論的エッセンスについて学ぶ。都市・地域産業政策の
理論的背景とともに、イノベーションに果たす外部環境の多面的な意味を各自が理解し、説明できるようになることを目指
す。

授業内容・授業計画

この授業は、WebClassにて遠隔で実施します。教材は、授業日当日までにWebClassに掲載するので、各自確認の上受講を進め
てください。

第1回 イントロダクション
第2回 産業集積論の系譜
第3回 外部経済と外部不経済：住工混在問題
第4回 柔軟な専門化
第5回 取引費用論を用いたスコットのアプローチ
第6回 中間まとめ
第7回 産業集積と制度
第8回 イノベーティブ・ミリュー論1：ミリューと制度
第9回 イノベーティブ・ミリュー論2 ：ミリューの機能
第10回 「生産の世界論」１：「生産の世界」論とは
第11回 「生産の世界論」２：フランスのアパレル産業地域と制度・慣行
第12回 知識、認知、イノベーションと産業集積
第13回 市場の「構築」と価値付け１：価値づけvaluation研究
第14回 市場の「構築」と価値付け２：価値づけの空間

事前・事後学習の内容

各回、教科書等の該当箇所を指示するので、事前・事後学習を通じて内容理解を深めること。

評価方法

各回の講義で実施する小レポートで評価する（100%）。教科書ならびに講義で提示資料・文献等に目に通すようにしていただ
きたい。

受講生へのコメント

講義内容を十分に復習すること。

教材

教科書
立見淳哉『産業集積と制度の地理学』ナカニシヤ出版、2019年。
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授業コード C060615000 開講年度・学期 2021年度後期

科目授業名 産業統計論

英語科目授業名 Industrial Statistics

科目ナンバー CAIAU3330

単位数 2単位 授業形態 講義

担当教員氏名（代表含む） 藤井　輝明

履修上の制限

科目の主題

統計を利用する基礎的素養を身に付け，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ための基礎的
方法を習得する。

授業の到達目標

統計情報の概要を説明し，また，集団の全体的特性および変異についての社会的認識過程を説明できる。
平均と分散，和の分散，平均の分散，共分散と相関，等の統計的概念を説明できる。
社会的判断と数量的把握の両面から総合的にリスクを判断し，記述できる。

授業内容・授業計画

2021年度は遠隔授業により実施する。

授業内容
産業統計を，市民社会における統計の成立・維持の仕組みの中で理解できる。
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の分野などを例に，統計的方法を事業で利用するための基礎的考え
方を理解できる。

授業計画
第１回：統計および統計学の意味を考える
第２回：市場経済と統計
第３回：統計学の誕生と生命統計
第４回：統計をめぐる国家の論理と市民の論理
第５回：平均の変化と個別事象の不確実性
第６回：同時確率と条件付き確率
第７回：条件付き平均と期待損失
第８回：ロスコントロールと内部リスク分散
第９回：平均，分散，期待値の演算
第１０回：共分散と相関
第１１回：平均の分布とリスク管理
第１２回：リスクコントロールの手法と限界
第１３回：単位間の相関とプーリングの阻害
第１４回：変量間の相関とポートフォリオ管理の限界

事前・事後学習の内容

読める資料を配付するので，予習復習する。
練習問題を解いておく。
内容を⾃分で理解して整理する。

評価方法

到達目標の達成度について評価する。
2021年度は遠隔授業であるので，授業中の小テスト等により評価する。

受講生へのコメント

統計学は何十年も前から社会では学生時代にもっとも勉強してほしいものの一つにあげられている。
この授業で使う数学は難しくない。
統計手法についてはすべてを扱うものではないので，あらかじめ一般的な統計学を学習しておく方が望ましい。

教材

資料をWEBを通じて配布する。
遠隔授業所定の方法で通知する。
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授業コード C040300000 開講年度・学期 2021年度後期

科目授業名 産業立地論

英語科目授業名 Industrial Location

科目ナンバー CAING3301

単位数 2単位 授業形態 講義

担当教員氏名（代表含む） 鈴木　洋太郎

履修上の制限

科目の主題

産業立地論は、地理的・空間的な観点から産業活動に関する諸問題を研究する学問であります。本授業では、グローバル化の
中での地域（特に大阪）の産業発展を題材にしながら、産業立地論の基本的な考え方を講義します。

授業の到達目標

本授業の到達目標は、受講生が産業立地に関する基本知識を修得するとともに、受講生が各自、具体的な産業や地域を取り上
げ、その産業立地の特徴を分析できるようになることであります。

授業内容・授業計画

この授業は Webclass にて遠隔（実施方法：発展）により実施します。教材は、 授業日当日までに Webclass に掲載しますの
で各自確認の上、受講を進めてください。

授業の概要
第1に、産業立地論の基本的な概念について説明します。第2に、伝統的な立地論や現代的な産業立地研究などについて説明し
ます。第3に、産業活動連鎖や広義の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について説明します。
第5に、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)：具体事例
第３回：産業立地論とは何か(2)：基本概念
第４回：事業拠点の立地選択(1)：基礎理論
第５回：事業拠点の立地選択(2)：応用理論
第６回：事業拠点の立地選択(3)：総合化
第７回：企業の立地行動(1)：産業活動連鎖
第８回：企業の立地行動(2)：経営学的側面
第９回：経済社会の立地環境(1)：競争優位モデル
第１０回：経済社会の立地環境(2)：産業集積
第１１回：立地環境と地域政策(1)：歴史的展開
第１２回：立地環境と地域政策(2)：近年の動向
第１３回：立地環境と地域政策(3)：大阪の事例第１４回：まとめ

事前・事後学習の内容

テキストの所定の箇所を事前に読んでおいてください。
毎回の授業の最後で検討課題を提示しますので、その点を事後学習しておいてください。

評価方法

学期末試験の代わりの期末レポート（80点）および小レポート（20点）により評価します。

受講生へのコメント

地域産業・地域経営・経済地理などに関心のある学生の受講を薦めます。

教材

以下のテキストを使用します。
鈴木洋太郎『産業立地論』原書房。
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授業コード C047001000 開講年度・学期 2021年度前期

科目授業名 自治体財政論

英語科目授業名 Local Public Finance

科目ナンバー CASOM3302

単位数 2単位 授業形態 講義

担当教員氏名（代表含む） 水上　啓吾

履修上の制限 2015年度〜2017年度入学生は、履修できません。

科目の主題

　日本の地方自治体は、地方財政制度に規定されつつ、各地域の経済及び社会を支えてきた。災害時やコロナ禍などの非常時
にも地方自治体は住民にとって不可欠な存在である。　しかし、実際の地方自治体は、分権改革時に期待されたような裁量性
を発揮することができていない。こうした問題を解決するには、財政収支の均衡だけでなく、経済や社会と地方自治体の財政
との関係を把握しなければならない。　本科目では地方自治体の財政の構造を概観し、歳入（地方税、地方交付税、国庫支出
金、地方債等）や歳出の現状と課題を解説する。その際、日本の地方自治体の事例や他国の地方政府との比較を通じて、相応
しい制度改正について考える。

授業の到達目標

　本講義では次の点を到達目標とする。　第一に、日本の地方自治体の財政の概略と特徴について理解する。　第二に、講義
で習得した知識を用いて、地方自治体の諸問題について財政面から論じる力を身につける。

授業内容・授業計画

この授業は Webclass にて遠隔(実施方法:発展)により実施する。教材は授業日当日までに Webclass に掲載するので、各自確
認のうえ受講を進めること。
第 1 回：地方自治体の財政
第 2 回：日本の地方財政：日本における地方自治体の財政の特徴はどこにあるのか
第 3 回：政府間の財政関係：財政面で地方自治体は国とどのような関係にあるのか
第 4 回：地方自治体の歳出：何に使っているのか
第 5 回：地方自治体の予算：どのように使い途を決めるのか
第 6 回：地方自治体の歳入：どのように財源を調達しているのか
第 7 回：地方税①：地方自治体の重要な財源のあり方
第 8 回：地方税②：地方自治体の重要な財源のあり方
第 9 回：地方交付税①：地方自治体の財源はどのように保障されているか
第10回：地方交付税②：地方自治体の財源はどのように保障されているか
第11回：国庫支出金：国の補助金は地方自治体にどのような影響を与えているか
第12回：地方債：地方自治体の借入のあり方
第13回：地方公営企業と第三セクター：地方自治体の出資のあり方
第14回：自治体財政の歴史と展望：これまでの地方自治体の財政

事前・事後学習の内容

　事前に指示した資料について予習し、事後には講義中に紹介した内容についてまとめておく。

評価方法

　質疑への参加および内容理解（40点）と期末レポート（60点）により評価する。

受講生へのコメント

　事前に指示した資料に基づいて積極的に意見を出し、理解を深めるようにする。

教材

　講義内もしくはWebClass上で適宜指示する。
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授業コード C055600000 開講年度・学期 2021年度後期

科目授業名 商業論

英語科目授業名 Distributive TradingDistributive Trading

科目ナンバー CAFAD3313

単位数 2単位 授業形態 講義

担当教員氏名（代表含む） ＊二宮　麻里

履修上の制限

科目の主題

商業とは、生産と消費をかけつなぐのみならず、需要を新しく創造するところにそのダイナミズムがある。いくら素晴らしい
新商品・サービスが開発されたとしても、販売の仕組みがその商品にとってふさわしいものでなければ、需要を創造すること
はできない。福原義春や松下幸之助をはじめとする、かつての日本の優れた経営者は、販売の新しいビジネスモデルを次々と
生み出し、市場を創造した。商業論では、生産と消費をつなぐ具体的なインターフェイスである小売業に着目して、これまで
の小売業態の歴史的な変遷を取り上げる。
　多様な小売業態の経営を支える共通の基盤としてのチェーンオペレーションの仕組みを学びつつ、多様な小売業態が生み出
されるメカニズムを解説する。また、流通を、開発、原材料・部品の調達、製造、出荷、販売、サービスに至るバリュー
チェーンという枠組みによってとらえることとする。近年ではその役割の一端を総合商社が担っていることを学ぶ。流通の基
本的関係を理解した上で、小売業のグローバル化、オムニチャネル、ネット販売といった新しい動向をも理解することができ
る。

授業の到達目標

本授業は講義形式であるが、講師との対話・議論を通じて、学生が主体的に問題意識をもって受講することを要請する。学生
は専門用語を使って、流通を中心とした経済事象を分析することができるようになることを到達目標とする。分析に必要な
データ、文献資料等については、より信頼できるソースから収集することができるようになるであろう。また、現代の企業が
流通において抱える課題を整理し、自己の分析をレポートとしてまとめることができるようになることも目標とする。

授業内容・授業計画

※この授業は対面により実施する予定である。
第1回：イントロダクション：商業とは
第2回：市場創造とは：生産・販売・消費
第3回：流通システムの機能と行為
第4回：日本における商業の発達：「問屋」による流通
第5回：明治期から戦間期におけるアントレプレナー型商業者の飛躍
第6回：近代産業における大量生産体制と大量販売体制の確立—流通の系列化
第7回：大規模小売業態の展開1）百貨店
第8回：大規模小売業態の展開2）チェーン
第9回：大規模小売業態の展開3）コンビニ
第10回：小売業のグローバル化とサプライチェーン、バリューチェーンの進展
第11回：小売業によるPBの伸長とアウトソーシング
第12回：急成長するネット販売とデジタル
第13回：SDGｓとサステイナブルな流通システムへ
第14回：新しい生産と販売の仕組みの構築：スタートアップによる新しい動き
第15回：定期試験

事前・事後学習の内容

講義内で現地調査を課題にするときがある。また、講義は双方向でおこなうため、質問に対して必ず意見を述べること。

評価方法

試験　50％、レポート40％、講義への貢献（発表等）10％　単位取得のための最低基準は、講義で用いた専門用語を正確に理
解し、それを用いて企業活動の現状について分析できるかにある

受講生へのコメント

講義内容を踏まえ、新しい商業の動向をとらえるために、つねに情報収集をおこなうこと。

教材

特定の教科書は使用しない。毎回、レジュメを配布する。参考文献は、崔相鐵・岸本徹也編著『一からの流通システム』
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授業コード C050300000 開講年度・学期 2021年度後期

科目授業名 証券市場論

英語科目授業名 Securities Market

科目ナンバー CAFAD3339

単位数 2単位 授業形態 講義

担当教員氏名（代表含む） 宮川　壽夫

履修上の制限

科目の主題

仮にですが、キミがテニスボールを製造販売する会社を経営するとしましょう。テニスボールの原料となるゴムをどこかから
買い付けてきて、機械を使って加工して、出来上がったら車に乗せて売りに行きます。いろいろとお金がかかりそうですが、
普通は株主が資本として出資してくれて、債権者が負債として融資してくれます。ただし、キミの会社が儲かりそうだと彼ら
が思えば。では、どれくらい儲かればいいんでしょう？先のことはわからないのになぜ人は儲かりそうだと考えるんでしょ
う？そもそも儲かるとはどういう意味ですか？

証券市場のワンダーランドへようこそ！キミの会社に将来があると認める人がいたら、キミは証券市場というワンダーランド
を通じて株主と債権者からお金を調達することができます。つまり証券市場の知識がなければ企業の経営は成り立ちません。

本講義は金融制度を学ぶ講義ではありません。企業はどのようにして資金を調達するのか、株主と債権者はどのようにして命
の次に大事なおカネを企業に出資するのか、そんなワンダーランドの謎を株式と債券の価値という観点から解き明かします。
経営者が証券市場を活用して企業の成長を目指すために必要な知識、証券市場における価値の形成、出資者にとってのリスク
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検討します。

授業の到達目標

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。具体的には資本コストの計算、債券と株式の価値計算、企業戦略の評価プロセスを学びま
す。

授業内容・授業計画

対面で講義を行う予定で。
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。(1)「価値」といったら「割引現在価値」以外を意味しない、(2)
「利得」といったら「キャッシュフロー」以外を意味しない、(3)「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。

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    証券市場の仕組みと機能（株式市場）
第4回    証券市場の仕組みと機能（債券市場）
第5回    利回りとはなにか
第6回    証券市場の価値概念・債券分析
第7回    証券市場の価値概念・株式分析1
第8回    証券市場の価値概念・株式分析2
第 9回   証券市場のリスク概念（考え方）
第10回  証券市場のリスク概念（公式）
第11回  証券市場のリスク概念（資本コスト）
第12回  企業分析1 (理論)
第13回  企業分析2 (事例)
第14回  企業の財務戦略における課題と限界
第15回  定期試験

事前・事後学習の内容

事前に資料を配布します。特に予習は不要ですし、配布資料の準備についても各自の主体性に任せます。指定参考書で興味を
持ったところを各自で読みながら証券市場のワンダーランドを安全に散策してください。大学生ですから「事前・事後学習」
を教員から具体的に指示するつもりはありません。自分で興味を持ってなにをすべきか考えてください。何をすべきかについ
ての相談は講義中にかかわらず常に受け付けます。

評価方法

期末試験を実施しますが、講義に積極的に参加して証券市場のワンダーランドを回遊することが最も重要です。参加すること
と出席することは異なります。積極的に参加した学生が報われる試験内容と評価メカニズムを採用しています（詳細は講義中
に説明します）。

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実践的な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。

教材

ワンダーランドを安全に回っていただくための愛をこめたガイドマップが資料として宮川研究室ウェブサイトにアップされま
す。『企業価値の神秘』宮川壽夫著（中央経済社）が参考書です。
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授業コード C055200000 開講年度・学期 2021年度後期

科目授業名 消費者行動論

英語科目授業名 Consumer Behavior

科目ナンバー CAFAD3329

単位数 2単位 授業形態 講義

担当教員氏名（代表含む） 圓丸　哲麻

履修上の制限

科目の主題

近年、市場の飽和化や企業間の競争激化、更にグローバル化を背景として、ますます製品・サービスが売れにくくなっていま
す。消費者の需要も多様化・個性化し、従来のマーケティング・ミックスだけでは、様々な需要を持つ消費者を満足させ、顧
客を獲得・維持し続けることが難しくなってきました。そこで、重要視されるようになったアプローチこそ、「消費者理解」
のマーケティングです。本講義では、現在のマーケティングの課題を提示すると共に、実務のマーケティング活動においてど
のような消費者行動の概念が役立っているのかを学びます。

授業の到達目標

・ケーススタディやゲストスピーカーの話を通じて、体感的に消費者行動基点のマーケティングが理解できる。
・企画書や小論文の作成を通じて、その知識を伝達する為の論理的説明力が得られる。
・消費者行動の基礎的な知識を学ぶことで、将来市場へアプローチ際の基盤となる力を養うことができる。

授業内容・授業計画

※この授業は対面により実施する。
第1回：ガイダンス
第2回：「知覚」
第3回：「学習と記憶」
第4回：「動機づけとグローバルな価値観」
第5回：「自己」
第6回：「パーソナリティとサイコグラフックス」
第7回：「態度と説得」
第8回：「意思決定」
第9回：「購入と処分」
第10回：「組織・家庭における意思決定」
第11回：「集団とソーシャルメディア」
第12回：「社会階級とライフスタイル」
第13回：「サブカルチャー」
第14回：「文化」
第15回：定期試験

事前・事後学習の内容

講義前までに当日の教科書指定範囲をよく読んでおくこと。その際、理解できなかった用語や概念等は整理しておくこと。
講義後は、講義内容の見直しを十分に行うこと。

評価方法

学期末試験（7０点）および講義内小論文・提出レポート（４０点）により評価する。

受講生へのコメント

本講義では、講義への理解度と文章力向上を目的とし、講義内に小論文の作成を義務付けます。
受講者には積極的に発言すること、また自ら考えることを求めます。

教材

主に配布資料を用いて講義を行う。またテキストは使用しないが、配布資料のベースとなる参考書は以下の通りである。
マイケル・R・ソロモン（2015）『ソロモン 消費者行動論（ハードカバー版）』, 丸善。（監訳：松井剛）
松井剛・西川英彦 編著 （2016）『1からの消費者行動』, 碩学舎。
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授業コード C040450000 開講年度・学期 2021年度前期

科目授業名 情報産業論

英語科目授業名 Information Industry

科目ナンバー CAINF3307

単位数 2単位 授業形態 講義

担当教員氏名（代表含む） ＊丸岡　勇夫

履修上の制限

科目の主題

『学生時代から起業し、様々な企業の経営を若くして歴任してきた丸岡先生は、ビルゲイツも認める日本で３本の指に入ると
いうプログラマーでもあり、先生と一緒に情報処理産業ついて一緒に考えて下さい（太田先生コメント）』
軍の弾道計算用に開発されたコンピュータが戦後、急速に普及し、今や学生の皆さんもスマートフォンという立派なコン
ピュータ、IT機器を日常利用しています。活発なコンピュータの成長期を支えてきたApppleやマイクロソフト、googleなどの
企業は、当初の事業から劇的な事業転換を現在行っています。通信、DX、5Gと、ここ数年で大きな変化をしている情報処理産
業の今後を、今までの流れから読み解きながらも、根本は戦争中から変わらないノイマン型コンピュータに端を発することに
よる呪縛を考え、各社の思惑の絡み合いを、どう読み解き、追いかけていくかを、あらゆる業種で若い人達にその役割が期待
される情報処理やそれに関わる事業モデルについて将来を嘱望される学生の皆さんと考えていきます。

授業の到達目標

AIやDX、5G、非ノイマン型などの事項が今後の世界をどう変えてるのかを推測する力を身につけ、今後の社会で優れた仕事を
するために必要な「先を読むこと」の養成、さらには日々、目にする「点」をつなぎ、流れとして把握し、なぜそうなのかを
理解し、次に何が起こるかを実際に考える習慣付けの動機になることを目標とします。

授業内容・授業計画

※この授業は、対面により実施します。
「IT業界の変遷と現状」を解説し、「なぜそうなのか」、「なぜ、この会社は、このような決断をしたのか」といった議論を
挟みたいと思います。未来を読むのは難しいことかもしれませんが、情報処理産業においては、流れをつかめば、ある程度、
「将来、役に立つ知識」、「恒久的に役に立つ知識」は把握できるものです。未来を担う学生には、そういったカン所を押さ
えていく習慣を付けて欲しいのです。
第1回：そもそもITとは何か？
第2回：ノイマン型コンピュータとは？
第3回：生活に根ざしているIT
第4回：GAFAと各社のビジネスモデル
第5回：なぜコンピュータが普及したのか。
第6回：インターネットが変えた世界。
第7回：マイクロソフトとApple、google第8回：ITのオフィスから家庭への浸透
第9回：スタンドアローンとネットワーク
第10回：ソリューション、IoT、AI　−
第11回：スマートフォンによるIT業界の変革。
第12回：インテルとARMのビジネスモデルの違い
第13回：通信、5G、動画配信
第14回：DX（デジタルトランスフォーメーション）

事前・事後学習の内容

毎日、終わりにグループディスカッションをおこない、レポートを提出してもらうことを考えています。宿題は出しません。
正解でなくても面白いレポートに高評価。グループ内で同じレポートを提出する必要はなく、また、同じでもかまいません。
授業にはスマートフォンの持ち込みを許可し、その場で調べてよいものとします。

評価方法

暗記授業にするつもりはありません。試験もおこないません。毎日、その日の講義に沿ったテーマで面白いレポートを書いて
欲しいと思います。
グループ討論が含まれるため人数制限をします。最大８０名（１０名×８グループ）

受講生へのコメント

望むと望まないに関わらず、どんな業種に自分の身を置いてもIT技術の概念からは離れられなくなる時代が来ています。IT業
界に身を置かない職種でも、すべての人が無意識に利用しています。このような時代の変革期に社会に出れば、すべての業界
で情報処理は必要な知識になります。あまり堅苦しくなく、真面目に楽しんでもらえる講義をおこないたいと思います。

教材

スマートフォンの持ち込み可、簡単なプリントを毎回配布、講義はPowerPoint
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授業コード C020050000 開講年度・学期 2021年度後期

科目授業名 情報社会論

英語科目授業名 Information Society

科目ナンバー CAINF3304

単位数 2単位 授業形態 講義

担当教員氏名（代表含む） 川村　尚也

履修上の制限

科目の主題

本授業では、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）『Consumption and Everyday Life（消費と日常生活）』（1997年）の序章、5章、6章の一部をテキストとして使用
し、主に「日常生活における文化の(生産と)消費」の視点から、情報社会に固有の特性を学ぶ。

授業の到達目標

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、私たちの暮らす現代の社会と文化、経済にどのような影響を与えつつあるのかを、主に社会学・文
化研究の視点から、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理解することを目標とする。

授業内容・授業計画

■この授業は対面により実施する。

第1回：オリエンテーション

序章（第2〜5回）では、情報社会における文化のダイナミズムを説明する「the circuit of culture(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学ぶ。
第2回：序章　文化の回路と消費1　「文化の回路」とは何か
第3回：序章　文化の回路と消費2　「消費」の伝統的意味
第4回：序章　文化の回路と消費3　現代における「消費」の多様な意味
第5回：序章　文化の回路と消費4　現代社会科学における「日常生活」へのアプローチ

第５章「Broadcasting and its audiences(放送と視聴者)」（第6〜11回）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学ぶ。
第6回：5章　放送と視聴者1　日常生活の制度としての放送
第7回：5章　放送と視聴者2　視聴者を理解し働きかける諸手法
第8回：5章　放送と視聴者3　放送視聴における社会的関係性：解釈と好み
第9回：5章　放送と視聴者4　放送視聴における社会的関係性：家庭におけるパワー関係
第10回：5章　放送と視聴者5　放送を通じたアイデンティティとコミュニティの構築
第11回：5章　放送と視聴者6　経験の媒介と電子的ランドスケープ

第６章「Consuming comminication technologies at home(家庭における通信技術の消費)」（第12〜14回）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
くかを学ぶ。
第12回：6章　家庭における通信技術の消費1　消費、技術と家庭
第13回：6章　家庭における通信技術の消費2　技術の社会的構成
第14回：6章　家庭における通信技術の消費3　テキストとしての技術

第15回：定期試験

事前・事後学習の内容

事前学習：次回講義で取り上げるテキストの該当箇所について十分な予習を行い、疑問点は参考文献やオンラインでの情報収
集を行って絞り込み、内容を明確化しておくこと。
事後学習：講師による解説を踏まえて事前学習で絞り込んだ疑問点を再考すると共に、解説を聞いて新たに生じた疑問点は、
参考文献やオンラインでの情報収集を行って絞り込み、次回以降の講義の事前学習と解説を聞いて再考できるよう、内容を明
確化すること。

評価方法

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。配布テキスト、ノート、辞書（通信機能の無い電子辞書を含む)の持込みを認
める。

受講生へのコメント

取り上げるテキストは、英国オープンユニバーシティ（放送大学）のテキストとして刊行されたものであり、移民も多い現代
英国の一般市民に読みやすい、平易な英文で書かれている。講義内容に加えて、英文テキストを用いて専門知識を学ぶ方法を
習得して欲しい。

教材

テキスト：
Hugh Mackay ed. (1997) Consumption and Everyday Life, Sage Publications

参考文献：
ヒュー・マッケイほか『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『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『「情報社会」を読む』青土社、2001年
グレアム・ターナー『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『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

52 



授業コード C020560000 開講年度・学期 2021年度後期

科目授業名 情報処理演習

英語科目授業名 Practice of Information Processing

科目ナンバー CABUS3307

単位数 2単位 授業形態 演習

担当教員氏名（代表含む） 西岡　茂樹

履修上の制限

科目の主題

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」およびプログラミング言語である「Visual Basic」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、新しいプログラミング技法を説明した後、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。
プログラミングの「初心者」を対象とするが、ある程度、習熟している学生には発展的な課題を提示することにより、より高
度な技法も習得できるよう配慮していく。
なお、Visual Basicの基礎は、Excelのマクロとも親和性が高く、将来、IT部門で活躍する人のみならず、オフィスの情報処理
として不可欠なExcelの高度な活用にも応用できる能力が習得できると考える。

授業の到達目標

・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

授業内容・授業計画

※この授業は対面により実施する。

第１回：オリエンテーション
第２回：Visual BasicによるWindowsアプリ作成の基本
第３回：変数の概念とデータ型
第４回：判断分岐の制御構造　その1　if文による単純な判断分岐
第５回：判断分岐の制御構造　その2　if〜elseif文、Select case文による複雑な判断分岐
第６回：繰り返しの制御構造　その1　For文による繰り返し
第７回：繰り返しの制御構造　その2　While文、Until文による繰り返し
第８回：アプリでよく使われるインターフェイスの利用　CheckBox、ComboBox、ListBox
第９回：タイマー制御　時間の進行に従って動くプログラム
第１０回：画像の制御　画像の表示、グラフィック、アニメーション
第１１回：複数データの統一的管理　配列の利用
第１２回：サブルーチンの制御　Subプロシージャ、Functionプロシージャ
第１３回：ファイルの入出力処理
第１４回：総合演習

事前・事後学習の内容

・毎回、プログラミングの課題を出すので、それを事後学習として次回までに作成して、提出する
・前回の課題の模範解答を示すので、それを次回までに理解し、自分の解答との差を検討する

評価方法

毎回の課題の提出３０％、学期末試験７０％で評価する

受講生へのコメント

プログラミングの基本を習得することにより、世の中のさまざまな情報システムの動きや役割を、より理解しやすくなる。
またVisual Basicは、Windowsアプリの標準の一つと言っても過言ではなく、その意味でも是非、この講義でその基本を身につ
けてほしい。
Visual Studioの簡易バージョンはマイクロソフトのサイトからフリーでダウンロードできるので、自分のPCにインストール
し、授業時間だけでなく、自宅でも積極的にプログラミングに取り組むことを推奨する。

教材

独自に作成した教材をネットワーク経由で配布する
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授業コード C020751000 開講年度・学期 2021年度後期

科目授業名 情報ネットワーク経営論

英語科目授業名 Management for Information Network

科目ナンバー CAINF3306

単位数 2単位 授業形態 講義

担当教員氏名（代表含む） 太田　雅晴

履修上の制限

科目の主題

情報ネットワークには様々な視点がある。コンピュータが無い時代や通信手段を自由に利用できない時代には、企業などの組
織では、組織の構造そのものが情報ネットワークであった。コンピュータや情報通信手段が多様になり、また安価かつ容易に
利用できるようになると、情報ネットワークもまた多様かつ容易に構成できるようになった。それを合理的、効率的にマネジ
メントして組織や社会を活性化させるには、様々なネットワークの特徴や課題を理解しておく必要がある。本講ではそれらに
ついて総合的に考察する。

授業の到達目標

・情報ネットワークが企業経営や社会運営において果たしている役割を理解する。
・情報ネットワークを考える上での理論について、その概要を把握する。
・情報ネットワークの技術基盤の概要を把握するとともに、技術的課題がもたらす情報ネットワークの運営制約を理解する。
・近年の物流、商流、お金、コミュニケーションに関わる情報ネットワークの概要を把握する。
・情報ネットワークの運営を阻害する要因や、それを利用する上での約束事について自ら考察できるようになる。
・今後の情報ネットワークがどのように進展するのか、特にイノベーションの遂行においてそれをどのように利用したらよい
かを検討できるようになる。

授業内容・授業計画

【本講義は、２回のゲストスピーカーによる特別講義を含みます。もし、遠隔講義となった場合、その２回は対面講義となり
ます】
コンピュータベースの情報ネットワークを巧みに活用して経営を行う上での、最低限知っておくべき情報技術、ネットワーク
分析のための基礎理論（グラフ理論）、情報ネットワークの技術的特性によって引き起こされる社会現象（SNSによるエコー
チェンバーなど）、情報ネットワークの活用による経営コンセプト（SCM, DX）、特に近年のイノベーションの遂行に向けた情
報ネットワーク活用コンセプトなどについて講義します。この分野は、日々進化、発展しています。この本を読めば全てわか
るというものがありません。技術、理論、経営コンセプトの展開、普及は、インターネットなどのネットワーク上で行われま
す。それらを理解する上での最低限の基礎知識を身につけることが本講義の目的です。

第1回. 講義概要
第2回. 情報ネットワークを構成する技術１（LAN, WAN, 通信プロトコルなど）
第3回. 情報ネットワークを構成する技術２（インターネット、HTML5など）
第4回. 情報ネットワークを構成する技術３（暗号化、IPアドレス不足への対処、モバイルネットワーク5G, 6Gなど）
第5回. 情報ネットワークを分析する理論１（グラフ理論の概要、グラフの定量的評価）
第6回. 情報ネットワークを分析する理論２（様々なグラフ、閥）
第7回. 情報ネットワークを分析する理論３（グラフにおける連結の分類、グラフ内の各点の属性）
第8回. 情報ネットワークに関わるインフラ技術とその経営主体
第9回．情報ネットワークがもたらす様々な社会現象とその経営への影響
第10回．ロジスティックスに関わる情報ネットワーク（サプライチェーンマネジメント:SCM）
第11回．デジタルトランスフォーメーション（DX）とグローバルサプライチェーン (GSC)
第12回．GSCによるグローバルイノベーション
第13回．イノベーションを誘導する情報ネットワーク１
第14回．イノベーションを誘導する情報ネットワーク２
第15回．試験【オンデマンド講義となった場合、複数回の小テストを実施します】

事前・事後学習の内容

最新の情報ネットワークについて積極的に触れ、その構成目的、運営方法、課題などについて考察しておいてください。情報
ネットワークの利用にかかわってそれらがもたらす社会現象を内容とした映画なども是非に見て、知識を深め、その問題を認
識してもらえたらと思います。

評価方法

対面講義の場合、定期試験を主にして評価します。ゲストスピーカー招聘時の講義では課題を出しますので、それも評価に加
えます。
オンデマンド講義となった場合、複数回の小テストと対面講義時の課題を総合して最終評価とします。

受講生へのコメント

新型コロナウイルスの世界的感染によって、情報ネットワークをいかに上手く活用して様々な業務を行っていくかが重要な経
営課題となっています。今まで我が国の仕事のやり方は、対面で摺り合わせを行うことであり、そこに我が国の強みもありま
した。コロナ禍にあっては、それが不可能となり、必然的にに情報ネットワークによるコミュニケーションと仕事の遂行が進
んでいます。それを支援する情報技術も飛躍的に進展しつつあります。それは感染収束後も引き続き継承されさらに発展する
と推察されます。そのリーダー役に皆さんは担当せざるを得ないと感じます。そのための学習を一緒に行いましょう。

教材

必要に応じて、講義時に指示します。
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授業コード C010501000 開講年度・学期 2021年度前期

科目授業名 人的資源管理論

英語科目授業名 Human Resource Management

科目ナンバー CAMAG3331

単位数 2単位 授業形態 講義

担当教員氏名（代表含む） 王　亦軒

履修上の制限

科目の主題

近年、IT & DT技術の急速発展に伴い、企業の競争はより激しくなっている。そこで、企業における人材が重要となり、そのマ
ネジメントの仕方も大きく変化しつつある。例えば、日本における大きな人事課題の一つとして「次世代経営人材の育成」が
挙げられている。従来従業員の成長は企業側から一方的に押しつけられるケースが多く見られたが、今後、成長の主導権は、
従業員本人に移す流れが生じ始めている。また、人事評価の方法として人工知能を活用し、従業員に関する個人データを分析
し、評価をより「客観的に」しようとする動きも見られる。今後、企業は新たな方法で人材と向き合う必要があり、競争環境
に適応しなければならない。本講義では、そうした背景において、人的資源管理に関する基礎概念及び課題を具体的な事例で
説明する。そして、日本企業における人的資源管理の課題とその解決方法を学生と共に考える。

授業の到達目標

1. 人的資源管理論の基礎知識を理解する。
2. 自分なりの論理で現在起こっている社会現象を考えて、説明する力を養う。
3. 独自思考能力の向上。

授業内容・授業計画

※この授業は対面により実施する。
第1回：ガイダンス及び人的資源管理の紹介
第2回：人的資源管理と戦略
第3回：人的資源管理と企業組織
第4回：働くコトとモチベーション
第5回：社会格付け制度
第6回：採用と退出
第7回：評価と報酬
第8回：配置
第9回：期末レポートの指導
第10回： 人材育成
第11回：ワーク
第12回：国際人的資源管理
第13回：女性の活躍推進
第14回：ワーク・ライフ・バランスと働き方改革

事前・事後学習の内容

■事前学習 講義資料をダウンロードして授業に持ち込む必要がある。
■事後学習 学生は毎回授業で配布した資料を読んで理解する必要がある。

評価方法

小レポート： 60% 　期末レポート： 40%

受講生へのコメント

日本企業に限らず世界各国における企業の「働き」に関する授業を行う。
受講される学生は積極的な授業参加が求められる。

教材

教材は動画と添付資料となる。
参考書：平野光俊・江夏幾多郎(2018)『人事管理 --人と企業,ともに活きるために』有斐閣
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授業コード C047004000 開講年度・学期 2021年度後期

科目授業名 政策形成論

英語科目授業名 Policy Formulation

科目ナンバー CASOM3306

単位数 2単位 授業形態 講義

担当教員氏名（代表含む） 久末　弥生

履修上の制限 2015年度〜2017年度入学生は、履修できません。

科目の主題

政策の形成および実現のプロセスや政策の実効性確保について、行政過程論と呼ばれる法的側面から学んでいく。
具体的には、行政過程論の基本を習得すると共に、ケーススタディとして政策形成の身近なモデルケースや実例を行政過程論
の一貫した流れに沿って考察していくことを通じて、法理論を実務に応用する姿勢や能力を身に付けることを目ざす。
また、国内理論に先行する海外事例も紹介する。

授業の到達目標

都市行政における政策形成に関する法理論を、実務に応用する姿勢や能力を身に付けることを到達目標とする。

授業内容・授業計画

〇授業実施方法
遠隔授業による実施とする。実施形態は次のとおり。
第１回〜第６回、第８回〜第１３回：「発展（動画配信）」型で実施し、授業当日までにWebClassを介して提供する。
第７回、第１４回：「同時双方向」型で実施し、Zoomを使用する。

〇各回の授業内容
第１回　オリエンテーションー都市行政とわたしたち
第２回　政策形成プロセスと行政過程論
第３回　法律による行政の現代的意義
第４回　行政法規範の多様性
第５回　行政の実効性確保
第６回　行政指導と行政契約
第７回　テーマディスカッション（Zoom）
第８回　行政計画
第９回　行政調査
第１０回　医療行政
第１１回　安全保障行政
第１２回　海外事例（アメリカ）
第１３回　海外事例（フランス）
第１４回　学生プレゼンテーション（Zoom）

事前・事後学習の内容

教材（教科書や資料）の指定箇所を事前に読み、受講するのが望ましい。
指定箇所と事後学習の内容は、授業内とWebClassで連絡する。

評価方法

期末レポート70%、テーマディスカッションや学生プレゼンテーションにおける積極性30％。
期末レポートによる評価を予定しており、WebClassにより受け付ける。

受講生へのコメント

都市行政における政策形成に関心をもつ学生、行政に関する職業を志す学生の受講を歓迎する。

教材

【教科書】
久末弥生（編）『都市行政の最先端—法学と政治学からの展望（都市経営研究叢書２）』日本評論社、2019年。
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授業コード C015250000 開講年度・学期 2021年度後期

科目授業名 生産管理論

英語科目授業名 Production Management

科目ナンバー CAMAG3342

単位数 2単位 授業形態 講義

担当教員氏名（代表含む） ＊浜田　敦也

履修上の制限

科目の主題

生産管理は経営学において主要なテーマの一つであり、またその出自ともなった論点である。昨今の日本ではGDPに占める製造
業の比率は低いものの、依然我々の生活の物質的側面を支えているのはそういった製造業企業での巧みな生産管理である。ま
た歴史的に見れば、日本において第二次世界大戦後の経済発展を支えたのは、まぎれもなくそういった製造業での巧みな生産
管理であった。昨今は新興国の製造業企業の台頭が著しいが、そこでは新たな技術を用いつつ、これまで歴史的に培われてき
た生産管理法が展開されている。
これらを踏まえて、本講義では以下の項目を検討する。
・経営学と生産管理の関係
・生産システムとその歴史
・日本の生産管理
・生産管理（ものづくり）に関わる理論
・現代の生産管理

授業の到達目標

・「生産管理とは何か」を具体的かつ歴史的に説明できるようになる
・戦後日本の経済発展を生産管理との関係で説明できるようになる
・現代における生産管理の意義を理解する

授業内容・授業計画

この授業はWebclassにて遠隔により実施する。教材は、授業日当日までにWebclassに掲載するので、各自確認の上で受講を進
めること。
第1回：ガイダンス&hellip;講義の計画と成績評価に関して
第2回：生産管理の基本的理解
第3回：生産管理の歴史①&hellip;伝統的管理法
第4回：生産管理の歴史②&hellip;科学的管理法（テイラーシステム）
第5回：生産管理の歴史③&hellip;経営学と生産管理の関係
第6回：生産管理の歴史④&hellip;フォードシステム
第7回：生産管理の歴史⑤&hellip;トヨタシステム
第8回：生産管理の歴史⑥&hellip;その他の生産管理法
第9回：日本の生産管理&hellip;サプライヤーシステムと競争力
第10回：生産管理に関わる理論①&hellip;総論
第11回：生産管理に関わる理論②&hellip;各論（金型、鉄鋼、自動車産業）
第12回：現代の生産管理①&hellip;ITとIoT
第13回：現代の生産管理②&hellip;人材育成の課題
第14回：まとめ

事前・事後学習の内容

復習を行い、習った知識の定着に努めること。
本講義に関係する時事をニュースや新聞等でチェックしておくこと。

評価方法

平常点50%（Webclassにて講義の各回で小テストや感想記述を実施）
最終レポート50％（Webclassにて提出）

受講生へのコメント

Webclassにて講義の各回で感想を記述・提出してもらう。講義に対する自分の意見・理解も記入すること。講義に関して質問
がある場合は、Webclassコース画面の『質疑応答』から質問すること。次回に紹介や解説を行う。

教材

講義中に適宜指示する。
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授業コード C040250000 開講年度・学期 2021年度後期

科目授業名 地域経済論

英語科目授業名 Regional Economics

科目ナンバー CAREM3301

単位数 2単位 授業形態 講義

担当教員氏名（代表含む） 松永　桂子

履修上の制限

科目の主題

現代の都市・地域が直面しているのは急速な人口減少と高齢化など、今までに経験したことのない大きな環境の変化です。広
がる格差を是正し、自然環境やまちの景観を保全しながら、新たな産業や豊かな生活文化を育んでいくにはどうすればよいの
でしょうか。わたしたちは、経済成長の時代とは違う転換期に立っています。  持続可能な社会や経済のあり方について、地
域を対象に考えていくのが地域経済論の基本的な考え方です。たとえば、社会の課題を新たな産業やビジネスに結びつけ、地
域のなかで機能する仕組みを考え、実践していくことも盛んになりつつあります。それはソーシャルビジネスといい、新たな
経済の担い手として期待されていますし、若い世代の関心も高まっています。また、地域経営にもこうした複合的な視点が求
められる時代です。  講義では、まず日本経済の発展とともに、都市と地方がそれぞれどう変化してきたのかを取り上げま
す。さらに、グローバル化の進展によって、地域経済はどのような問題を抱えるようになったのか、産業空洞化への対応な
ど、地域の新たな取り組みや挑戦について具体的なケーススタディを通してみていくことにします。関西・大阪の事例を多く
扱いますが、海外の都市・地域の事例についても各回で取り上げます。経済のあり方から、日本の都市・地域が向かうべき方
向性について検討していきます。

授業の到達目標

地域経済の現状と理論について知識を深め、都市や地方が抱える問題や政策的対応について理解し、それを自分の言葉で説明
することができる。

授業内容・授業計画

第１回：人口減少時代の都市と地方（１）　経済成長と都市化第２回：人口減少時代の都市と地方（２）　過疎化と地方の問
題第３回：グローバル化と地域経済（１）　　産業の空洞化を超えて第４回：グローバル化と地域経済（２）　　内発的発展
第５回：場所のフラット化（１）　都市と地方の関係性の変化第６回：場所のフラット化（２）　ローカル志向と田園回帰第
７回：スモールビジネス・ソーシャルビジネス（１）　働き方の変化第８回：スモールビジネス・ソーシャルビジネス（２）
地域に根差した企業や自営第９回：地場産業とまちづくり（１）　産業の転換とものづくり第１０回：地場産業とまちづくり
（２）　観光とまちづくり・ものづくり第１１回：コミュニティの変化（１）　消費社会の変化を反映第１２回：コミュニ
ティの変化（２）　公共と市場のはざまで第１３回：持続可能な地域経済と社会（１）　豊かさとは第１４回：持続可能な地
域経済と社会（２）　持続可能な「まち」とはレポート提出

事前・事後学習の内容

遠隔授業となります。Webclass上にて音声で解説します。資料や関連映像youtubeも活用したオンデマンド型オンライン授業と
なります。
受講生には毎回、小レポートを書いてもらい、翌週に音声で解説し、双方向の授業を目指します。

評価方法

授業目標の達成度で評価。成績評価は毎回の小レポートを基本に、期末のレポートも加味して評価します。

受講生へのコメント

社会や経済の動向に関心をもってもらえるよう、最新の動向を加えながら分かりやすく説明します。

オンライン授業となりますが、ラジオを聞く感覚で音声を聞きながら受講してもらいます。
また、補足の資料として、youtubeなどのドキュメンタリー映像も活用する予定です。
みなさんの感想・質問などにも、翌週にフィードバックしていき、双方向の授業を目指します。

教材

松永桂子『ローカル志向の時代—働き方、産業、経済を考えるヒント—』光文社新書、2015年。
この本をテキストとする予定です。
また、AmazonのKindle版にもありますのでKindle unlimitedを契約している方は、無料で読めるようです。
他の資料はWebclass上に載せます。
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授業コード C047203000 開講年度・学期 2021年度前期

科目授業名 地域マーケティング論

英語科目授業名 Place Marketing

科目ナンバー CARET3304

単位数 2単位 授業形態 講義

担当教員氏名（代表含む） 小林　哲

履修上の制限 2015年度〜2017年度入学生は、履修できません。

科目の主題

近年、地域創生等において地域マーケティングに基づく地域活性化が注目されている。地域マーケティングは、地域政策に営
利組織のマーケティング手法を適用し、地域住民の満足度を高めながら、地域経営を効果的効率的に行うことにある。本講義
では、地域政策における地域マーケティングの必要性を理解するとともに、地域マーケティングの最新手法である地域ブラン
ディングに焦点をあて、事例を通して地域空間のブランディングと地域産品のブランディングの２つのアプローチに関して考
察する。

授業の到達目標

上記主題に関し、本講義では、地域マーケティングの基礎となる営利組織におけるマーケティングやブランディングに関する
議論からスタートし、地域マーケティングの最新手法である地域ブランディングの考え方や、地域空間のブランディングと地
域産品のブランディングという２つの主要なアプローチに対する理解を深めることを目的とする。

授業内容・授業計画

※この授業は対面により実施する。
講義は、大きく４つの内容によって構成されている。第1部は、地域マーケティングの基礎理論となる営利組織におけるマーケ
ティングとブランディングの考え方の紹介である。第2部は、地域課題にマーケティング手法を用いる意義や地域ブランディン
グの２つのアプローチなど、地域マーケティングの最新手法である地域ブランディングに関する理解である。そして、第3部
は、２つのアプローチのうちの地域産品のブランディング、第4部は地域空間のブランディングについて考察する。
第1回：地域マーケティングの概要
第2回：地域マーケティングの進展
第3回：地域ブランディングの考え方
第4回：地域ブランディングのマネジメント
第5回：地域空間のブランディング
第6回：地域産品のブランディング
第7回：地域ブランドの付与条件
第8回：地域ブランドの製品選択
第9回：地域ブランドの市場選択
第10回：地域ブランドの進化
第11回：地域ブランド資源の発掘
第12回：地域ブランド資源の活用
第13回：地域ブランドのマネジメント
第14回：地域ブランドの競争と共創
第15回：まとめ

事前・事後学習の内容

事前学習は特に求めないが、テーマに関して関心を持ち、問題意識を持って受講することが望ましい。なお、講義の理解を深
める上で、事後学習（講義の復習）を十分に行うことが効果的だと思われる。

評価方法

学期末に論文形式の試験を課す。
なお、状況に応じて、レポートの提出（１回〜２回）を求めたり、期末試験をレポートに替える場合がある。
詳細は、授業中に提示する。

受講生へのコメント

個客とのインタラクションをテーマとするマーケティングは、学生にとって理解しやすい学問のひとつだといえる。その意味
で、自らの経験や関心と関係づけて学んでほしい。

教材

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。
　・小林哲『地域ブランディングの論理−食文化資源を活用した地域多様性の創出』有斐閣，2016年
　・和田充夫他『地域ブランド・マネジメント』有斐閣，2009年
　・若林宏保他『プレイス・ブランディング』有斐閣，2018年
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授業コード C000040000 開講年度・学期 2021年度後期

科目授業名 中級簿記

英語科目授業名 Intermediate Bookkeeping

科目ナンバー CABUS3303

単位数 2単位 授業形態 講義

担当教員氏名（代表含む） 小形　健介

履修上の制限 「会計基礎論」の単位を修得した学生のみ履修可能です。

科目の主題

「会計基礎論」で得た知識をもとに、日商簿記検定試験2級合格レベルの知識・能力の獲得を目指し、「実務でどのように簿
記・会計の知識が活かされるのか」に関して学習する。とくに、株式会社特有の簿記・会計問題を中心的なトピックスとして
取り上げる。また、工業簿記の基本についても学習する。

授業の到達目標

日商簿記検定試験2級「商業簿記」合格レベルの知識と能力の習得を目標とする。また、同「工業簿記」の基本的知識の習得も
目標とする。

授業内容・授業計画

この講義は対面で実施する。
第1回：ガイダンス、簿記一巡の手続
第2回：電子記録債権・債務、棚卸資産
第3回：有価証券
第4回：有価証券、固定資産
第5回：減価償却、圧縮記帳
第6回：リース会計
第7回：引当金
第8回：為替換算会計
第9回：株式会社の純資産、企業結合
第10回：税金、決算、株主資本等変動計算書
第11回：本支店会計、連結会計（総論）
第12回：連結会計（資本連結・未実現利益の消去）
第13回：工業簿記の仕組み（材料費計算、労務費計算、経費計算、製造間接費計算）
第14回：総合原価計算、標準原価計算
第15回：期末試験

事前・事後学習の内容

「会計基礎論」で学習した内容を事前に確認しておくこと。
各講義後に自発的に問題演習を行うなど復習を重視した学習を心がけてほしい。

評価方法

数回の小テストと期末試験をもとに総合的に評価する。

受講生へのコメント

単に日商簿記検定2級の合格を目指すだけでなく、簿記・会計に関する知識を深め、この知識が将来どのように役立つのかも考
えながら受講してください。

教材

資格の大原オリジナル教材（大原簿記学校『ALFA2級　商業簿記テキスト・問題集・解答解説集』2020年、大原簿記学校）。
参考文献として以下の教材を挙げる。
渡部裕亘・片山覚・北村敬子（編著）『検定簿記講義／2級商業簿記＜2020度版＞』中央経済社、2020年。
岡本清・廣本敏郎（編著）『検定簿記講義／2級工業簿記＜2020年度版＞』中央経済社、2020年。
その他、適宜指示する。
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授業コード C010300000 開講年度・学期 2021年度前期

科目授業名 中小企業論

英語科目授業名 Small and Medium-sized Enterprises

科目ナンバー CAREM3303

単位数 2単位 授業形態 講義

担当教員氏名（代表含む） 本多　哲夫

履修上の制限

科目の主題

本講義は、中小企業に対する理解を深める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、地域経済・社会とのつ
ながりも深い。したがって、中小企業は経済・社会に大きな影響を与える主体であり、我々の生活においてきわめて重要かつ
身近な存在であるといえる。しかし、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。このため、企業経営やそれに関連する政策を検討する場面において、
大企業の仕組みが前提とされて議論される傾向がある。したがって、中小企業の経営や政策の実態について学ぶことは、企業
や社会について適切に考えていくうえで非常に重要であるといえる。
なお、本講義では中小企業をテーマとした演劇（本多が脚本を執筆）の動画を活用しながら講義を進めていく。中小企業にま
つわる様々なストーリーを視聴しつつ学んでいくことで、理性だけでなく感情面からの実感を伴った理解が促進されると考え
ている。

授業の到達目標

中小企業についての理論と実態の知識を深める。

授業内容・授業計画

この講義はWebClassにて遠隔（実施方法：発展）により実施する。講義動画・資料を毎回WebClassに掲載するので各自確認の
うえ受講を進めてください。

第1回：オリエンテーション：中小企業の概念・位置づけ、授業の概要
第2回：中小企業問題（１）：下請問題
第3回：中小企業問題（２）：金融問題
第4回：中小企業問題（３）：経営問題
第5回：中小企業と地域（１）：産業集積
第6回：中小企業と地域（２）：内発的発展
第7回：中小企業と地域（３）：地域社会
第8回：中小企業と経営（１）：経営革新
第9回：中小企業と経営（２）：企業の社会性
第10回：中小企業と経営（３）：社会関係資本
第11回：中小企業と政策（１）：地域産業政策
第12回：中小企業と政策（２）：国と自治体の中小企業政策
第13回：中小企業と政策（３）：区役所の中小企業政策
第14回：中小企業と政策（４）：今後の課題とまとめ

事前・事後学習の内容

事前にテーマに関連する情報を文献やウェブサイト等で確認しておくこと。授業後は講義内容の復習を行っておくこと。

評価方法

授業への取り組み姿勢2割、毎回のレポート8割で評価する。

受講生へのコメント

授業計画（各回のテーマ）についてはあくまで予定であり、変更になる可能性があることに注意されたい。
講義内で扱う演劇はすべて中小企業に関するコメディである。楽しみながら中小企業について学んでいただきたいという意図
があるが、コメディ（やバラエティ番組など）が苦手な人にとっては、このような講義は苦痛になる可能性があるので、そう
いう方はこの講義は履修されないでください。
また、この講義は動画を視聴してもらうことが中心となっており、皆さんが使用する機器や通信環境によっては、スムーズに
視聴できない場合があるかもしれないので、その点もあらかじめご了承いただきたい（スマホやタブレットでは動画が固まる
可能性が高いので、PCで視聴してください）。

教材

テキストは使用しない予定。参考書は、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）、植田浩史ほか『中小企業・ベンチャー企業論[新版]—グローバルと地域のはざまで—』 （有斐閣、2014年）、本
多哲夫『継ぐまちファクトリー』（同友館、2018年）。
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授業コード C030210000 開講年度・学期 2021年度後期

科目授業名 通商政策論

英語科目授業名 Trade Policy

科目ナンバー CAINT3309

単位数 2単位 授業形態 講義

担当教員氏名（代表含む） 高橋　信弘

履修上の制限

科目の主題

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。その目的は、
一国の経済成長や構造改革等を実現することであるので、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。よってこの講義では、国内外の産業を一つずつ取り上げ、その産業の経済活動のあり方を理解しな
がら、そのもとで各経済政策と通商政策がどのように実施されているかを見ていく。

授業の到達目標

日本と世界の通商政策を大まかに理解すると同時に、それを通じて日本経済及び各国経済とそこにおける企業の経済活動のあ
り方について把握することができるようになる。

授業内容・授業計画

この授業は Webclass にて遠隔（実施方法：発展）により実施する。教材は、授業日当日までにWebclass に掲載するので各自
確認の上、受講を進めること。
第1回：　序論
第2回：　日本の農業
第3回：　欧州の農業
第4回：　海外へのアウトソーシング
第5回：　WTO
第6回：　アジア通貨危機の日系企業への影響
第7回：　日系自動車企業の海外での取り組み
第8回：　韓国の外国人労働者
第9回：　日本企業の海外子会社
第10回：　日本の外国人介護労働者
第11回：　日本企業の外国人社員
第12回：　欧州の移民政策
第13回：　米国の通商政策
第14回：　まとめ
定期試験

事前・事後学習の内容

事前学習として教科書等を読み、授業の概要を把握しておくことが望ましい。また、事後学習として、授業の内容を振り返
り、各政策をどのような意図で行っているのか、自分が理解できているか確認することが求められる。本授業の目的は、経済
の用語を学ぶことではなく、政策の内容とその効果の把握にある。自分がその理解を出来たのかどうか、授業の後に考えて欲
しい。

評価方法

期末試験のみで決める。

受講生へのコメント

日本経済にとって、外国との取引、外国での生産、外国人労働者の雇用など、外国と関わることが増えている。また、外国で
生産した製品が日本国内で多数販売され、また、外国市場における日本企業の販売シェアが韓国企業に奪われるなど、外国企
業との競争によって日本企業の利益が低下することもしばしば起こっている。しかも、こうした外国企業との競争は、今後ま
すます厳しくなってくるだろう。言い換えれば、海外の競争に負けて消滅する企業も多々増えてくる。つまり、自分が望まな
くても、海外と関わる機会は必ず増える。したがって、海外と関わる際に私たちがどのような心構えを持ち、どのように取り
組んでいくべきかは、今後社会に出ていくすべての学生が学ぶべきことと言えよう。本授業では、難しい専門用語を使わず
に、具体的な企業の活動を取り上げて、それを考えていく。
質問がある場合は、 Webclass コース画面の『質疑応答』から質問してください。

教材

高橋信弘編『グローバル化の光と影』晃洋書房
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授業コード C020670000 開講年度・学期 2021年度後期

科目授業名 データ分析論

英語科目授業名 Date Analysis

科目ナンバー CAINF3313

単位数 2単位 授業形態 講義

担当教員氏名（代表含む） 高田　輝子

履修上の制限

科目の主題

データ分析とは、データの情報を見やすくまとめたり、データの背後にある統計的関係を明らかにしようとするものです。近
年の利用可能データの増大と多様化の急速な進展を受け、データ解析の重要性はますます増大してきています。一方、コン
ピュータの能力増大や統計解析用ソフトウェアの充実により、かなり高度な分析手法まで簡単に利用することが可能になって
きています。こうした統計解析ソフトを利用し、出力結果を適切に解釈できる能力が、重要になってきています。

授業の到達目標

本講義では、統計解析パッケージＲを用い、標準的な統計手法によるデータ分析の出力結果を適切に理解・判断する能力を身
につけることを目標とします。意欲・能力のある学生は、講義内でも紹介する、より高度な解析手法にも挑戦して欲しいで
す。

授業内容・授業計画

【授業形態：対面】
講義で扱う内容は、Ｒの基本的な使い方に加え、重回帰分析をはじめ、どの分野でも有用な標準的なものを詳しく扱います。
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、頑健な推計法を使った対処、非線形回帰など、実際の
データ分析の際に直面しがちな問題にも注目します。カーネル確率密度推計などのノンパラメトリックなアプローチ、時系列
変動する関係の分析、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、高度な技術の紹介も
行う予定です。
　第１回：統計解析の基礎概念とＲインストール演習
　第２回：Ｒ基本操作解説
　第３回：Ｒ配列操作・グラフ作成入門
　第４回：1変量データの解析：ノンパラメトリック確率密度推計
　第５回：プログラミングの基礎
　第６回：２変量データの可視化
　第７回：単回帰分析
　第８回：多変量データの整理と可視化
　第９回：重回帰分析
　第10回：回帰分析の諸問題と対応策
　第11回：時系列分析の基礎
　第12回：時系列分析の応用
　第13回：主成分分析
　第14回：高度な手法の紹介
　レポート

事前・事後学習の内容

授業は配布する講義テキストに即して行います。必ず事前に次回の講義内容を確認し、疑問点を明らかにした状態で授業に臨
んで下さい。標準的内容である第１回〜第10回までの範囲については、講義内容習得確認のために、解析演習を宿題として課
します。期末レポートの課題は、自分の選んだデータについて行う、Ｒプログラミングを多用する統計解析です。

評価方法

期末レポート(70%)、宿題(20%)、平常点(10%)により評価します。

受講生へのコメント

推定・検定をはじめとする経営統計論の知識が不可欠となりますので、受講者は経営統計論の履修が受講の要件です。Ｒは高
度な手法も含む本格的な統計解析パッケージですが、無料で入手することができます。意欲のある方の受講を期待していま
す。

教材

テキスト：毎回配布する講義テキスト。参考書は講義中に適宜指示します。

63 



授業コード C07001A010 開講年度・学期 2021年度後期

科目授業名 テーマ・ゼミナール

英語科目授業名 Theme Seminar

科目ナンバー CASEM2201

単位数 2単位 授業形態 演習

担当教員氏名（代表含む） 山添　清昭

履修上の制限 商学部２年生以上が履修対象です。履修希望者が多い場合には選考します。

科目の主題

「優良企業の見分け方」について、学びます。企業が公表する様々な情報をもとに、その企業が将来性のある活動をしている
のか、時流に乗っているのか、あるいは、優良な企業であるのか、そうでないのかを判断するためには、それらの情報をどの
ように読み解けばよいのかを、学習します。
具体的には、企業をとりまく環境情報、企業が開示する財務情報（会計情報）、経営者の判断などの情報の入手の仕方から始
まり、それぞれの意味や理解の仕方、企業評価のための総合的な判断に至るまでを習得することを目指します。

授業の到達目標

・自ら必要な情報にアクセスし、そこから企業の優劣を自らの判断で行えるスキルを身につける。
・受講された皆さん自身が、公表されている実際の企業の情報を取り寄せることができ、取り寄せた情報の意味を理解し、企
業評価についての総合的な判断が出来るようになることを目指します。

授業内容・授業計画

授業形態（対面）

第１回：ガイダンス、優良企業とはどんな会社か　「会社四季報」の実例を見る
第２回：優良企業を知る意味、株式会社の「基本的仕　組み」を知る
第３回：企業会計の必要性とその役割
第４回：企業の利害関係者、会計の基本を確かめる
第５回：優良企業とは（貸借対照表の仕組み）
第６回：優良企業とは（損益計算書の仕組み）
第７回：企業に関わる情報とその正確性、利用価値
第８回：情報を入手しよう（企業情報の入手の仕方）
第９回：情報を分析しよう（収益性分析の仕方）
第１０回：情報を分析しよう（安全性分析の仕方）
第１１回：実例をもとに財務分析を行う（キャッシュ・フロー分析の仕方）
第１２回：優良企業の事例分析（実例をもとに財務分析を行う）
第１３回：不良企業の実例分析（不正とは何か。不正の手口を知る。不正の事例を見る）
第１４回：まとめ（これまでの復習）

事前・事後学習の内容

事前の学習として、関心のある企業の株主総会招集通知や有価証券報告書を閲覧しておくこと。事後の学習では、毎回のゼミ
ナールで実施した内容について、復習をするようにしてください。

評価方法

課題・ゼミナールへの参加意欲（６０％）、レポート（２０％）、平常点（２０％）で評価します。

受講生へのコメント

優良企業を実際に見抜けるようになってほしい。優良企業の見分け方は、就職活動やビジネスでの活動の際に役立つものであ
る。
希望者が多い場合は、第1回目の講義で、レポートによる選考を行います（A４紙に1枚以内で、①志望理由と②興味のある企業
（具体的な業種や企業名）を記入すること）。

教材

毎回、レジメを配布する。
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授業コード C070010010 開講年度・学期 2021年度後期

科目授業名 テーマ・ゼミナール

英語科目授業名 Theme Seminar

科目ナンバー CASEM2201

単位数 2単位 授業形態 講義

担当教員氏名（代表含む） ＊二宮　麻里

履修上の制限 商学部２年生以上が履修対象です。履修希望者が多い場合には選考します。

科目の主題

本講義では、「アントレプレナーシップ」について学び、事業アイデアを形にすることをサポートする。新規企業を立ち上げ
たいという人、企業内で新規事業に着手する人、地方自治体で社会的イノベーションを創出したい人たちを募集する。本講義
では、「プラスチックリサイクル」をテーマとして、事業提案をおこなう。ケーススタディと議論を通じて、新規事業計画書
を作成する。必要に応じて市場調査を実施し、経営者等へヒアリングをおこなう。また、中間報告および最終報告では実務家
等、ゲストスピーカーの前で報告をおこない、審査を受ける。

授業の到達目標

事業計画書策定に必要な企業経営の知識を理解している
経済環境に即した事業アイデアを考案することができる
社会と企業との関係性を理解しながら、事業計画を策定することができる
将来性のある事業アイデアを提案することができる
事業アイデアについて、説得的なプレゼンテーションをすることができる

授業内容・授業計画

※この授業は対面により実施する予定である。
第1回：イントロダクション〜アントレプレナーシップとは
第2回：社会問題とビジネスモデル
　　　　　　　事例）プラスチックリサイクルの現状と課題
第3回：新規事業におけるアイデアの創出
第4回：　ビジネスモデルを考える①
第5回：　ビジネスモデルを考える②
第6回：マーケティング戦略の構築①　基礎的概念
第7回：マーケティング戦略の構築②
第8回：　事業計画の策定プロセス
第9回：中間報告
第10回：プレゼンテーションとは
第11回：グループワーク（1）
第12回：グループワーク（2）
第13回：最終報告
第14回：まとめ

事前・事後学習の内容

授業時間外で、事業計画をまとめる準備をすることになる。指示する資料を事前に読了し、商学部で学ぶ専門知識を横断的に
理解するようにすること。

評価方法

１）グループワークにおいて、メンバーとのコミュニケーションをはかりながら、正確かつ論理的な議論をすすめることがで
きるかどうか。
２）スケジュールに基づいて新規事業計画書を作成し、それについてプレゼンテーションができるかどうか
３）事業創造のプロセスについて理論的に理解しているかどうか
以上について、以下の評点比率によって評価する。
グループワークでの議論への貢献が20％、分析レポート30％　事業計画書30％プレゼンテーション20％、

受講生へのコメント

プラスチックリサイクルについての情報は十分提供する。当該産業に現在、関心がなくても、参加には問題ない。現状分析
し、課題解決の方策を提案するプロセスを学ぶことは、起業を志す学生にとって有意義であると考える。

教材

毎週、教材を配布する
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授業コード C07001B010 開講年度・学期 2021年度後期

科目授業名 テーマ・ゼミナール

英語科目授業名 Theme Seminar

科目ナンバー CASEM2201

単位数 2単位 授業形態 講義

担当教員氏名（代表含む） ＊小山　真実

履修上の制限 商学部２回生以上が履修対象です。履修希望者が多い場合には選考します。

科目の主題

会計学は企業内外の人々に対する会計の役割を理解することを目的とした学問であり、その役割を考察するうえでは、財務諸
表上のデータの統計的な分析や、インタビュー調査など、多様な研究手法が用いられています。このうち、本授業では実験室
実験を用いた会計研究について取り上げます。本授業の前半では、実験室実験の手法について解説します。これにより、実験
室実験とはどのような研究手法か理解し、自身の関心に応じて実験を設計できるようになることを目指します。後半では、実
験室実験を用いた具体的な会計研究を解説します。これにより、会計の役割を理解するうえで、実験室実験がどのように用い
られているのか理解することを目指します。最終的な期末レポートでは、各受講生の関心に基づいて実験計画を作成してもら
います。授業内の報告会では、各自の実験計画の進捗を報告し、全員で議論します。

授業の到達目標

経済学に基づく実験室実験の手法を理解している
自身の関心に基づき、（会計に関する）実験室実験の計画を立てることができる

授業内容・授業計画

本授業は対面にて実施します。
第1回：オリエンテーション・実験の体験
第2回：実験研究の種類・実験研究の役割
第3回：実験環境を統制する手法1
第4回：実験環境を統制する手法2
第5回：ゲーム理論に基づく代表的な実験例
第6回：実験を用いた財務会計研究1（会計基準のコンバージェンス）
第7回：実験を用いた財務会計研究2（情報開示）
第8回：実験を用いた管理会計研究1（内部統制）
第9回：実験を用いた管理会計研究2（業績評価）
第10回：報告会1
第11回：実験を用いた財務会計研究3（利益調整）
第12回：実験を用いた管理会計研究3（予算）
第13回：報告会2
第14回：実験を用いた会計研究の紹介 or 希望者のプレ実験（他の受講生が被験者となり、紙ベースで実験する）

事前・事後学習の内容

事前学習：指定された文献および講義資料の内容に目を通しておいてください。
事後学習：講義資料の内容を復習し、理解が不足している点は質問に来るなどして理解するようにしてください。

評価方法

中間レポート課題：30％
期末レポート課題：70％
中間レポート課題の内容と実施日については、適宜授業内で通知します。期末レポートは、基本的には会計に関する実験計画
を想定していますが、自身の関心のある事柄であれば会計に関係しない実験計画でもよいです。

受講生へのコメント

実験室実験と聞いてもイメージがつかない方もいると思うので、初回授業では簡単な実験を体験してもらおうと考えていま
す。また、授業の後半で取り上げる会計研究の内容は、受講生の関心等に応じて適宜変更する可能性があります。質問や相談
がある場合は、気軽に声をかけてください。

教材

各回で使用する詳細な文献については、初回オリエンテーションにて通知します。また、受講生の関心に応じて、後半で紹介
する会計研究の内容を変更する可能性があります。
下記文献は本授業全体を通じて参考になるテキストです。
[実験研究の手法]
川越敏司, 内木哲也, 森徹, 秋永利明, & 中島朝彦. (1999). 実験経済学の原理と方法. 同文館．
Nicolas Jacquemet, & Olivier L&rsquo;Haridon. (2018). Experimental Economics: Method and Applications. Cambridge
University Press.
Arthur Schram, & Aljaž Ule. (2019). Handbook of Research Methods and Applications in Experimental Economics.
Edward Elgar Publishing.
[会計学における実験研究の活用例]
田口聡志. (2020). 教養の会計学：ゲーム理論と実験でデザインする. ミネルヴァ書房.
田口聡志. (2015). 実験制度会計論: 未来の会計をデザインする. 中央経済社.
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授業コード C07001C010 開講年度・学期 2021年度後期

科目授業名 テーマ・ゼミナール

英語科目授業名 Theme Seminar

科目ナンバー CASEM2201

単位数 2単位 授業形態 講義

担当教員氏名（代表含む） ＊楊　一

履修上の制限 商学部２年生以上が対象です。履修希望者が多い場合には選考します。

科目の主題

演劇、映画、音楽などに代表されるクリエイティブ産業に関する文献の輪読と要約をします。また、既存研究の限界点や課題
などについて議論を行います。

授業の到達目標

1. 創造性に関する理論の理解。
2. 学術論文の読解能力の向上。
3. 問題意識を高める。

授業内容・授業計画

※この授業は対面により実施する。
第1回：ガイダンス
第2回：クリエイティブ産業、学術論文の読み方
第3回〜第13回：文献の輪読と議論、映像資料の鑑賞
第14回：まとめ

事前・事後学習の内容

指定した文献を事前によく読み、授業内容についての復習もするようにしてください。文献に対する自身の問題意識や論点も
整理してください。

評価方法

平常点、レポート、期末試験により評価します。

受講生へのコメント

読むべき文献を事前に告知します。授業計画は進捗などにより変わる可能性があります。

教材

講義中に適宜指示します。
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授業コード C045100000 開講年度・学期 2021年度後期

科目授業名 都市交通論

英語科目授業名 Urban Transportation

科目ナンバー CAING3306

単位数 2単位 授業形態 講義

担当教員氏名（代表含む） 姜　天勇

履修上の制限

科目の主題

都市は人口と産業が集中する空間である。都市における諸活動は都市交通需要を生み出す一方で、都市交通によって支えられ
ている。都市の生成・発展・繁栄・衰退・再生は都市交通と密接な関係がある。都市と交通とのつながりをより深く理解する
ために、都市交通論の学習は有益である。そこで、本講義では、都市交通論の理論的枠組みを紹介したうえで、今日の都市交
通の現状と課題について検討する。

授業の到達目標

本講義を通じて、受講者が都市交通論の入門知識を習得する一方で、都市交通の役割とその重要性を理解し、都市交通に対す
る関心を高めることを目標にしている。

授業内容・授業計画

本講義はWebclassにて遠隔（実施方法：発展）により実施する。教材は授業日当日までにWebclassに掲載するので各自確認の
上、受講を進めること。

本講義は２つの内容によって構成されている。まず都市交通論の基本理論を紹介し、その分析フレームを把握する。次に都市
における道路、鉄道、空港、港湾などのインフラストラクチャーの現状を紹介し、その役割と問題点について検討する。
 
第1回　都市の発展と都市交通の役割
第2回　都市交通需要の構造
第3回　都市交通供給の構造
第4回　交通の社会的費用
第5回　都市交通の組織
第6回　都市交通政策
第7回　都市における道路交通
第8回　都市における鉄道交通
第9回　大都市の空港（１）：概観
第10回　大都市の空港（２）：日本の都市と空港
第11回　アジアの都市と港湾(1)：概観
第12回　アジアの都市と港湾(2)：中国の都市と港湾
第13回　アジアの都市と港湾(3)：中国の香港の事例
第14回　アジアの都市と港湾(4)：日本の都市と港湾
第15回　定期試験

事前・事後学習の内容

15回の授業だけで都市交通論の知識を全部習得することは不可能である。そのため、授業前の予習（30分）と授業後の復習
（30分）は特に重要である。

評価方法

学期末試験により評価する。

受講生へのコメント

ロジスティクスや経済地理などに関心のある学生の受講を薦める。
質問がある場合は、Webclassコース画面の「質問広場」から質問してください。

教材

テキストは使用しないが、参考書は以下の通りである。
①西村弘（2007）『脱クルマ社会の交通政策—移動の自由から交通の自由へ—』ミネルヴァ書房。
②根本敏則・後藤孝夫・大井尚司編著（2015）『現代交通問題考』成山堂書店。
③杉山雅洋・浅野光行・国久荘太郎・苦瀬博仁（2008）『明日の都市交通政策〔改訂版〕』成文堂。
④岩見宣治・渡邉正巳（2016）『空港のはなし（２訂版）』成山堂書店。
⑤加藤一誠・引頭雄一・山内芳樹（2014）『空港経営と地域−航空・空港政策のフロンティア−』成山堂書店。
⑥林上（2017）『都市と港湾の地理学』風媒社。
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授業コード C047301000 開講年度・学期 2021年度前期

科目授業名 都市・地域産業論

英語科目授業名 Urban and rural industries

科目ナンバー CAING3303

単位数 2単位 授業形態 講義

担当教員氏名（代表含む） 立見　淳哉

履修上の制限 2015年度〜2017年度入学生は、履修できません。

科目の主題

ジャンマルク・ルギャール先生（元パリ第4大学/社会戦略コンサルタント）による英語による講義である。ルギャール先生
は、企業の社会戦略マネジメントと人的資源管理の専門家で、実務家として第一線で活躍し続ける一方、大学の研究・教育に
たずさわってこられた方である。本講義では、豊富な実務経験に裏打ちされた多くの題材を通じて、ヨーロッパとりわけフラ
ンスにおける企業経営を取り巻く経済環境の変化と社会的争点、ならびにそれに呼応する人的資源管理のあり方について学
ぶ。

授業の到達目標

グローバリゼーションによる収斂と同時に国や地域ごとの多様性もまた高まっている。この講義では、（１）「社会的なも
の」に対する意識を始め、企業経営をめぐるヨーロッパの状況や争点を学ぶことで、現代世界に関する多様な観点を知ること
を目的とする。また、講義はオンラインで基本的にすべて英語で行われる（日本語による簡単な解説が入ることがある）た
め、（２）授業内容を理解し、意見表明を行えるようになることもまた重要な目的の一つとなる。

授業内容・授業計画

この授業は、WebClassにて遠隔で実施します。教材は、授業日当日までにWebClassに掲載するので、各自確認の上受講を進め
てください。

第１回_Introduction
第２回_Europe and France
第３回_Europe and France
第４回_Corporate Management
第５回_Corporate Management
第６回_Corporate Management
第７回_Human Resources
第８回_Human Resources
第９回_Human Resources
第10回_Corporate Social Responsibility
第11回_Corporate Social Responsibility
第12回_Corporate Social Responsibility
第13回_Presentation and Discussion
第14回_Presentation and Discussion

講義内容や進行方法につい

事前・事後学習の内容

講義テーマに関連する情報を文献やウェブサイトなどで調べながら、理解の深化に努めること。講義後は復習を行っておくこ
と。

評価方法

下記のとおり、各回の課題レポートにて総合的に評価する。
（1）到達目標の達成度について評価を行う。
（2）成績評価は、課題レポート100%とする。
（3）合格（単位取得）のための最低基準は、社会経済の環境変化をふまえて企業と労働をめぐるいくつかの特質を説明できる
こと。

受講生へのコメント

講義はオンラインで実施します。テキスト＋動画が基本ですが、一部、zoom等を用いた双方向のコミュニケーションを実施す
る可能性もあります。動画の使用言語は英語ですが、簡潔かつ分かりやすい表現で講義いただきます。講義中の資料と動画を
もとに、内容を十分復習し理解につとめてください。

教材

テキストは使用しない。参考資料は講義中に適宜指示する。
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授業コード C047303000 開講年度・学期 2021年度後期

科目授業名 都市・地域分析論

英語科目授業名 Urban and Regional Analysis

科目ナンバー CAING3305

単位数 2単位 授業形態 講義

担当教員氏名（代表含む） 藤塚　吉浩

履修上の制限 2015年度〜2017年度入学生は、履修できません。

科目の主題

本科目では、多角的な地域分析の手法を解説し、指定統計の調査結果の利用や地図表現の方法、GISの利用についても学ぶ。

授業の到達目標

都市・地域分析に必要な定量的手法を修得することを到達目標とする。

授業内容・授業計画

※この授業は対面とオンラインによる混合で実施
第1回　オリエンテーション
第2回　地域の文献調査
第3回　指定統計1
第4回　指定統計2
第5回　統計分析1
第6回　統計分析2
第7回　統計分析3
第8回　ビックデータの活用
第9回　地図表現・主題図
第10回　地形図・デジタル地形図
第11回　地理情報システム1
第12回　地理情報システム2
第13回　地理情報システム3
第14回　プレゼンテーション
第15回　総括

事前・事後学習の内容

事前の学習として、各回のテーマに関する教科書の該当箇所を読む。
事後の学習として、各回の課題に取り組む。

評価方法

平常点30%（毎回の授業内容についてのコメントを求める）、課題提出70%（授業内容に関して課題をまとめる）により評価す
る。

受講生へのコメント

教室に入室する前に、必ず携帯電話の電源を切ること。

教材

教科書：野間晴雄ほか編『ジオ・パルNEO—地理学・地域調査便利帖—』海青社。
参考書：浮田典良・森三紀『地図表現ガイドブック—主題図作成の原理と応用—』ナカニシヤ出版。
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授業コード C050651000 開講年度・学期 2021年度前期

科目授業名 取引システム論

英語科目授業名 Securities Trading System

科目ナンバー CAFAD3316

単位数 2単位 授業形態 講義

担当教員氏名（代表含む） 松尾　順介

履修上の制限 「証券市場論特講２」の単位修得者は、履修できません。

科目の主題

証券市場や株価に対する世間の注目や関心は高い。さらに、皆さんが上場企業に就職した場合、その会社は日々株式市場と直
面し、「株価」によって評価される。また、証券市場は樹木の根のような不可欠な要素（資金調達手段）である。さらに、従
業員は、社員持ち株制度やストックオプション制度によって、株式を持つことが多くなっている。他方、一般投資家にとっ
て、インターネット取引が普及したことで、株式投資はより身近なものになった。フィナンシャルプランナーや税理士・会計
士を目指す学生にとっても、証券市場の知識は必要不可欠である。本講義は、株式市場を中心に、取引や取引所の基本的な制
度やルール、さらにその実態の理解を目的とする。証券市場を「ずるがしこく儲ける所」と理解している人もいるかもしれな
いが、実は「ルールのかたまり」であり、ルールを順守することで成り立っていることを理解してほしいと思っている。そこ
で、本講義は、証券取引を対象とし、その変化を踏まえつつ、基本的な仕組みや制度の理解を目的とする。講義内容は、主に
株式市場を対象として、株式取引の基本からデリバティブ、さらにクラウドファンディングや非上場株式市場まで講義する。

授業の到達目標

本講義では、以下の点を到達目標に設定している。
　①株式を中心とした証券取引に関する仕組みや制度について基本的な知識を身につけること。
　②証券取引に関する内外の現状や変化について認識を深めること。
　③上記①および②に関する知識だけでなく、証券市場の機能やあり方について「考える」こと。

授業内容・授業計画

【授業実施方法について】　＊新型コロナウイルスの感染状況により変更になる場合がありますが、この授業は「対面授業」
を予定しています。

第1回：はじめに
第2回：株式ポートフォリオ
第3回：株式の流通市場（1）
第4回：株式の流通市場（2）
第5回：証券取引所（1）
第6回：証券取引所（2）
第7回：株価指数
第8回：信用取引
第9回：先物取引
第10回：オプション取引
第11回：デリバティブの応用
第12回：クラウドファンディング
第13回：非上場株式市場
第14回：最近の動向
第15回：定期試験

事前・事後学習の内容

①日頃からメディア等の金融・証券関連ニュースに注目しておくことが望まれる。
②授業中の専門用語は確実に習得するよう努力してほしい。
③授業中に課した課題には真摯に取り組んでほしい。

評価方法

期末テスト（定期試験）で評価する。ただし、講義中の質疑応答、毎回の課題のうちよい回答などを期末評価に加点する。な
お、出席点は一切考慮しない。

受講生へのコメント

まず、具体的なケースやデータを使い、証券市場の実態が伝わるように心がけるつもりである。それによって、基本的な知識
や見方が身につくように努めたい。第二に、教室での講義を一方方向ではなく、双方向的なものにする。具体的には、対話
型・参加型の講義スタイル（アクティブ・ラーニング）を採用する。第三に、毎回の講義の最後に質問状を書いてもらい、よ
い質問や多くに共通する質問などをピックアップして次回冒頭に回答する。

教材

①テキスト
　二上季代司編著『証券市場論』有斐閣、2011年
②参考文献
　日本証券経済研究所編『図説　日本の証券市場』日本証券経済研究所（ネット公開）
　日本証券経済研究所編『図説　アメリカの証券市場』日本証券経済研究所（ネット公開）
　日本証券経済研究所編『図説　ヨーロッパの証券市場』日本証券経済研究所（ネット公開）
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授業コード C040650000 開講年度・学期 2021年度後期

科目授業名 日本産業論

英語科目授業名 Japanese Industries

科目ナンバー CAIAU3328

単位数 2単位 授業形態 講義

担当教員氏名（代表含む） 宇野　誠二

履修上の制限

科目の主題

本講義では、戦後の日本の産業の変遷を具体的な企業活動の事例を通してみていきます。戦後から2000年代にまで至るビジネ
ス環境の変化、技術革新に対して日本企業がどのような対応をして産業全体にどう変化を及ぼしたかを日本の社会の変化を踏
まえて追っていきます。

授業の到達目標

日本の産業に関する基礎知識や特徴を戦後の日本の社会の変遷を踏まえて理解することを目標とします。

授業内容・授業計画

※この授業は対面により実施する。
第 1 回：ガイダンス
第 2 回：1960年代後半から1970年代の松下電器産業（現Panasonic）　①　テレビ事業
第 3 回：1960年代後半から1970年代の松下電器産業　②　電化事業
第 4 回：1960年代後半から1970年代の松下電器産業　③　オーディオ・ビデオ事業・エアコン事業
第 5 回：日清食品袋めん事業　チキンラーメンの開発と普及を中心として
第 6 回：日清食品スナックめん事業　カップヌードルの開発と普及を中心として
第 7 回：日清食品の海外進出について
第 8 回：任天堂ファミリーコンピューター事業
第 9 回：任天堂ファミリーコンピューター以後の事業
第10回：ソニーウォークマン事業
第11回：ソニーゲーム・エンターテイメント事業
第12回：ヤマハ発動機と同社からのスピンオフ企業について
第13回：浜松ホトニクスと同社からのスピンオフ企業について
第14回：補論　1980年代以降の日本の産業政策について
第15回：期末レポート提出日

事前・事後学習の内容

ノートや配布資料をよく読み重要なポイントの復習をするようにしてください。

評価方法

期末レポート70％、中間レポート30％で評価します。　中間レポートは必ず提出してください、中間レポート提出無しに単位
を取得することはまずできないと思います。

受講生へのコメント

特にありません。

教材

テキストは使用しません。レジュメをこちらで配布します。
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授業コード C030661000 開講年度・学期 2021年度前期

科目授業名 比較企業論

英語科目授業名 比較企業論

科目ナンバー CAINT3302

単位数 2単位 授業形態 講義

担当教員氏名（代表含む） ＊楊　一

履修上の制限 2015年度〜2017年度入学生は、履修できません。

科目の主題

演劇、映画、音楽などに代表されるクリエイティブ産業における日本企業と欧米企業の異なる特性を理解し、関連する理論を
勉強します。

授業の到達目標

国の文化的な背景や産業の特性をいかに利用して理論の構築が行われているのかを理解できることを目標とします。

授業内容・授業計画

※この授業は対面により実施する。
第1回：ガイダンス
第2回：クリエイティブ産業
第3回：理論構築
第4回：所属と参加（日本と欧米の事例）
第5回：社会ネットワーク①　（欧米の事例：音楽）
第6回：社会ネットワーク②　（欧米の事例：音楽）
第7回：キャリア連帯　（日本の事例：映画）
第8回：即興①　（欧米の事例：即興劇場）
第9回：即興②　（欧米の事例：即興劇場）
第10回：人材育成とビジネスシステム　（日本の事例：宝塚歌劇団、能楽）
第11回：規律と自由①　（日本の事例：吉本新喜劇）
第12回：規律と自由②　（日本の事例：新劇、少女歌劇）
第13回：まとめ
第14回：定期試験

事前・事後学習の内容

予習すべき内容は事前に告知します。毎回の授業で実施した内容について復習をするようにしてください。

評価方法

平常点、レポート、期末試験により評価します。

受講生へのコメント

クリエイティブ産業に興味のある学生の受講をお勧めします。授業計画は進捗などにより変わる可能性があります。

教材

講義中に適宜指示します。
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授業コード C040751000 開講年度・学期 2021年度後期

科目授業名 比較産業論

英語科目授業名 Comparison of Industry

科目ナンバー CAIAU3309

単位数 2単位 授業形態 講義

担当教員氏名（代表含む） 徐　彪

履修上の制限

科目の主題

本講義は、比較産業論に関する理論・概念について、経営戦略や多国籍企業の問題に関連づけながら、論じます。

授業の到達目標

海外と日本の産業発展及び経営戦略の比較を通して、比較産業論及び多国籍企業に関する基本的な理論・概念を理解できるよ
うになることを到達目標とします。

授業内容・授業計画

授業形態：遠隔（実施方法　基本と発展）

第1回：授業ガイダンス
第2回：世界の新経済空間と新産業地図
第3回：新たな競争モデル
第4回：コモディティ現象と競争戦略の構築
第5回：新興国企業の参入
第6回：戦略的提携多国籍企業の動き
第7回：中間まとめ
第8回：多国籍企業の動き
第9回：多国籍企業の比較
第10回：グローバル価値連鎖
第11回：経営モデルの比較
第12回：経営戦略の国際比較
第13回：産業のグローバル化
第14回：まとめ

事前・事後学習の内容

講義の内容を中心に、予習・復習をしてください。

評価方法

平常レポート（40％）、学期末レポート（60％）により評価します。レポートは締切厳守。

受講生へのコメント

産業の発展、多国籍企業の経営活動などに興味のある学生の受講を勧めます。また、授業内容・授業計画は受講者の人数、関
心や講義の進捗により変更する可能性があります。

教材

参考書は講義中に適宜指示します。
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授業コード C070020000 開講年度・学期 2021年度前期

科目授業名 プロジェクト・ゼミナール

英語科目授業名 Project Seminar

科目ナンバー CASEM2202

単位数 2単位 授業形態 演習

担当教員氏名（代表含む） 鈴木　洋太郎、姜　天勇

履修上の制限 商学部の2年生以上が履修可能です。

科目の主題

高校生に大阪市立大学商学部の魅力を伝えるためのコンテンツを考案するなど、「学生主体でのオープンキャンパスの企画・
実施」といった実践的なプロジェクトに取り組みます。

授業の到達目標

授業でのグループワークなどを通じて、受講生がプレゼンテーション能力や企画・提案力を向上することを目標としていま
す。

授業内容・授業計画

この授業は対面により実施します。

第1回：授業ガイダンス
第2回：これまでのオープンキャンパスの再検討
第3回：本年度のオープンキャンパス企画の方針について
第4回：作業チームの編成について
第5回：各チームでの作業準備
第6回：各チームでの作業計画の中間報告
第7回：各チームでの作業計画および全体計画の決定
第8回：各チームにおける作業(1)：コンテンツづくり等の検討
第9回：各チームにおける作業(2)：コンテンツづくり等の試行的実施
第10回：各チームにおける作業(3)：コンテンツづくり等の再検討
第11回：各チームにおける作業(4)：コンテンツづくり等の本格的実施
第12回：各チームにおける作業(5)：コンテンツづくり等の完成
第13回：各チームの作業結果の報告・全体での調整
第14回：リハーサルの準備・全体での最終確認
※この後、リハーサルおよびオープンキャンパス本番（2日間）があります。

事前・事後学習の内容

プロジェクトの遂行のために、各種の資料作成やプレゼン練習など、事前・事後学習が重要となります。

評価方法

授業態度など平常点で評価します。

受講生へのコメント

オープンキャンパスの企画・運営という、普段できないような経験ができます。いっしょに、がんばりましょう。

教材

授業時に適宜指示します。
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授業コード C070020010 開講年度・学期 2021年度後期

科目授業名 プロジェクト・ゼミナール

英語科目授業名 Project Seminar

科目ナンバー CASEM2202

単位数 2単位 授業形態 演習

担当教員氏名（代表含む） 王　亦軒

履修上の制限 商学部の2年生以上が履修可能です。

科目の主題

「中国現地企業活性化共同研究プロジェクト」 中国・上海にある上海大学（本学提携校）を訪問し、現地学生と協働して地域
企業を 調査し、その結果を分析して、現地企業を活性化するマネジメント⼿法を協働して提⾔するプロジェクトである。派遣
前には、インターネット環境をフルに活用し、現地学⽣とコミュニケーションし、中国の企業経営に有⽤なマネジメント手法
に関わる統⼀した複数のテーマの下で事前学習を⾏い、調査前にはお互いにプレゼンを⾏い、知識を深める（本プログラム
は、JASSO（日本学生支援機構、文部科学省）の支援プログラムである 。また、万が一訪問先に不都合がある場合はインドネ
シア、タイなどの東南アジア諸国に変更する。

授業の到達目標

プログラムを通じて、現地学⽣達、および調査対象企業の経営者等と英語でディスカッションできるコミュニケーション 能⼒
を⾝につけること ・中国及び中国企業の文化・⾵⼟を吸収する能⼒を養成すること ・受講後の活動も含めて、学部卒段階で
真にグローバルに活躍できる⼈材を育成すること

授業内容・授業計画

１０⽉から事前準備を兼ねた演習を⾏い、コロナが収まった場合、中国には、１１⽉中旬の１０⽇間を予定している。コロナ
の状況が収まらない場合、zoom meetingによるオンライン国際交流を行う。
第1回：ブログラムの概要説明
第2回：事前調査1（中国の⽂化,経済など）
第3回：事前調査2（中国の⽂化,経済など）
第4回：事前調査3（中国の⽂化,経済など）
第5回：事前調査発表会
第6回：訪問先企業調査1（⽇本語）
第7回：訪問先企業調査2（英語）
第8回：訪問先企業調査3（英語）
第9回：訪問先企業調査4（英語）
第10回：訪問先企業調査発表会
第11回：上海大学の学⽣達のSNSによる交流１
第12回：上海大学の学⽣達のSNSによる交流２
第13回：出発前準備
第14回：中国研修：１０⽇間
第15回：帰国後の反省会

【JASSO奨学金について】
　本プロジェクトの給与人数は32人です。（要件を満たした者のみ支給）
　選考の方法や時期などは、決定しだいUNIPAの掲示からお知らせします。

事前・事後学習の内容

・様々な方法で、事前に、英語能⼒を⼗分に⾝につけておくこと。
・受講に際しては、積極的に、事前調査活動に参加するとともに、様々な資料を⽤いて、事前調査、訪問先企業調査を⾏うこ
と。

評価方法

活動への参加度合いで、評価します。中国研修に参加できない場合、単位を出すことはできません。英語試験も授業評価の参
考にします。

受講生へのコメント

・希望者が多い場合、積極性・やる気を評価する⾯接と成績を勘案して、履修者を決定します。
※事前に説明会、選考会を行いますので、必ず参加してください。説明会の日時については、決定しだいUNIPAの掲示からお知
らせします。

教材

テキストは使⽤しないが、参考書は講義中に適宜指⽰します。
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授業コード C07002A010 開講年度・学期 2021年度後期

科目授業名 プロジェクト・ゼミナール

英語科目授業名 Project Seminar

科目ナンバー CASEM2202

単位数 2単位 授業形態 講義

担当教員氏名（代表含む） 圓丸　哲麻

履修上の制限 商学部の2年生以上が履修可能です。

科目の主題

本プログラムは、タイと日本が相互補完関係を将来にわたって継続的、つまりはサステナブルに発展、それもイノベーティブ
な要素も取り込み発展させていくことへの課題を、両国の学生が混成チームを組織し、両国にそれぞれ１０日程度滞在しなが
ら、両国経済主体へのヒヤリング、さらに踏み込み短期インターンシップによって研究・発見し、その解決策を模索すること
を目的としたプログラムである。

授業の到達目標

チームに分かれ、バンコクと大阪に事業所持つグローバル企業でインターンシップを行うが、両事業のインターンシップを介
して、グローバル企業が共創的に発展する方策を提示すること

授業内容・授業計画

9月中…事前ゼミ

10月15日〜28日ごろ　タマサート大学派遣
タイでのインターンシップの内容（案）：①工場もしくは事業所の全貌を視察、②訪問先企業が提示する特徴ある活動につい
てヒヤリング、③タイ人現地従業員と日系企業で働くことの意味や日本的経営などについて懇談、④日本人現地駐在員とタイ
に事業所を開設していることの意味等について懇談（基本的にタイ現地従業員が対応して頂く。タイ語→英語）

1月6日〜16日　タマサート大学学生受入
日本（関西）でのインターンシップの内容（案）：①工場もしくは事業所の全貌を視察、②訪問先企業が提示する特徴ある活
動についてヒヤリング、③訪問先企業のグローバル化の方針や課題、訪問先企業の経営や業務の特徴などについて懇談、④訪
問先企業の経営陣がタイでの事業展開に期待することなどについて懇談（基本的に日本人従業員が対応して頂く。日本語→英
語）

【JASSO奨学金について】
　本プロジェクトの給与人数は11人です。（要件を満たした者のみ支給）
　選考の方法や時期などは、決定しだいUNIPAの掲示からお知らせします。

事前・事後学習の内容

事前には、訪問先企業やタイの文化・政治・教育・制度・経済などについて調べ、訪問先企業への質問事項を作成します。
バンコクおよび大阪でのインターンシップ終了後は、全プログラムを振り返り、インターンシップ先企業が日本とＡＳＥＡＮ
で共創的に発展するための仮説を提言して、それらを含めて報告書を作成します。

評価方法

事前ゼミ、バンコクインターンシップ、大阪インターンシップのプログラムの全てに参加することが要件です。また、チーム
と共同して、最終的にインターンシップ先企業に共創的発展の方策に関わるレポートを作成しますが、その内容も評価対象と
なります。

受講生へのコメント

積極的にプログラムに参画し、意欲的に発言し、チーム活動が重視できる人が求められます。
※事前に説明会、選考会を行いますので、必ず参加してください。説明会の日時については、決定しだいUNIPAの掲示からお知
らせします。

教材

桂木麻也（2019）『ASEAN企業地図（第2版）』,翔泳社
池上重輔（2019）『インバウンド・ビジネス戦略』,日本経済新聞出版社など
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授業コード C047005000 開講年度・学期 2021年度前期

科目授業名 文化政策論

英語科目授業名 Cultural Policy

科目ナンバー CASOM3307

単位数 2単位 授業形態 講義

担当教員氏名（代表含む） 吉田　隆之

履修上の制限 2015年度〜2017年度入学生は、履修できません。

科目の主題

文化政策研究は、2000年代に入ってようやく体系化・理論化が進められた若い学問である。コロナ禍で芸術文化のあり方自体
が根本的に問い直されようとしている。①そもそもなぜ芸術・文化は社会に必要なのか。②なぜ公的支援が必要なのか。③芸
術文化は社会・地域にどのような影響を与えるのだろうか。
　文化政策の主体は、国、自治体、民間など様々だが、講義の前半では、自治体文化政策論に焦点をあて、主に①、②の問い
に答えていきたい。
　講義の後半では、③の問いに答えていきたい。最近では、芸術祭やアートプロジェクトなど、現代アートがまちなかに展開
され、作品制作や運営に市民が関わることも多くなった。そうしたアートと地域づくりや市民参加の具体的事例にもとづい
て、芸術文化が社会に与える影響を学術的・客観的に明らかにしていく。
　講義の全体を通して、文化政策の新たな羅針盤を示していこうと考えている。

授業の到達目標

文化政策の基礎理論を身に着けたうえで、科目の主題にかかげた3つの問いについて、自身の言葉として語れるようになってほ
しい。そのうえで、自治体・民間企業・アートNPOの都市文化政策に関わる取り組みについて、課題を分析し、企画・振興策を
提言する能力を身につけることを目標とする。

授業内容・授業計画

〇　授業形態
　この授業は、遠隔により実施する。実施方法は、②発展とし、 Webclassにより資料・スライド等を提供し、動画配信などオ
ンデマンド型も取り入れることとする。
　資料・スライド・教材動画等は、 授業日前日23時59分までに Webclass に掲載するので各自確認の上、受講を進めること。

〇　内容・計画
　第１回　公共文化政策基礎論 ① 文化とは何か
　第２回　自治体文化政策基本モデル（中川モデル）、官民協働モデル
　第３回　都市とは何か、政策とは何か—経営戦略と経営政策（アートマネジメント）
　第４回　文化条例とスポーツ条例
　第５回　アーツカウンシル—横浜市・東京都・大阪市・新潟市・名古屋市
　第６回　芸術と評価、札幌国際芸術祭と評価
　第７回　アートプロジェクトとは？芸術祭とは？
　第８回　あいちトリエンナーレと地域づくり
　第９回　あいちトリエンナーレ2019に纏わる事態①
　第10回　あいちトリエンナーレに纏わる事態②
　第11回　あいちトリエンナーレに纏わる事態③
　第12回　芸術祭と地域づくり①（大地の芸術祭・水と土）
　第13回　芸術祭と地域づくり②（奥能登、リボーン）
　第14回　現代アート入門

事前・事後学習の内容

授業日前日の前日23時59分までに、WebClassに、講義案内、資料等を掲載するので目を通しておくこと。
分からないことがあったり、講義中に指示があれば、適宜教科書・資料の該当章を読み復習すること。

評価方法

毎回のコメント・質問・感想等提出など平常点30％、レポート70％により総合的に評価する。

受講生へのコメント

質問への個別の回答を求める場合は、教材一覧から「質疑応答」を選択して行ってください。質疑応答の進め方は「学生 向け
遠隔講義入門」の「質疑応答について」を参照してください

教材

［教科書］
吉田隆之（2019）『芸術祭と地域づくり“祭り”の受容から自発・協働による固有資源化へ』水曜社
［参考書］
吉田隆之（2020）『芸術祭の危機管理−表現の自由を守るマネジメント』水曜社
吉田隆之（2015）『トリエンナーレはなにをめざすのか：都市型芸術祭の意義と展望』水曜社
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授業コード C047202000 開講年度・学期 2021年度後期

科目授業名 ベンチャー・マーケティング論

英語科目授業名 Entrepreneurial Marketing

科目ナンバー CARET3303

単位数 2単位 授業形態 講義

担当教員氏名（代表含む） 小沢　貴史

履修上の制限

科目の主題

この講義では、『企業がその置かれた環境の中で、自らの位置を決めていくための舵取りに関する問題』を取り扱います。つ
まり、「利害関係者を巻き込んで、どのような市場を創造するか」、「どのような市場で競争を展開するか」、「どのように
して、顧客のためになりたいのか」、「消費者に対して、どのようなメッセージを、いかに伝えるか」、「顧客と企業との間
において、どのような取引と情報交換を行うか」などといった問題を取り上げます。そしてこのような問題を、より深いレベ
ルから理解するための枠組みや概念、及び理論を提供することによって、「躍動感に満ちた顧客と企業との間のコミュニケー
ションを理解することの知的な面白さ」を共感したいと考えております。

授業の到達目標

この講義は、現代企業のマーケティングと経営に関する個々の理論の詳細を正確に教えることに重点を置いているわけではあ
りません。個々の理論にみえる考え方の全体像を把握した上で、現実に生じる物事を考える姿勢を身に付けて下さい。実際に
マーケティング戦略を構築する際の基本となる「概念的な」道具立てを提供したいというのが、基本的な立場にあります。
重要なのは、理論からみえる考え方を、実際の局面でうまく使いこなせるか、という点にあります。複数の考え方を使って、
自分たちの置かれた状況を多面的に読み解くということは、意外と難しいです。この講義では、専門用語に目を奪われること
なく、「ものの見方」の提示に努めていきます。

授業内容・授業計画

本講義は、基本的に WebClass を介した遠隔形式にて行います。しかしコロナ禍が和らいだり、受講人数が多くない場合は、
対面での開講も視野に入れております。

本講義では、座学だけでなく、実在する企業のケースを基に、戦略の巧拙やマーケティングのあり方などについて、議論も行
います。
昨今の経営環境は、不確実かつ不安定に変化を遂げております。その環境の変化を踏まえて、場合によっては、セッションの
中身を変更する場合があります。

第１回：製品ライフサイクル
第２回：市場のサドル
第３回：ジェネリック・マーケティング
第４回：STP
第５回：輸出マーケティング
第６回：同質的な競争
第７回：ブランド
第８回：マスカスタマイゼーション
第９回：クチ・コミュニケーション
第１０回：製品のアソートメント
第１１回：セールス・キャンペーン
第１２回：低価格の戦略
第１３回：経験価値
第１４回：希望触発
第１５回：定期試験

事前・事後学習の内容

事前課題がある場合は、前もってお知らせいたします。その際は、事前に読んでいただく文献を読み込み、設問に対する自身
の考えを整理した上で、講義に臨んでください。
講義で示すスライドの文や図を、残らずノートする事は勧めません。講義で飛び交う発言等を基に、「自分なら、どうする
か」を、トコトン考え抜いてください。これまでの経験を振り返り、今後の展望に思いを馳せる上で、「これは大事かも」と
思う部分を中心にノートする事を勧めます。事後に、そのノートを読み返してみて下さい。

評価方法

レポート40点（20点×2回）と定期試験の成績40点、および受講態度20点（発表の回数や質など）を加味して、総合的に評価し
ます。
いずれも、「重要な要因や問題の識別」、「論理一貫性」、「分析内容の完結性」、「客観性」、「適切な概念やモデルの適
用」を、評価項目とします。
レポートは、指定する期日（講義の中でお知らせします）までに提出して下さい。期日を遅れて提出した場合は、減点の対象
となります。

受講生へのコメント

マーケティングや経営学を問わず、様々な分野の本を余力のある内に読んでおいて下さい。たとえば社会学や心理学、経済
学、歴史学、哲学など、自分の関心のある分野で結構です。無理なく読み、その本の考え方を吸収して下さい。
本講義では、理論と実践（現場）との対話を通じた知的探索の魅力を、受講された皆さんとの対話を通じて共有していきま
す。そして、戦略を考える上での基本を理解することを目指します。
この講義に出ると、新しい発見があります。

教材

この講義では、次の教科書を基に進めていきます。
小沢 貴史『市場再活性化のメカニズム』千倉書房 2021年教科書と講義、ディスカッションを通して、現実を読み解く概念
や、背景にある理論の理解を目指します。その学習が、上記の到達目標へと結びつきます。

参考書として、次の本を指定します。
恩蔵 直人『マーケティング〈第2版〉』日本経済新聞出版社 2019年
寺本 義也、岩崎 尚人（編著）『新 経営戦略論』学文社 2012年
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授業コード C010701000 開講年度・学期 2021年度後期

科目授業名 労使関係論

英語科目授業名 労使関係論

科目ナンバー CAMAG3304

単位数 2単位 授業形態 講義

担当教員氏名（代表含む） 李　捷生

履修上の制限 2015年度〜2017年度入学生は、履修できません。

科目の主題

雇用をめぐる労働者と使用者、労働者組織と企業経営者の関係を労使関係という。労使双方の利害対立と合意妥協を経て、労
働条件や働き方等に関するルール、いわば雇用システムが成立する。本講義は労使関係の視点から日本的雇用システムの成
立・変容を分析し、その特質と限界を国際比較しつつ解説する。なお海外日系企業の雇用システムが現地労働者の欲求構造に
合わせてどう調整されてきたのかを具体的な事例に基づいて紹介しつつ、日本的雇用システムの可能性と限界を検討する。

授業の到達目標

日本的雇用システムの特質と限界を労使関係の視点から理解する。
国際比較を通じて視野を広める。

授業内容・授業計画

※この授業は対面により実施する。
第1回　理論的枠組み
第2回　賃金制度
第3回　雇用調整制度
第4回　採用制度
第5回　退職制度
第6回　非正規雇用
第7回　女性雇用
第8回　雇用システムの変容
第9回　労使関係
第10回　日系企業の雇用システム
第11回　自動車産業の事例
第12回　電子産業の事例
第13回　中小製造企業の事例
第14回　総括と展望

事前・事後学習の内容

事前に所定のテキストや参考文献を予習する。
事後にテキスト各章の末項に載せた「本章のチェックポイント」を確認する。

評価方法

授業への参加意欲とレポートで総合的に評価する。

受講生へのコメント

日本企業、またはアジアに進出する日系企業の雇用システムに強い関心を持つ学生を薦めます。

教材

テキスト
　佐口和郎著『雇用システム論』有斐閣、2018.
参考書
　李捷生・郝燕書・多田稔・藤井正男編著『日系企業の人事・労務管理』白桃書房、2015（2019、4刷).
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授業コード C000100010 開講年度・学期 2021年度前期

科目授業名 プロゼミナール

英語科目授業名 Pro-Seminar

科目ナンバー CASEM1103

単位数 2単位 授業形態 演習

担当教員氏名（代表含む） 各教員

履修上の制限 商学部1年生および再履修者が履修可能です。

科目の主題

大学入学直後、初めて社会科学を学ぶ人のための入門的ゼミナール。

授業の到達目標

図書館を利用するなど、必要な資料を探す（検索する）方法を知る。
議論の仕方を身に付ける。
担当教員の指導の下、レポート作成の基本的なマナーを理解し、レポートを作成する。

授業内容・授業計画

※この授業は、基本的に対面により実施する。
おおむね以下のような内容の中から重要なものが選択される。１と６は全クラス共通である。
１．担当教員の指導のもと、毎週課題を準備し、授業に出席する。
２．資料の見つけ方、整理の仕方を身に付ける。
３．グループ発表の事前準備と授業中の実行をおこなう。
４．少人数クラスでの議論の仕方をまなぶ。
５．社会科学の入門的な知識を得る。
６．レポートの書き方を学び、担当教員の指導の下で、4000字程度のレポートを書く。

事前・事後学習の内容

学期を通しての内容は最初の時間に担当教員が案内する。

評価方法

学期を通しての内容は最初の時間に担当教員が案内する。
【評価方法】
議論などゼミナールへの参加度合い、課題への取り組み、レポートなどが特に評価の対象になる。基準として以下の2つは共通
である。
①毎回出欠を確認し、特別な理由がなく担当教員に無断で３回以上欠席したものは「Ｆ」評価とする。
②学期末に4000字程度のレポートを提出する事を義務づける。レポートは基礎的評価項目である。
これ以外の基準については、最初の授業の時に担当教員から説明する。

受講生へのコメント

1年生前期配当の必修科目である。クラスは20名程度で指定される。

教材

クラスごとに担当教員が別途指示する。
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授業コード C000130021 開講年度・学期 2021年度前期、2021年度後期

科目授業名 専門ゼミナール３

英語科目授業名 Seminar 3

科目ナンバー CASEM3304

単位数 4単位 授業形態 演習

担当教員氏名（代表含む） 各教員

履修上の制限

科目の主題

専門ゼミナールは、2年間専門分野について深く掘り下げた勉学をし、その成果として卒業論文をまとめるという授業である。
専門ゼミナール3は、専門ゼミナールの第1段階となる通年科目である。
担当教員ごとの具体的テーマは、前年度に公開した専門ゼミナール案内に記載したものの他、担当教員が最初の授業に示す。

授業の到達目標

前年度後期に決定した担当教員の設定したものによる。前年度の専門ゼミナール案内に記載したものの他、担当教員が最初の
授業に示す。

授業内容・授業計画

※この授業は、基本的に対面により実施する。適宜、担当教員の指示により変更となる場合がある。
前年度に公開した専門ゼミナール案内に記載したものの他、担当教員が最初の授業に示し、また授業期間中適宜補足し、指導
する。

事前・事後学習の内容

担当教員が適宜指示する。

評価方法

平常点で評価する。
議論などゼミナールへの参加度合い、課題への取り組み、レポートなどが特に評価の対象になる。
具体的方法は前年度に公開した専門ゼミナール案内に記載したものの他、担当教員から説明する。

受講生へのコメント

専門ゼミナールは、専門ゼミナール3、専門ゼミナール4、卒業論文で一体運用しているので、専門ゼミナール3の単位を修得し
ておかないと、専門ゼミナール4および卒業論文を履修できない。
すなわち、専門ゼミナール3と専門ゼミナール4を同時には履修できず、専門ゼミナール3をまず修得し、次年度専門ゼミナール
4及び卒業論文を履修する。
専門ゼミナール3と専門ゼミナール4は2年連続して履修するのが原則であるが、単位認定は年度ごとに行われるから、専門ゼミ
ナール3の単位だけを修得することも可能である。
休学等により途中から履修できなくなった場合には、履修を取り消す。この場合、翌年度以降復学した際には、継続しまたは
新たに指導教員となる担当教員の承認を得て、専門ゼミナール3を履修することができる。

教材

担当教員が適宜指示する。
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授業コード C000140201 開講年度・学期 2021年度前期、2021年度後期

科目授業名 専門ゼミナール４

英語科目授業名 Seminar 4

科目ナンバー CASEM4405

単位数 4単位 授業形態 演習

担当教員氏名（代表含む） 各教員

履修上の制限

科目の主題

専門ゼミナールは、2年間専門分野について深く掘り下げた勉学をし、その成果として卒業論文をまとめるという授業である。
専門ゼミナール4は、専門ゼミナールの第2段階となる通年科目である。卒業論文をまとめることが最終課題となる。

授業の到達目標

卒業論文と一体として運用される。ゼミで担当教員の指導をうけ、所定の課題をこなした上で、卒業論文を仕上げる事が目標
である。

授業内容・授業計画

※この授業は、基本的に対面により実施する。適宜、担当教員の指示により変更となる場合がある。
専門ゼミナール3終了までに示したものの他、担当教員が最初の授業に示し、また授業期間中適宜補足し、指導する。

事前・事後学習の内容

卒業論文と一体の科目であるため、担当教員の指導する授業課題の他、卒業論文の作成を伴う。
具体的には担当教員が適宜指示する。

評価方法

平常点で評価する。
議論などゼミナールへの参加度合い、課題への取り組み、レポートなどが特に評価の対象になる。
専門ゼミナール4の履修は卒業論文と一体であるので、卒業論文を提出しない場合、卒業論文の単位が認定されなかった場合
は、専門ゼミナール4の単位は認定されない。
その他の基準は最初の授業に担当教員から説明する。

受講生へのコメント

専門ゼミナールは、専門ゼミナール3、専門ゼミナール4、卒業論文で一体運用しているので、すでに専門ゼミナール3の単位を
修得していないと、専門ゼミナール4および卒業論文を履修できない。
休学等により、専門ゼミナール3の履修の翌年に履修できなかった場合には、復学後に新たに履修しようとする専門ゼミナール
4の指導教員（専門ゼミナール3の指導教員と同じ教員でなくてもよい）の承認を得て専門ゼミナール4を履修できる。

教材

担当教員が適宜指示する。

83 



授業コード C000150001 開講年度・学期 2021年度前期、2021年度後期

科目授業名 卒業論文

英語科目授業名 Graduation Thesis

科目ナンバー CASEM4406

単位数 4単位 授業形態 演習

担当教員氏名（代表含む） 各教員

履修上の制限

科目の主題

専門ゼミナール2年間の勉学の成果として、論文を書く。

授業の到達目標

一つのテーマについて深く掘り下げ、論文としてまとめる。

授業内容・授業計画

担当教員の指導に従い、研究計画を立て、適宜専門ゼミナール4で報告を行う。そこでの検討・指導を踏まえ、執筆する。

事前・事後学習の内容

論文執筆のための作業は、多大な時間を必要とする。
内容の検討指導はゼミナール4で行われる。
具体的内容については担当教員が適宜指示する。

評価方法

提出された論文を学術的な観点から評価する。
卒業論文は専門ゼミナール4と一体の科目であるので、専門ゼミナールの単位が認定されなかった場合には、卒業論文の単位は
認定されない。

受講生へのコメント

卒業論文は専門ゼミナール4と一体の科目であり、専門ゼミナール4を履修した場合に提出が義務づけられる。
専門ゼミナール3、専門ゼミナール4を履修しないものは、卒業論文を提出できない。
〈卒業論文の作成・提出について〉
　卒業論文の作成要領や提出方法は、入学時に配布された『商学部要覧』を参照すること。

教材

担当教員が別途指示する。
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授業コード C070000000 開講年度・学期 2021年度前期

科目授業名 外書講読（英）

英語科目授業名 Foreign Literature Reading (English)

科目ナンバー CAENG3301

単位数 2単位 授業形態 講義

担当教員氏名（代表含む） イリエヴァ　マリア

履修上の制限 商学部2年生以上が履修可能です。

科目の主題

This course explains some current issues in Social sciences like globalization, population challenges, poverty, and inequality
among others, from the perspective of Economics, Sociology ,Politics and Law . It provides examples of ways to address these
problems in Japan and all over the world and show s the connection between these phenomena in society and Management and Business,
which are also part of Social Sciences.

授業の到達目標

At the end of the course, students should be able to:
Analyze the information on the institutional and organizational aspects of social sciences
Comment on the various divides that characterize their production and use
Discuss different perspectives of Social Sciences in Japan and all over the world
Express opinion on current issues in Social Sciences and propose ways of their solution

授業内容・授業計画

This class will be conducted face-to-face!

第 1 回： Introduction to Social Sciences
第 2 回： Economics and sociology in the context of globalization
第 3 回： Population challenges
第 4 回： Inequality from Law, Politics, Economics and Sociology perspective
第 5 回： Economic growth and poverty reduction: the inequality connection
第 6 回： Gender and political inclusion as an answer to gender and economic inequality
第 7 回： Inequality and global social policy: policies, actors and strategies
第 8 回： Financial crisis, corruption and global income inequality
第 9 回： Responding to the global environmental change
第 10 回： Global governance, ethics and sustainable development
第 11 回： Progressing from management to governance and sustainable development
第 12 回： Social sciences in Japan
第 13 回： Change toward responsible Social Sciences
第 14 回： Why social movements matter for addressing inequalities and ensuring social justice
第 15 回 : Final exam

事前・事後学習の内容

In the end of each lecture the students will receive reading materials (between 4 and 12 pages)for the next class. The materials
will be shared in WebClass.
Additional materials like case studies and other handouts will be distributed again in WebClass. In order to facilitate the
discussions, some of the case studies will be shown with videos during the class.

評価方法

Class participation:
Microactivities for team work: 30% of the grade
Short case studies or videos to work on during the class with the other members of your team and present them in front of everybody
in the end of the class.
Final exam:
Quiz on the material covered in the lectures: 70% of the grade
Multiple choice questions for students to choose the right answer according to the text in the presentations shown during the
classes.
毎回出欠を確認します。4回以上欠席した学生は、成績評価を「F」とします。期末試験を行い、成績評価の基礎項目の一つとします。

受講生へのコメント

a) Since discussion is an essential part of the course, please come to class prepared and on time.
b) You can use your mobile phones and/or laptops during the class only for the purpose of obtaining information to facilitate the
discussions. Chatting of texting during class is not allowed.
c) Let me know if you have an emergency and will not be able to come to class.
【About Q&A 】
If you have questions, select “Q&A BBS” from the list of “Course Materials” in the WebClass
As for the way to conduct Q&A sessions, refer to “the way of Q&A 「質疑応答について」 ” in the course “Introduction of Remote

Course 「学⽣向け遠隔講義⼊⾨」講義時間外の質問については、教材⼀覧から「質疑応答」を選択して⾏ってください。

If students have questions out of the class time, student s can select “BBS for Q&A in the WebClass to ask. There will be also a
chat per each lecture in WebClass below the materials for that lecture.

質問は電⼦メールにより受け付けます。質問があれば cmi67334@osaka-cu.ac.jp

まで質問内容をメールで送ってください。
Accept questions anytime by e-mail. Students can send messages to cmi67334@osaka-cu.ac.jp anytime they have questions.

教材

Please, do NOT read the whole books!
These are just references of the sources for the reading materials. The reading materials themselves will be provided to you in the
end of each lecture for the next class, see above.
1.) World social science report 2010
Paris : UNESCO : 2010 : s. :
ISBN: 978 92 3 104131 0
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000188333?posInSet=2&queryId=e454fef4f3274d16 b4f7 705cb5f9ee21
2.) World social science report, 2013: changing global environments
Paris : UNESCO : 2013 : s. :
ISBN: 978 92 3 104254 6 (UNESCO)
978 92 64 203340 2 (OECD)
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000224677?posInSet=2&queryId=d9e132f9f2104534 aeca 2fe56317e114
3.) World social science report, 2016: Challenging inequalities; pathways to a just world
Paris : UNESCO : 2016 : s. :
ISBN: 978 92 3 100164 2
978 92 3 600049 7 (ara)
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245825?posInSet=1&queryId=26192b7503874f23 be126b87368a9712
These are Open access books, which means that they can be downloaded for free from thelinks, provided above. The sequence of the
lectures does not follow the order in the books.
Additional materials will also be distributed during the classes or in the WebClass.
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授業コード C07000B000 開講年度・学期 2021年度前期

科目授業名 外書講読（英）

英語科目授業名 Foreign Literature Reading (English)

科目ナンバー CAENG3301

単位数 2単位 授業形態 講義

担当教員氏名（代表含む） 宇野　誠二

履修上の制限 商学部２年生以上が履修可能です。

科目の主題

本講義では、経営戦略論の代表的な論者の文献を講読していきます。取り上げる論者は、Michael E. Porter、H. Igor.
Ansoff、Henry Mintzbergです。本講義では文献の和訳よりも内容の理解を重視します。

授業の到達目標

本講義では外国語文献の講読により経営戦略論の基本的な考え方の把握と議論の経験を積むことを目標とします。

授業内容・授業計画

※この授業は対面により実施する。
第1回：ガイダンス
第2回：How Information Gives You Competitive Advantage ①　Strategic Significance
第3回：How information Gives You Competitive Advantage ②  Transforming The Value Chain
第4回：How information Gives You Competitive Advantage ③　Changing Industry Structure
第5回：The Competitive Advantage of Nation ①　How Companies Succeed in international Markets
第6回：The Competitive Advantage of Nation ②　The Diamond of National Advantage　前半
第7回：The Competitive Advantage of Nation ③　The Diamond of National Advantage　後半
第8回：Clusters and The New Economics of Competition ①　What is Cluster ?
第9回：Clusters and The New Economics of Competition ②　Why Clusters are Critical to Competition
第10回：Clusters and The New Economics of Competition ③　Birth, Evolution, and Decline
第11回：Corporate Strategy ①　Classes of Decisions
第12回：Corporate Strategy ②　Interactions among Decisions Classes
第13回：The Rise and Fall of Strategic Planning ①　Seeing The Forest and The Trees
第14回：The Rise and Fall of Strategic Planning ②　The Detachment of Planners From Strategy Making
第15回：期末レポート

事前・事後学習の内容

配布資料を事前によく読み、授業内容についての復習もするようにしてください。

評価方法

期末レポート100％で評価します。ただし、授業の習熟度を確認するため、毎回授業中に作成する成果物を提出してもらいま
す。毎回出欠を確認します。4回以上欠席した学生は、成績評価を「F」とします。

受講生へのコメント

各文献のコピーを講読開始の1週間前に配布します。

教材

Michael E. Porter (1998) On Competition  Harvard Business Review Press
Michael E. Porter (1998) Clusters and The New Economics of Competition Harvard Business Review 76 (6)
H. Igor. Ansoff (1965) Corporate Strategy McGraw-Hill
Henry Mintzberg (1994) The Rise and Fall of Strategic Planning Prentice Hall
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授業コード C07000C000 開講年度・学期 2021年度前期

科目授業名 外書講読（英）

英語科目授業名 Foreign Literature Reading (English)

科目ナンバー CAENG3301

単位数 2単位 授業形態 講義

担当教員氏名（代表含む） 山添　清昭

履修上の制限 商学部２年生以上が履修可能です。

科目の主題

グローバル化した日本の上場企業の英文の財務情報は、適時に適切な内容で開示されているか、調べて状況を把握します。併
せて、企業情報のディスクロ—ジャーの仕組みを紹介します。英文財務情報が海外の投資家に適時・適切に提供される必要性と
重要性を理解することをテーマとします。

授業の到達目標

日本企業が海外投資家向けにインターネット上で公開している英文財務諸表について入手、解読、内容説明ができる能力を獲
得するとともに、英文財務諸表の開示情報の確認を通じて、株主総会招集通知、有価証券報告書の開示情報の見方・読み解き
ができる能力をつけることが目標です。

授業内容・授業計画

授業形態（対面）
日本企業が公開している英文財務情報の現状を紹介し、説明します。そのあと具体的な企業がインターネット上でどのように
英文財務情報を公開しているか確認し、資料を入手し読み解くこととします。なお課題等の取り組みは３人程度のチームで行
うことを予定しています。第1回：イントロダクション、会計処理の基本と決算書作成の流れ第2回：決算短信の英文・サマ
リー情報第3回：同上（続き）、連結財務諸表の仕組み第4回：株主総会の招集通知の英文、我が国の３つの制度と仕組み第5
回：株主総会の招集通知の英文・日本語版第6回：同上（続き）、計算書類の仕組み第7回：同上（続き）、連結計算書類の仕
組み第8回：同上（続き）、個別注記表の仕組み
第9回：同上（続き）、連結注記表の仕組み第10回：同上（続き）、監査報告書を見る、公認会計士の監査の仕組みを知る。第
11回：有価証券報告書の英文、有報の仕組み第12回：同上（続き）、定性的情報、連結キャッシュ・フロー計算書の仕組み・
見方第13回：同上（続き）、財務諸表の仕組み第14回：まとめ第15回：定期試験

事前・事後学習の内容

英文財務諸表は、授業で配布しますが、各自で、インターネットを利用して検索できるように指導します。理解困難な点を発
見した場合はどしどし質問しまた独自で復習することが望まれます。

評価方法

期末試験（６０％）、レポート（２０％）、平常点（２０％）で評価します。毎回出欠を確認します。4回以上欠席した学生
は、成績評価を「F」とします。

受講生へのコメント

日本企業の英文財務諸表等の情報開示に精通し将来国際的に活躍できる基礎を作りましょう。

教材

授業の都度配布予定です。
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授業コード C07000D000 開講年度・学期 2021年度前期

科目授業名 外書講読（英）

英語科目授業名 Foreign Literature Reading (English)

科目ナンバー CAENG3301

単位数 2単位 授業形態 講義

担当教員氏名（代表含む） 徐　彪

履修上の制限

科目の主題

本講義は、専門分野の英語文献の読解を通して、知識を取得する能力を養います。主に、多国籍企業の経営戦略論における先
駆的な研究者であるマイケル・ポーター（Michael E. Porter）の文献を取り扱います。

授業の到達目標

専門分野の英語文献を適切に読解し、内容の理解ができることを到達目標とします。

授業内容・授業計画

授業形態：対面

第1回：授業ガイダンス
第2回：Introduction and Summary
第3回：Competition in Global Industries
第4回：Patterns of International Competition
第5回：Causes of Globalization
第6回：International Configuration and Coordination of Activities
第7回：Configuration/Coordination and Competitive Advantage
第8回：Configuration/Coordination and the Pattern of International Competition
第9回：Global Strategy and Comparative Advantage
第10回：Global Platforms
第11回：The Historical Evolution of International Competition
第12回：Strategic Implications of Globalization
第13回：Functional Implication of Global Competition
第14回：The Future of International Competition

事前・事後学習の内容

配布資料を事前に読み、理解しておいてください。各自に担当を決めて報告してもらうため、準備が必要となります。授業後
は要点を復習してください。

評価方法

学期末レポート（60％）、平常点（参加態度や宿題等、40％）により総合的に評価します。

受講生へのコメント

初回に資料を配布しますので、履修者は必ず出席してください。また、授業内容・授業計画は受講者の人数、関心や講義の進
捗により変更する可能性があります。

教材

Porter, M.E. ed. (1986) Competition in Global Industries, Harvard Business School Press.
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授業コード C07000A000 開講年度・学期 2021年度前期

科目授業名 外書講読（英）

英語科目授業名 Foreign Literature Reading (English)

科目ナンバー CAENG3301

単位数 2単位 授業形態 講義

担当教員氏名（代表含む） ＊二宮　麻里

履修上の制限 商学部２年生以上が履修可能です。

科目の主題

マーケティングは、大企業を中心に実施されてきた。近年、スタートアップが勃興し、アントレプレナーシップの重要性が増
す中で、経営資源に乏しい組織に対して、どのようにマーケティング戦略を導入することの必要性が認識されてきている。
2000年代以降、Entrepreneurial　Marketing　（企業家的マーケティング）について研究が進められ、欧米のMBAでは専門コー
スが設定されている。そこで、本講義では、 Entrepreneurial　marketingのテキストを読み進めながら、その概要を理解す
る。

授業の到達目標

Entrepreneurial　Marketingについての英語文献を読解し、従来型マーケティング理論・商業理論との違いについて議論でき
るようになることを目的とする。
　日本語の逐語訳の能力は問わない。

授業内容・授業計画

※この授業は対面により実施する予定である。
第1回：イントロ：英文読解の要点
第2回：Entrepreneurship and marketing interface
第3回：Entrepreneurial Marketing Concepts
第4回：Case Study : Online Sales
第5回：Foundations of marketing decision-making
第6回：Market Research
第7回：Entrepreneurial　market identification (B2C)
第8回：Entrepreneurial procut/service policy (1)
第9回：Entrepreneurial procut/service policy (2)
第10回：Entrepreneurial distribution policy （1）
第11回： Entrepreneurial distribution policy (2)
第12回：Entrepreneurial promotion policy (1)
第13回：Entrepreneurial promotion policy (2)
第14回：まとめと議論
第15回：定期試験

事前・事後学習の内容

従来型マーケティング理論や商業理論については、日本語で書かれた多くのテキストがあるので、それを事前に読解すること
が必要であろう。また、一字一句を日本語訳するのではなく、英語の文章を速読し、論理構造を理解し、論点を整理し、議論
することを求める。

評価方法

定期試験（６０％）、講義での報告・ディスカッション（4０％）で評価します。毎回出欠を確認し、4回以上欠席した学生
は、成績評価を「F」とします。

受講生へのコメント

英語を習得したいという熱意があれば、基礎的文法については指導します。

教材

Robert D. Hisrich, Veland Ramadani　（2020）, Entrepreneurial Marketing: A Practical Manegerial Approach、Elgar
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授業コード C070000010 開講年度・学期 2021年度後期

科目授業名 外書講読（英）

英語科目授業名 Foreign Literature Reading (English)

科目ナンバー CAENG3301

単位数 2単位 授業形態 講義

担当教員氏名（代表含む） 宇野　誠二

履修上の制限 商学部２年生以上が履修可能です。

科目の主題

本講義では、経営戦略論の代表的な論者の文献を講読していきます。取り上げる論者は、Michael E. Porter、H. Igor.
Ansoff、Henry Mintzbergです。本講義では文献の和訳よりも内容の理解を重視します。

授業の到達目標

本講義では外国語文献の講読により経営戦略論の基本的な考え方の把握と議論の経験を積むことを目標とします。

授業内容・授業計画

※この授業は対面により実施する。
第1回：ガイダンス
第2回：How Information Gives You Competitive Advantage ①　Strategic Significance
第3回：How information Gives You Competitive Advantage ②  Transforming The Value Chain
第4回：How information Gives You Competitive Advantage ③　Changing Industry Structure
第5回：The Competitive Advantage of Nation ①　How Companies Succeed in international Markets
第6回：The Competitive Advantage of Nation ②　The Diamond of National Advantage　前半
第7回：The Competitive Advantage of Nation ③　The Diamond of National Advantage　後半
第8回：Clusters and The New Economics of Competition ①　What is Cluster ?
第9回：Clusters and The New Economics of Competition ②　Why Clusters are Critical to Competition
第10回：Clusters and The New Economics of Competition ③　Birth, Evolution, and Decline
第11回：Corporate Strategy ①　Classes of Decisions
第12回：Corporate Strategy ②　Interactions among Decisions Classes
第13回：The Rise and Fall of Strategic Planning ①　Seeing The Forest and The Trees
第14回：The Rise and Fall of Strategic Planning ②　The Detachment of Planners From Strategy Making
第15回：期末レポート

事前・事後学習の内容

配布資料を事前によく読み、授業内容についての復習もするようにしてください。

評価方法

期末レポート100％で評価します。ただし、授業の習熟度を確認するため、毎回授業中に作成する成果物を提出してもらいま
す。毎回出欠を確認します。4回以上欠席した学生は、成績評価を「F」とします。

受講生へのコメント

各文献のコピーを講読開始の1週間前に配布します。

教材

Michael E. Porter (1998) On Competition  Harvard Business Review Press
Michael E. Porter (1998) Clusters and The New Economics of Competition Harvard Business Review 76 (6)
H. Igor. Ansoff (1965) Corporate Strategy McGraw-Hill
Henry Mintzberg (1994) The Rise and Fall of Strategic Planning Prentice Hall
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授業コード C07000A010 開講年度・学期 2021年度後期

科目授業名 外書講読（英）

英語科目授業名 Foreign Literature Reading (English)

科目ナンバー CAENG3301

単位数 2単位 授業形態 講義

担当教員氏名（代表含む） 徐　彪

履修上の制限 商学部２年生以上が履修可能です。

科目の主題

本講義は、専門分野の英語文献の読解を通して、知識を取得する能力を養います。主に、多国籍企業の経営戦略論における先
駆的な研究者であるマイケル・ポーター（Michael E. Porter）の文献を取り扱います。

授業の到達目標

専門分野の英語文献を適切に読解し、内容の理解ができることを到達目標とします。

授業内容・授業計画

授業形態：対面

第1回：イントロダクション
第2回：Introduction and Summary
第3回：Competition in Global Industries
第4回：Patterns of International Competition
第5回：Causes of Globalization
第6回：International Configuration and Coordination of Activities
第7回：Configuration/Coordination and Competitive Advantage
第8回：Configuration/Coordination and the Pattern of International Competition
第9回：Global Strategy and Comparative Advantage
第10回：Global Platforms
第11回：The Historical Evolution of International Competition
第12回：Strategic Implications of Globalization
第13回：Functional Implication of Global Competition
第14回：The Future of International Competition

事前・事後学習の内容

配布資料を事前に読み、理解しておいてください。毎回担当を決めて訳してもらうため、準備が必要となります。授業後は要
点を復習してください。

評価方法

学期末レポート（60％）、平常点（参加態度や宿題等、40％）により総合的に評価します。
毎回出欠を確認します。４回以上欠席した学生は、成績評価を「F」とします。期末試験を行い、成績評価の基礎項目の一つと
します。

受講生へのコメント

初回に資料を配布しますので、履修者は必ず出席してください。また、授業内容・授業計画は受講者の人数、関心や講義の進
捗により変更する可能性があります。

教材

Porter, M.E. ed. (1986) Competition in Global Industries, Harvard Business School Press.
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授業コード C07000D010 開講年度・学期 2021年度後期

科目授業名 外書講読（英）

英語科目授業名 Foreign Literature Reading (English)

科目ナンバー CAENG3301

単位数 2単位 授業形態 講義

担当教員氏名（代表含む） ＊浜田　敦也

履修上の制限 商学部2年生以上が履修可能です。

科目の主題

本講義では経営者に求められる能力や役割について学習するため、そのテーマで著名なHenry　Mintzbergの文献を講読しま
す。

授業の到達目標

専門分野の英語文献を適切に読みうる読解能力と、経営者の能力に関する基本的な理論を学ぶことを目標とします。

授業内容・授業計画

この授業は対面により実施します。
第1回：ガイダンス&hellip;講義の計画と成績評価に関して
第2回：Introduction
第3回：Contemporary Views of the Manager&#39;s Job ①Classical Views
第4回：Contemporary Views of the Manager&#39;s Job ②Views on Leader
第5回：Some Distinguishing Characteristics of Managerial Work ①Description of Works
第6回：Some Distinguishing Characteristics of Managerial Work ②Style of Communication
第7回：The Manager&#39;s Working Roles ①Informational Roles & Decisional Roles
第8回：The Manager&#39;s Working Roles ②Interpersonal Roles
第9回：Variations in Manager&rsquo;s Work ①Contingency Theory
第10回：Variations in Manager&rsquo;s Work ②Eight Types of Manager&rsquo;s Work
第11回：Science and the Manager&#39;s Job ①Programming Manager&rsquo;s Job
第12回：Science and the Manager&#39;s Job ②Reprogramming Manager&rsquo;s Job
第13回：The Future of Managerial Work ①Overview of Managerial Work
第14回：The Future of Managerial Work ②Manager in &ldquo;Loop&rdquo;
第15回：定期試験

事前・事後学習の内容

講義前に指定範囲を和訳し、講義に持参してください。
講義中はノートを取り、英語表現の理解のみでなく、経営学に対する理解も深めてください。
講義後は「著者は何を言いたかったのか」「それに対して自分はどう考えるか」を中心に、講義内容を整理してください。

評価方法

講義では毎回出欠を確認します。4回以上欠席した学生は、成績評価をFとします。また期末試験を行い、成績評価の基礎項目
の一つとします。

受講生へのコメント

訳本の文章は原著と比べて必ずしも正しいわけではありません。人によっては理解が分かれる部分があります。自分なりに解
釈し人とすり合わせることの重要さを本講義で学んでください。
授業内容や計画は状況によって変更することがあります。

教材

以下を教材として用いますが、講義で用いる部分は都度配布します。
Mintzberg, H. (1973) The Nature of Managerial Work, New York, NY: Harper & Row
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授業コード C07000C010 開講年度・学期 2021年度後期

科目授業名 外書講読（英）

英語科目授業名 Foreign Literature Reading (English)

科目ナンバー CAENG3301

単位数 2単位 授業形態 講義

担当教員氏名（代表含む） ＊楊　一

履修上の制限 商学部２年生以上が履修可能です。

科目の主題

本講義では、組織論の古典となるorganizationsを輪読する。

授業の到達目標

本講義では、組織論の古典となるorganizationsを輪読する。

授業内容・授業計画

※この授業は対面により実施する。
第1回：ガイダンス
第2回：1 Organizational Behavior
第3回：3 Motivational Constraints: Intraorganizational Decisions ①
第4回：3 Motivational Constraints: Intraorganizational Decisions ②
第5回：4 Motivational Constraints: The Decision to Participate　①
第6回：4 Motivational Constraints: The Decision to Participate　②
第7回：5 Conflict in Organizations ①
第8回：5 Conflict in Organizations ②
第9回：6 Cognitive Limits on Rationality ①
第10回：6 Cognitive Limits on Rationality ②
第11回：7 Planning and Innovation in Organizations ①
第12回：7 Planning and Innovation in Organizations ②
第13回：まとめ
第14回：定期試験

事前・事後学習の内容

配布資料を事前によく読み、授業内容についての復習もするようにしてください。

評価方法

期末試験、出席状況、平常点で評価します。毎回出欠を確認します。4回以上欠席した学生は、成績評価を「F」とします。

受講生へのコメント

事前に読むべき箇所を指示します。また、授業計画は進捗などにより変わる可能性があります。

教材

March, J. & Simon, H. (1993). Organizations, 2nd Edition. John Wiley & Sons.
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授業コード C07000B010 開講年度・学期 2021年度後期

科目授業名 外書講読（英）

英語科目授業名 Foreign Literature Reading (English)

科目ナンバー CAENG3301

単位数 2単位 授業形態 講義

担当教員氏名（代表含む） ＊小山　真実

履修上の制限 商学部２年生以上が履修可能です。

科目の主題

本授業では、会計が組織内においていかに役立つか、またその限界について学習します。具体的には次の二点を学習します。
第一に、経営的な意思決定における会計の役割について学習します。どの製品を、どれくらいの量、どのような製造設備を用
いて生産するか、といった生産計画を決定する場合をはじめ、企業が行う経営的意思決定の多くは、それを行うことのコスト
といった会計情報が重要な判断材料となります。本授業では、経営的意思決定を行う際に考慮されるコストにはどのような種
類があるか、またそれらのコスト情報が経営的意思決定にどのように考慮されるか、について学習します。
第二に、経営管理活動における会計の役割について学習します。各従業員の行動を管理し、企業全体として行動を統制するう
えでも、会計が活用されます。本授業では、会計システムの設計や運用が、経営管理活動にどのように生かされるか、また反
対にどのような経営管理上の問題を引き起こすか、について学習します。

授業の到達目標

経営的な意思決定における会計の役割を理解している
経営管理活動における会計の役割を理解している

授業内容・授業計画

本授業は対面にて実施します。
第1回：オリエンテーション・管理会計の基礎知識
第2回：The Nature of Costs
第3回：Opportunity Costs of Capital and Capital Budgeting
第4回：Organizational Architecture
第5回：Responsibility Accounting and Transfer Pricing
第6回：Budgeting
第7回：Cost Allocation: Theory
第8回：Cost Allocation: Practices
第9回：Absorption Cost Systems
第10回：Criticism of Absorption Cost Systems: Incentive to Overproduce
第11回：Criticism of Absorption Cost Systems: Inaccurate Product Costs
第12回：Standard Costs: Direct Labor and Materials
第13回：Overhead and Marketing Variances
第14回：Management Accounting in a Changing Environment
第15回：期末試験

事前・事後学習の内容

事前学習：第2回以降は事前課題を配布しますので、次回講義にて提出してください。事前課題の内容は、本文の内容の要約な
どを予定しています。
事後学習：講義資料およびテキストを復習し、理解が不足している箇所については質問に来るなどして理解するようにしてく
ださい。また、指定された章末問題を各自解いてください。章末問題の回答例は適宜配布します。

評価方法

事前課題：40％
期末試験：60％
毎回出欠を確認します。４回以上欠席した学生は、成績評価を「F」とします。

受講生へのコメント

本授業の内容は、管理会計論、原価計算論、などと密接に関連しています。加えて、経営管理論や経営組織論とも内容が関連
するため、本授業では、会計に興味のある学生だけでなく、経営管理や組織論などに興味のある学生の受講も歓迎します。ま
た質問がある場合には気軽に声をかけてください。

教材

Zimmerman, J. L. (2019). Accounting For Decision Making and Control 10th Edition. McGraw-Hill.
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授業コード C070250000 開講年度・学期 2021年度前期

科目授業名 ビジネス英語Ⅰ

英語科目授業名 Business English I

科目ナンバー CAENG3302

単位数 2単位 授業形態 講義

担当教員氏名（代表含む） 弓場　俊也

履修上の制限 商学部２年生以上が履修可能です。

科目の主題

国際ビジネスにおける共通語は英語です。海外のビジネスパートナーと日々の情報交換はEメールが主流ですが取引相手は英語
ネイティブとは限らず、むしろノンネイティブの場合が多い。そのためシンプルで理解しやすく的確に意図が相手に伝えられ
るコミュニケーションが目的の英語が必要になります。また貿易で使用される書類は、どこの国で発行されようが全て英語で
作成されています。国際ビジネスでは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。スムーズな商談に対応する
交渉能力には異文化理解もビジネスパーソンには必要になります。将来国際ビジネスに携わる者にとって最低限身に付けてお
くべき実務能力として、基礎的な英語力、コミュニケーション能力、貿易実務を習得します。

授業の到達目標

国際商取引に必要な英文ビジネス・ライティングおよび貿易基礎知識の習得を目標とします。実際に国際ビジネスの現場で使
用されている意思疎通のための英語を習熟するために、これまで学んだ英語の基礎を見直して確実な理解を目指し、仕事で使
えるコミュニケーションの道具としての英語を学びます。また長年の海外業務に携わっている私の経験を通したビジネス分野
における異文化理解についても受講生と一緒に考えたいと思います。日商ビジネス英語検定3級の合格レベルを到達目標としま
す。

授業内容・授業計画

※この授業は対面により実施する。
第1回：国際ビジネスコミュニケーションについて
第2回：貿易取引の基本的な流れ
第3回：英文ビジネスレターの構成
第4回：英文ビジネスEメールの基礎
第5回：効果的な英文ビジネスライティング
第6回：取引交渉で使われる英語
第7回：国際取引で使われる英文書類
第8回：定型貿易条件インコタームズの英文解釈
第9回：英文契約書の基本的知識
第10回：英文契約書の理解（ケーススタディ）
第11回：国際物流の仕組みと使われる英語
第12回：海外決済の方法と種類
第13回：海外取引のリスク管理
第14回：グローバルビジネスにおける異文化理解
第15回：定期試験

事前・事後学習の内容

事前の予習は不要ですが、復習は必要です。特に海外取相手との情報交換に使われる専門用語、省略語を含む貿易知識につい
てのおさらいは重要です。

評価方法

毎回出欠を確認します。４回以上欠席した学生は、成績評価を「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
よび出席日数を総合的に勘案して評価します。なお期間中に日商ビジネス英語検定３級に合格した者は最終評価に特別加点し
ます。

受講生へのコメント

グローバル化経済によりこれからはいかなる企業に就職しても海外取引業務は不可欠です。特に将来国際ビジネスの分野で仕
事をしたい人、海外で活躍したい人を歓迎します。

教材

日本商工会議所編「日商ビジネス英語検定　３級公式テキスト（改定版）」
日本能率協会マネジメントセンター発行
参照する辞書はLongman Dictionary of Contemporary Englishを推奨します。
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授業コード C070250020 開講年度・学期 2021年度後期

科目授業名 ビジネス英語Ⅰ

英語科目授業名 Business English I

科目ナンバー CAENG3302

単位数 2単位 授業形態 講義

担当教員氏名（代表含む） 弓場　俊也

履修上の制限 商学部２年生以上が履修可能です。

科目の主題

国際ビジネスにおける共通語は英語です。海外のビジネスパートナーと日々の情報交換はEメールが主流ですが取引相手は英語
ネイティブとは限らず、むしろノンネイティブの場合が多い。そのためシンプルで理解しやすく的確に意図が相手に伝えられ
るコミュニケーションが目的の英語が必要になります。また貿易で使用される書類は、どこの国で発行されようが全て英語で
作成されています。国際ビジネスでは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。スムーズな商談に対応する
交渉能力には異文化理解もビジネスパーソンには必要になります。将来国際ビジネスに携わる者にとって最低限身に付けてお
くべき実務能力として、基礎的な英語力、コミュニケーション能力、貿易実務を習得します。

授業の到達目標

国際商取引に必要な英文ビジネス・ライティングおよび貿易基礎知識の習得を目標とします。実際に国際ビジネスの現場で使
用されている意思疎通のための英語を習熟するために、これまで学んだ英語の基礎を見直して確実な理解を目指し、仕事で使
えるコミュニケーションの道具としての英語を学びます。また長年の海外業務に携わっている私の経験を通したビジネス分野
における異文化理解についても受講生と一緒に考えたいと思います。日商ビジネス英語検定3級の合格レベルを到達目標としま
す。

授業内容・授業計画

※この授業は対面により実施する。
第1回：国際ビジネスコミュニケーションについて
第2回：貿易取引の基本的な流れ
第3回：英文ビジネスレターの構成
第4回：英文ビジネスEメールの基礎
第5回：効果的な英文ビジネスライティング
第6回：取引交渉で使われる英語
第7回：国際取引で使われる英文書類
第8回：定型貿易条件インコタームズの英文解釈
第9回：英文契約書の基本的知識
第10回：英文契約書の理解（ケーススタディ）
第11回：国際物流の仕組みと使われる英語
第12回：海外決済の方法と種類
第13回：海外取引のリスク管理
第14回：グローバルビジネスにおける異文化理解
第15回：定期試験

事前・事後学習の内容

事前の予習は不要ですが、復習は必要です。特に海外取相手との情報交換に使われる専門用語、省略語を含む貿易知識につい
てのおさらいは重要です。

評価方法

毎回出欠を確認します。４回以上欠席した学生は、成績評価を「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
よび出席日数を総合的に勘案して評価します。なお期間中に日商ビジネス英語検定３級に合格した者は最終評価に特別加点し
ます。

受講生へのコメント

グローバル化経済によりこれからはいかなる企業に就職しても海外取引業務は不可欠です。特に将来国際ビジネスの分野で仕
事をしたい人、海外で活躍したい人を歓迎します。

教材

日本商工会議所編「日商ビジネス英語検定　３級公式テキスト（改定版）」
日本能率協会マネジメントセンター発行
参照する辞書はLongman Dictionary of Contemporary Englishを推奨します。
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授業コード C070360030 開講年度・学期 2021年度前期

科目授業名 ビジネス・トピックス

英語科目授業名 Business Topics

科目ナンバー CAENG3306

単位数 2単位 授業形態 講義

担当教員氏名（代表含む） 森澤　恵子

履修上の制限

科目の主題

世界の経済・ビジネスは、グローバル化とデジタル革命の急速な進展によって、大きな変貌を遂げている。本講義では英文の
報告書、論文、新聞記事等を読んで、デジタル革命が世界経済・企業・労働に与える影響を考察する。

授業の到達目標

デジタル革命によって、日本より先んじて生じている世界の企業と労働の変貌について理解し、今後の日本でも起こりうる変
化について洞察する。世界のビジネス・企業・労働に起こっている新しい事象に関する英文の記事や報告書を読み、英文の読
解力を高める。

授業内容・授業計画

遠隔地授業とする。事前に用意した英文のテキストを読み、デジタル革命の影響によって生じている世界のビジネス・企業・
労働等の新しい現象を理解し、それが今後の経済・ビジネスに及ぼす影響について議論する。
第１回　講義の概要
第２回〜第5回　The Changing Nature of Work
第6回〜第9回 The Changing Nature of Firms
第10回〜13回 Global Value Chains: What are they?
第14回　総括

事前・事後学習の内容

講義で取り上げるテキストについては事前にWebClassにアップするので、必ず予習しておくこと。受講生は分担して、テキス
トの翻訳と要約を準備し、各自の分担したテキスト部分を講義の進行に合わせて、WebClassの掲示板にアップすること。ZOOM
で講義と質疑応答を行うので、受講生全員はテキストをよく読んでおくこと。
事後学習としては、講義で学んだ英文テキストの理解を踏まえて、身の周りに生じている労働、企業、経済の変化の具体的事
例について考察する。

評価方法

受講生の報告を順次、WeClassで義務付け、ZOOMで講義と質疑応答を行います。受講者のWebClassでの報告とZOOMでの議論への
参加度、期末レポートによって成績評価を行います。
受講者のWebClassの掲示板での報告とZOOMでの質疑応答への参加度（50％）、期末レポート（50％）の比率で成績評価をしま
す。

受講生へのコメント

デジタルエコノミーの進展によって、世界経済は大きく変化しています。欧米の報告書や雑誌新聞記事は日本より、いち早
く、その現象を取り上げると共に、日本とは異なる視点での分析もあり、皆さんの世界観を広げ、経済・ビジネスの理解を深
めることができると思います

教材

テキストについては、事前に配布します。
参考文献：World Development Report 2020: Trading for Development in the Age of GVC;  World Development Report
2019: Changing the Nature of the Work; The New York Times,
『通商白書2020年』「第2章グローバリゼーションの過去・現在・未来」等。
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授業コード C070360000 開講年度・学期 2021年度前期

科目授業名 ビジネス・トピックス

英語科目授業名 Business Topics

科目ナンバー CAENG3306

単位数 2単位 授業形態 講義

担当教員氏名（代表含む） 中矢　一虎

履修上の制限 商学部２年生以上が履修可能です。

科目の主題

本講座では、毎回前半で、時事英文記事を読んで国際社会・経済・法務を学びます。さらに、毎回後半では、国際取引と英文
契約および対日直接投資（Foreign Direct Investment in Japan）における外国企業の日本での株式会社等の設立や外国人の
在留資格について英語を通して学びます。対日直接投資においては、外国企業が日本で事業活動を行うために事業の受け皿と
なる株式会社等の設立が必要であり、かつ外国人経営者等（高度外国人材）の在留資格を法務大臣から取得していないと日本
で働くことができません。授業では、日本人が日本国内で起業することとの違いについても併せて学習しますので、将来の会
社経営や専門家（公認会計士・税理士等）等を目指す際には必須の実務的な起業プロセスと外国人雇用の知識を修得します。

授業の到達目標

(1)時事英文記事を読み、日本と国際情勢を知る
(2)国際取引における商慣習を理解し、国際英文契約の基礎知識を習得する
(3)対日直接投資の英語を通して、日本の株式会社等や外国人の在留資格を知る
(4)日本における起業の実務的プロセスと外国人の雇用を知る

授業内容・授業計画

※この授業は対面により実施する。
第1回：Current Topics (1)　International Business and English Contract (1)
第2回：Current Topics (2)　International Business and English Contract (2)
第3回：Current Topics (3)　International Business and English Contract (3)
第4回：Current Topics (4)　International Business and English Contract (4)
第5回：Current Topics (5)　International Business and English Contract (5)
第6回：Current Topics (6)　International Business and English Contract (6)
第7回：Current Topics (7)　Foreign Direct Investment in Japan and Branch Registered
第8回：Current Topics (8)　Japanese Corporate Entity (KK)
第9回：Current Topics (9)　Japanese Corporate Entity (LLC) and Limited Liability Partnership (LLP)
第10回：Current Topics (10)　Difference among KK, LLC and LLP
第11回：Current Topics (11)　Status of Residence (1)
第12回：Current Topics (12)　Status of Residence (2)
第13回：Current Topics (13)　Status of Residence (3)
第14回：Current Topics (14)　Business Start-up
第15回：定期試験

事前・事後学習の内容

(1) 時事英文記事およびプリント教材は、講義使用の１回前には必ず事前配布するので、事前の予習が必要です。
(2) 指定教材についても、事前の読み込みを指示します。
(3) 授業内容について、各自で事後の復習を行って下さい。

評価方法

(1) 毎回出欠を確認します。４回以上欠席した学生は、原則として成績評価を「F」として、期末試験の受験ができません。
(2) 授業中の発言内容等についても成績評価の対象となります。授業での積極的参加と発表が必須です。
(3) 記述式の期末試験を行い、その点数を成績評価の重要項目の1つとします。

受講生へのコメント

講義の中では、英文の記事や教材に関する日本語への翻訳のみに終わるのではなく、国際ビジネスの現場や　最前線について
も言及する所存です。ぜひ、受講生の皆さんの毎回の事前予習および講義への参加と発表が不可欠です。

教材

＊前期・後期　共通＊
『貿易実務の基本と三国間貿易完全解説』中矢一虎著（中央経済社刊）
注意事項：前期および後期ともに、第1回目の授業から本テキストを使用しますので、事前に必ず購入の上、受講して下さい。
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授業コード C070360010 開講年度・学期 2021年度後期

科目授業名 ビジネス・トピックス

英語科目授業名 Business Topics

科目ナンバー CAENG3306

単位数 2単位 授業形態 講義

担当教員氏名（代表含む） イリエヴァ　マリア

履修上の制限 商学部２年生以上が履修可能です。

科目の主題

International business is the exchange of goods and services among individuals and businesses in multiple
countries. It can also be a specific entity, such as a multinational corporation or international business
company that engages in business among multiple countries.

授業の到達目標

At the end of the course, students should be able to:
Explain how and why the world s cultures, countries, and regions differ.
Cover economics and politics of international trade and investment.
Tackle international issues related to ethics, corporate social responsibility, and sustainability.
Explain the functions and form of the global monetary system.
Examine the strategies and structures of international businesses.
Assess the special roles of the various functions of an international business

授業内容・授業計画

This class will be conducted face-to-face!

第 1回： Globalization
第 2 回： National Differences in Political Economy
第 3 回： Political Economy and Economic Development
第 4 回： Differences in Culture
第 5 回： Ethics in International Business
第 6 回： International Trade Theory
第 7 回： The Political Economy of International Trade
第 8 回： Foreign Direct Investment
第 9 回： The Strategy of International Business
第 10 回： The Organization of International Business
第 11 回： Global Production, Outsourcing, and Logistics
第 12 回： Global Marketing and R&D
第 13 回： Global Human Resource Management
第 14 回： Accounting and Finance in the International Business
第 15 回：Final exam

事前・事後学習の内容

Students have to read the corresponding chapter of the textbook before each class. Additional materials like case
studies and other handouts will be distributed during the class. In order to facilitate the discussions, some of
the case studies will be shown with videos during the class.

評価方法

Class participation:
Microactivities for team work: 30% of the grade
Short case studies or videos to work on during the class with the other members of your team and present them in
front of everybody in the end of the class.

Final exam:
Quiz on the material covered in the lectures: 70% of the grade
Multiple choice questions for students to choose the right answer according to the text in the presentations
shown during the classes.

毎回出欠を確認します。４回以上欠席した学生は、成績評価を「F」とします。

受講生へのコメント

a) Since discussion is an essential part of the course, please come to class prepared and on time.
b) You can use your mobile phones and/or laptops during the class only for the purpose of obtaining information
to facilitate the discussions. Chatting of texting during class is not allowed.
c) Let me know if you have an emergency and will not be able to come to class.

【About Q&A 】
If you have questions, select “Q&A BBS” from the list of “Course Materials” in the WebClass
As for the way to conduct Q&A sessions, refer to “the way of Q&A 「質疑応答について」 ” in the course
“Introduction of Remote Course 「学⽣向け遠隔講義⼊⾨」講義時間外の質問については、教材⼀覧から「質疑応答」を選
択して⾏ってください。
If students have questions out of the class time, student s can select “BBS for Q&A in the WebClass to ask.
There will be also a chat per each lecture in WebClass below the materials for that lecture.
質問は電⼦メールにより受け付けます。質問があれば cmi67334@osaka-cu.ac.jp
まで質問内容をメールで送ってください。
Accept questions anytime by e-mail. Students can send messages to cmi67334@osaka-cu.ac.jp anytime they have
questions.

教材

Hill, C. W. L. (2013). International business: Competing in the global marketplace. New York, NY: McGraw Hill
Education.
or
Charles W. L. Hill, G. Tomas M. Hult (2017). Global Business Today. New York, NY: McGrawHill
The textbook can be bought at the publisher's website or at Amazon.com as a paperback, hard cover or Kindle
format.
Additional materials will also be distributed during the classes.
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授業コード C070360020 開講年度・学期 2021年度後期

科目授業名 ビジネス・トピックス

英語科目授業名 Business Topics

科目ナンバー CAENG3306

単位数 2単位 授業形態 講義

担当教員氏名（代表含む） 中矢　一虎

履修上の制限 商学部２年生以上が履修可能です。

科目の主題

本講座では、毎回前半で、時事英文記事を読んで国際社会・経済・法務を学びます。さらに、毎回後半では、国際取引と英文
契約および対日直接投資（Foreign Direct Investment in Japan）における外国企業の日本での株式会社等の設立や外国人の
在留資格について英語を通して学びます。対日直接投資においては、外国企業が日本で事業活動を行うために事業の受け皿と
なる株式会社等の設立が必要であり、かつ外国人経営者等（高度外国人材）の在留資格を法務大臣から取得していないと日本
で働くことができません。授業では、日本人が日本国内で起業することとの違いについても併せて学習しますので、将来の会
社経営や専門家（公認会計士・税理士等）等を目指す際には必須の実務的な起業プロセスと外国人雇用の知識を修得します。

授業の到達目標

(1)時事英文記事を読み、日本と国際情勢を知る
(2)国際取引における商慣習を理解し、国際英文契約の基礎知識を習得する
(3)対日直接投資の英語を通して、日本の株式会社等や外国人の在留資格を知る
(4)日本における起業の実務的プロセスと外国人の雇用を知る

授業内容・授業計画

※この授業は対面により実施する。
第1回：Current Topics (1)　International Business and English Contract (1)
第2回：Current Topics (2)　International Business and English Contract (2)
第3回：Current Topics (3)　International Business and English Contract (3)
第4回：Current Topics (4)　International Business and English Contract (4)
第5回：Current Topics (5)　International Business and English Contract (5)
第6回：Current Topics (6)　International Business and English Contract (6)
第7回：Current Topics (7)　Foreign Direct Investment in Japan and Branch Registered
第8回：Current Topics (8)　Japanese Corporate Entity (KK)
第9回：Current Topics (9)　Japanese Corporate Entity (LLC) and Limited Liability Partnership (LLP)
第10回：Current Topics (10)　Difference among KK, LLC and LLP
第11回：Current Topics (11)　Status of Residence (1)
第12回：Current Topics (12)　Status of Residence (2)
第13回：Current Topics (13)　Status of Residence (3)
第14回：Current Topics (14)　Business Start-up
第15回：定期試験

事前・事後学習の内容

(1) 時事英文記事およびプリント教材は、講義使用の１回前には必ず事前配布するので、事前の予習が必要です。
(2) 指定教材についても、事前の読み込みを指示します。
(3) 授業内容について、各自で事後の復習を行って下さい。

評価方法

(1) 毎回出欠を確認します。４回以上欠席した学生は、原則として成績評価を「F」として、期末試験の受験ができません。
(2) 授業中の発言内容等についても成績評価の対象となります。授業での積極的参加と発表が必須です。
(3) 記述式の期末試験を行い、その点数を成績評価の重要項目の1つとします。

受講生へのコメント

講義の中では、英文の記事や教材に関する日本語への翻訳のみに終わるのではなく、国際ビジネスの現場や　最前線について
も言及する所存です。ぜひ、受講生の皆さんの毎回の事前予習および講義への参加と発表が不可欠です。

教材

＊前期・後期　共通＊
『貿易実務の基本と三国間貿易完全解説』中矢一虎著（中央経済社刊）
注意事項：前期および後期ともに、第1回目の授業から本テキストを使用しますので、事前に必ず購入の上、受講して下さい。
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授業コード C070320000 開講年度・学期 2021年度前期

科目授業名 ビジネス・コミュニケーションⅠ

英語科目授業名 Business Communication I

科目ナンバー CAENG3304

単位数 2単位 授業形態 講義

担当教員氏名（代表含む） W.Dale Watkins

履修上の制限 商学部２年生以上が履修可能です。

科目の主題

This course is designed to help the students use the English they've already learned. The objective is to allow
the students to overcome any inhibitions in spoken English and express their ideas verbally in class about daily
life and business especially. The course material is simply a way to develop meaningful English conversation in
the class as a whole group and mainly in pairs. The students are expected not to always follow the text
perfectly, but also to expand on the topics in the text by asking and being asked appropriate, relevant
questions. Appropriate open discussion about each lesson’s topic is highly welcome.

授業の到達目標

The students who attend regularly and participate fully will become more confident in their spoken and written
English and have a better listening skill.

授業内容・授業計画

※この授業は対面により実施する。
Classes cover a wide range of topics but all topics will be connected to business and commerce in one way or
another. Several activities will be done to make sure the students become familiar with the vocabulary necessary
pertaining to each topic. Pair work, full attention and complete participation will be the norm for each lesson.
By doing so, the students will improve their English skill significantly.
　Lesson 1 Self Introduction / Food / Food Industry/Listening 1
　Lesson 2 Japan / Business Conditions of Japan/Listening 2
　Lesson 3 Shopping / Sales/Listening  3
　Lesson 4 Transportation / Business Trips/Listening  5
　Lesson 5 The Salary Man Work / A People Problem/Listening  6
　Lesson 6 Travel / Booking Guests into a Hotel/Listening  8
　Lesson 7 Europe / Culture Clash in Business / Deadline for Midterm presentations/Listening  9
　Lesson 8 Famous People / Using Famous People for Advertising in Business/Listening  10
　Lesson 9 Health / Working Conditions/Listening  13
　Lesson 10 Entertainment / Entertaining Clients/Listening  15
　Lesson 11 America / Taking Business Telephone Messages/Listening  16
　Lesson 12 Home / The Perfect Job For Me/Listening  17
　Lesson 13 Education / Job Interviews/Listening  19
　Lesson 14 Nationalities / International Trade / Deadline for Final presentations/Listening  20
　Lesson 15 Examination

事前・事後学習の内容

Previous learning: Most students are apprehensive to speak English in large groups.
Post learning: The students will be much more confident in situations using their English.

評価方法

毎回出欠を確認します。４回以上欠席した学生は、成績評価を「F」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 presentations = 20% each Examination = 25% 4 Absences or more = F
Also, a student who gets less than 60% on the examination automatically fails the course.

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 give 2 English presentations and take a final examination.

教材

Main Text: Let’s Talk About It (Pearson Longman).  and CUBIC LISTENING -Closing the Culture Gap-. Students must
buy their own texts and bring them to every class.
If they don't, their final grade will be lowered.
Supplements: Students will be given copies by the instructor.
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授業コード C070320020 開講年度・学期 2021年度後期

科目授業名 ビジネス・コミュニケーションⅠ

英語科目授業名 Business Communication I

科目ナンバー CAENG3304

単位数 2単位 授業形態 講義

担当教員氏名（代表含む） W.Dale Watkins

履修上の制限 商学部２年生以上が履修可能です。

科目の主題

This course is designed to help the students use the English they've already learned. The objective is to allow
the students to overcome any inhibitions in spoken English and express their ideas verbally in class about daily
life and business especially. The course material is simply a way to develop meaningful English conversation in
the class as a whole group and mainly in pairs. The students are expected not to always follow the text
perfectly, but also to expand on the topics in the text by asking and being asked appropriate, relevant
questions. Appropriate open discussion about each lesson’s topic is highly welcome.

授業の到達目標

The students who attend regularly and participate fully will become more confident in their spoken and written
English and have a better listening skill.

授業内容・授業計画

※この授業は対面により実施する。
Classes cover a wide range of topics but all topics will be connected to business and commerce in one way or
another. Several activities will be done to make sure the students become familiar with the vocabulary necessary
pertaining to each topic. Pair work, full attention and complete participation will be the norm for each lesson.
By doing so, the students will improve their English skill significantly.
　Lesson 1 Self Introduction / Food / Food Industry/Listening 1
　Lesson 2 Japan / Business Conditions of Japan/Listening 2
　Lesson 3 Shopping / Sales/Listening  3
　Lesson 4 Transportation / Business Trips/Listening  5
　Lesson 5 The Salary Man Work / A People Problem/Listening  6
　Lesson 6 Travel / Booking Guests into a Hotel/Listening  8
　Lesson 7 Europe / Culture Clash in Business / Deadline for Midterm presentations/Listening  9
　Lesson 8 Famous People / Using Famous People for Advertising in Business/Listening  10
　Lesson 9 Health / Working Conditions/Listening  13
　Lesson 10 Entertainment / Entertaining Clients/Listening  15
　Lesson 11 America / Taking Business Telephone Messages/Listening  16
　Lesson 12 Home / The Perfect Job For Me/Listening  17
　Lesson 13 Education / Job Interviews/Listening  19
　Lesson 14 Nationalities / International Trade / Deadline for Final presentations/Listening  20
　Lesson 15 Examination

事前・事後学習の内容

Previous learning: Most students are apprehensive to speak English in large groups.
Post learning: The students will be much more confident in situations using their English.

評価方法

毎回出欠を確認します。４回以上欠席した学生は、成績評価を「F」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 presentations = 20% each Examination = 25% 4 Absences or more = F
Also, a student who gets less than 60% on the examination automatically fails the course.

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 give 2 English presentations and take a final examination.

教材

Main Text: Let’s Talk About It (Pearson Longman).  and CUBIC LISTENING -Closing the Culture Gap-. Students must
buy their own texts and bring them to every class.
If they don't, their final grade will be lowered.
Supplements: Students will be given copies by the instructor.
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授業コード C080010000 開講年度・学期 2021年度前期

科目授業名 商業科教育法Ⅰ

英語科目授業名 Method of Teaching Business Studies I

科目ナンバー KCBUE4401

単位数 2単位 授業形態 講義／実習

担当教員氏名（代表含む） 木口　誠一

履修上の制限 ※教職課程専攻者のみ履修可（教職科目）

科目の主題

社会人基礎力や学士力などの経済社会が求めている能力を帰納的に分析することにより、一般的な「職業能力」の概念を把握
する。一方で、ビジネス社会で生きていくために必要な「経営リテラシー」の概念を明らかにし、商業高校の専門基礎教育と
の関連を図ることにより、現代の商業高校が持つべき教育内容と教育方法について明確にしていく。

授業の到達目標

高等学校学習指導要領により、教科商業の目的および商業の各科目の教育内容について理解し、商業高校の社会的役割につい
て認識を深める。また、模擬授業を行うことで、指導計画の作成や指導方法などについて実践的な力を身につける。

授業内容・授業計画

※この授業は、対面により実施します。
第1回：ガイダンス、キャリア教育とビジネス教育
第2回：ビジネスリーダーに求められる職業能力
第3回：職業能力の構成要素と学校制度
第4回：経営リテラシー①日本学術会議・経営学委員会・経営リテラシー分科会の記録から
第5回：経営リテラシー②経営リテラシーの体系と構造的理解
第6回：商業高校の役割、教科商業の目的と科目構成
第7回：学習指導計画案の作成①、講師による模擬授業
第8回：学習指導計画案の作成②、評価の観点
第9回：模擬授業①「ビジネス基礎」
第10回：模擬授業②「ビジネス基礎」の教育の進め方
第11回：模擬授業③「簿記」
第12回：模擬授業④「簿記」の教育の進め方
第13回：模擬授業⑤「情報処理」
第14回：模擬授業⑥「情報処理」の教育の進め方
第15回：定期試験

事前・事後学習の内容

各回授業のテーマに沿って毎回事前レポートを義務づける。また、事後のミニッツペーパーにより授業の要約を義務づける。
レポートおよびミニッツペーパーはwebにより投稿し、ミニッツペーパーについては履修者全員で相互評価することで視野を広
げる。

評価方法

テスト・レポート・ミニッツペーパー・模擬授業により評価する。
評価観点　１教科内容や教科書・学習指導要領の内容を理解している。評価観点　２教育方法に関する基礎理論・知識を習得
している。評価観点　３新たな未知の分野の学習に対して積極的に取り組む姿勢がある。

受講生へのコメント

経済社会で求められる職業能力、ビジネス社会で求められる経営リテラシー、商業高校における実態としての商業教育の三者
の関係について理解を深め、商業高校のビジョンを描けるような人材に育ってほしい。

教材

1.高等学校学習指導要領解説商業編
2.時間配布のプリント
3.その他、ガイダンスで指定する
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授業コード C080065000 開講年度・学期 2021年度前期

科目授業名 職業指導１

英語科目授業名 Career Guidance 1

科目ナンバー KCOCU4401

単位数 2単位 授業形態 講義

担当教員氏名（代表含む） 船越　久人

履修上の制限 教職課程専攻者のみ履修可（教職科目）

科目の主題

高等学校における商業教育の専門性をいかした進路指導やキャリア教育・職業教育について理論と実践について学ぶととも
に、急速に変化しているグローバル化や情報通信ネットワークに対応したビジネス能力を活かした進路指導のあり方と方法を
探求します。

授業の到達目標

商業教育において、進路指導とキャリア教育の視点に立ち、急速にすすむグローバリゼーションやネットワーク化や大きく変
わっていく働き方などに対応して、商業教育を活かした進路指導、キャリア教育を考え、実践できる能力を身につけることを
目指します。

授業内容・授業計画

※この授業は、対面により実施する。

社会や産業経済が急速に変化していくなかで、商業ビジネスの内容やあり方の再構築、新しいビジネスの創設や社会の要請に
こたえるビジネスなどで、活躍できる職業人や進路指導のあり方に取り組みます。
第1回：授業のガイダンス、大きく変わる環境と社会に対応した職業のあり方
第2回：グローバル社会と商業ビジネスと進路
第3回：ビジネスにおけるネットワークの利用と活用およびその開発能力
第4回：企業と経営、組織と人のあり方
第5回：いろいろな商業ビジネス活用能力を活かした進路指導
第6回：商業科の専門性を活かした進路指導の理論
第7回：商業科の専門性を活かした進路指導の方法
第8回：ビジネス適性能力検査などの実習
第9回：職業興味検査と自己分析、総合評価、自己理解
第10回：商業教育とキャリア教育の関連と課題
第11回：商業科の特性を活かすキャリア教育
第12回：商業科の特性を活かすキャリア・カウンセリング
第13回：商業科における進路指導の計画と学習指導案の作成、演習
第14回：商業科における実践事例の研究、今後の課題
定期試験は実施しない

事前・事後学習の内容

授業のはじめに、「本日の関連問題トピックス」の解説や前時の復習質問などがあります。
授業のおわりに、「本時のふりかえり」の提出や次時の資料準備の指示などがあります。

評価方法

授業目標（達成目標）の達成度で評価する。
小課題演習２０％、指導案作成演習２０％、個別発表・討議１０％、レポート５０％

受講生へのコメント

社会のあり方や考え方、人々のはたらき方が大きく変わりつつあります。
今、はたらき方の改革がすすめられています。自分自身のキャリア学習として役立ててください。

教材

テキスト　「高等学校学習指導要領」　　文部科学省　　　東山書房
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授業コード C080115000 開講年度・学期 2021年度後期

科目授業名 職業指導２

英語科目授業名 Career Guidance 2

科目ナンバー KCOCU4402

単位数 2単位 授業形態 講義

担当教員氏名（代表含む） 船越　久人

履修上の制限 教職課程専攻者のみ履修可（教職科目）

科目の主題

社会や産業経済の急激な変化にあわせて、わか者たちの雇用とはたらき方が大きく変わってきています。
これらの変化に対応して、高校における商業教育の特性を活かした　「キャリア教育・進路指導や職業教育」のあり方につい
て考え、これからの高校新卒業者や広くわか者のはたらき方と社会のあり方について、いろいろな事例や政策を踏まえて考え
ます。

授業の到達目標

「職業指導１」における基礎的理解をもとにして、進路指導、キャリア教育・職業指導について包括的に理解と実践能力をふ
かめていきます。また、現在の学校がかかえている進路指導における諸問題や高校新卒業者の進路やキャリアについての考え
方の変化、産業経済のグローバル化による変化などと共に合わせて、わか者と雇用とはたらき方をめぐる問題点の解明を目指
します。

授業内容・授業計画

※この授業は、対面により実施する。

学校では、従来の進路指導の反省とともに、小、中、高校に一貫した新しいキャリア教育の考えと進路指導の実践がすすめら
れています。キャリア教育の視点に立ち、社会、産業経済、法制度、学校教育内容、児童生徒など各方面から考察を深め、問
題点をさぐり、いろいろな事例研究等をとおして実践指導力を身につけていきます。
第1回：授業のガイダンス、ホームルーム活動とキャリア教育
第2回：ホームルーム活動と進路指導
第3回：総合的な探求の時間と進路指導
第4回：進路指導・キャリア教育の評価と改善
第5回：わが国の産業構造と就業構造の変化と問題
第6回：高校における望ましい勤労観、職業観の育成
第7回：高校新卒業生の進路の現状と問題点
第8回：大きく変わる労働市場と雇用の問題
第9回：若ものたちのはたらき方の変化
第10回：フリーター、ニート—、若年無業者など
第11回：正社員と非正規労働者に関する問題
第12回：雇用と労働に関する法律と制度
第13回：働き方の改革をめぐる研究発表
第14回：高校における今後の諸問題
定期試験は実施しない

事前・事後学習の内容

授業のはじめに「本日の関連問題のトピックスや事例」の解説や前回の復習があります。
授業のおわりに「本時のふりかえり」の提出や次の準備すべき資料の指示があります。

評価方法

授業目標（達成目標）の達成度で評価する。
小課題演習３０％、テーマ発表３０％、レポート４０％

受講生へのコメント

わか者たちのはたらき方や考えが大きく変化しつつあります。
自分自身のキャリア教育の学びとして、キャリア・デザインに役立ててください。

教材

テキスト:「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について」　文部科学省　　（株）ぎょうせい
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