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【国際マネジメント専攻が目指すべき人材像】 
・社会的責任を果たし、地球市民として活動する創造的リーダー 

【カリキュラム・ポリシー】 

①知識・技能 
・国際マネジメントに関する基礎理論及び基礎概念を指導する。 
・企業の主要な経営機能について理解するべく指導する。 

②思考力・判断力・表現力 
・国際マネジメントの問題発見能力及び問題解決能力の開発に求められる定量的及び定性
的方法を指導する。 

③意欲・関心・態度 
・経営倫理とグローバルな視野を身につけるべく指導する。 

【ディプロマポリシー】 

①知識・技能 
・企業の主要な経営機能について理解している。 
・国際マネジメントに関する基礎的理論及び基礎的概念を修得している。 

②思考力・判断力・表現力 
・国際マネジメント分野の問題発見能力及び問題解決能力を修得している。 
・国際マネジメントに必要とされる定量的及び定性的分析方法を修得している。 
・国際マネジメント分野でのコミュニケーション能力を修得している。 

③意欲・関心・態度 
・経営倫理とグローバルな視野を修得している。 
・国際マネジメントに必要とされるリーダーシップを修得している。 

 

 

 

【国際マネジメントサイエンス専攻が目指すべき人材像】 
・社会的責任を果たし、地球市民として活動する国際マネジメント分野の創造的研究者 

【カリキュラム・ポリシー】 

①知識・技能 
・国際マネジメントの専門分野に関する先進的理論・事例を指導する。 

②思考力・判断力・表現力 
・国際マネジメントの問題発見能力及び問題解決能力に必要な定量的・定性的方法を指導
する。 

・国際マネジメント研究に必要とされる能力を修得するべく指導する。 
・国際マネジメント研究に必要とされるコミュニケーション能力を修得するべく指導する。 

③意欲・関心・態度 
・研究者倫理とグローバルな視野の修得に向け指導する。 

【ディプロマポリシー】 

①知識・技能 
・国際マネジメントの専門分野に関する先進的理論・事例を修得している。 

②思考力・判断力・表現力 
・国際マネジメント分野に関する独創的・先進的な研究テーマの設定ができる。 
・国際マネジメント研究に必要とされる先端的な分析能力を修得している。 
・国際マネジメント研究に必要とされるコミュニケーション能力を修得している。 

③意欲・関心・態度 
・国際マネジメント研究に必要とされる経営倫理とグローバルな視野を修得している。 
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年度 2019
科目名 FULL・FLEX　経営戦略基礎
英文科目名 Fundamental Management of Organization
学期 単位前期 2
教員名 澤田 直宏
英文教員名 SAWADA, Naohiro

講義概要/Course description
　経営戦略論のなかでも「事業戦略」と呼ばれる分野の基礎について解説する．特に，外部環境および経
営資源の分析，ビジネスモデル等に関する知識を身につける．
　具体的に「事業戦略」とは何であろうか．パナソニックを例に考えてみよう．パナソニックはデジカメ
およびDVD，液晶テレビ，冷蔵庫など様々なAV機器・家電等を製造・販売している．これらのうち一つの
製品市場，例えばデジカメ市場においてパナソニックのデジカメ事業部門がいかに利益を上げるのかを考
えることが事業戦略の責務である．
　本科目では個々の事業責任者である事業部長(専業企業の場合は社長)の視点に基づき講義とケース・
ディスカッションを交えながら事業戦略についての理解を深めてもらう． 
　上記例に則して言えばパナソニック全体でいかに利益をあげるかを検討することを｢企業戦略｣と呼ぶ．
詳細は300番台「企業戦略」を参照のこと．

達成目標/Course objectives
　戦略分析の基礎となる5つの競争要因モデルおよびバリュー・チェーン分析，VRINフレームワーク等を
習得し，自らの勤務先に対する分析や新事業を考案する際のチェックポイントとして活用できるようにす
る．

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 ① 事業戦略の概要
事前学習 シラバスを読み講義内容の全体像を把握する．
事後学習 講義で使用したPowerPointの振り返り．

2 授業計画 ② 外部環境の分析：『企業経営の経済学』との関係
事前学習 講義予定のPowerPointの予習．
事後学習 講義で使用したPowerPointの振り返り．

3 授業計画 ② 外部環境の分析：新規参入の脅威
事前学習 講義予定のPowerPointの予習
事後学習 講義で使用したPowerPointの振り返り

4 授業計画 ② 外部環境の分析：新規参入の脅威
事前学習 講義予定のPowerPointの予習．
事後学習 講義で使用したPowerPointの振り返り．

5 授業計画 ② 外部環境の分析： ケース・ディスカッション
事前学習 ケース課題に対する予習．
事後学習 講義でのディスカッションに対する振り返り．

6 授業計画 ③ 外部環境の分析：競合の脅威
事前学習 講義予定のPowerPointの予習．
事後学習 講義で使用したPowerPointの振り返り．

7 授業計画 ② 外部環境の分析：その他の脅威
事前学習 講義予定のPowerPointの予習．
事後学習 講義で使用したPowerPointの振り返り．

8 授業計画 ② 外部環境の分析： ケース・ディスカッション
事前学習 ケース課題に対する予習．
事後学習 講義でのディスカッションに対する振り返り．

9 授業計画 ③ 経営資源の分析：バリュー・チェーン分析
事前学習 講義予定のPowerPointの予習．
事後学習 講義で使用したPowerPointの振り返り．

10 授業計画 ③ 経営資源の分析： VRINフレームワーク
事前学習 講義予定のPowerPointの予習．
事後学習 講義で使用したPowerPointの振り返り．

11 授業計画 ③ 経営資源の分析：ケース・ディスカッション
事前学習 ケース課題に対する予習．
事後学習 講義でのディスカッションに対する振り返り．

12 授業計画 ④ ビジネスモデル：ポジショニングの選択
事前学習 講義予定のPowerPointの予習．
事後学習 講義で使用したPowerPointの振り返り．

13 授業計画 ④ ビジネスモデル：ケース・ディスカッション
事前学習 ケース課題に対する予習．
事後学習 講義でのディスカッションに対する振り返り．
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14 授業計画 ④ ビジネスモデル：業務活動・経営資源の選択
事前学習 講義予定のPowerPointの予習．
事後学習 講義で使用したPowerPointの振り返り．

15 授業計画 ④ ビジネスモデル： ケース・ディスカッション
事前学習 ケース課題に対する予習．
事後学習 講義でのディスカッションに対する振り返り．

授業方法/Method of instruction
PowerPointを基にしたレクチャー形式とケース・スタディを基にしたディスカッション形式を交互に行う
．

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 100% ケース・スタディの予習レポート(50％)，クラス貢献度
(30％)，期末レポート(20％)の配分で評価する．

教科書/Textbooks
1 備考/Remarks なし

参考書/Reference books
1 備考/Remarks なし

メッセージ/Message
本講義は基礎科目であるためMBA1年生の内に履修することが望ましい．

その他/Others
講義で使用するPowerPointは履修登録者のみCoursePowerからダウンロード可能．
ケース・スタディは講義内で配布する．

キーワード/Keywords
経営戦略論  
  事業戦略  競争戦略

2019年03月05日 12時36分
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年度 2019
科目名 FULL　ﾌｧｲﾅﾝｽ基礎
英文科目名 Fundamental Finance
学期 単位後期 2
教員名 伊藤 晴祥
英文教員名 ITO, Haruyoshi

講義概要/Course description
ファイナンスは企業、個人あるいは、公共部門がどのようにお金を利用し、そのお金をどのように調達す
ればよいかについて考察する実務的な学問分野である。企業経営におけるファイナンスはコーポレート
ファイナンス、個人においてはパーソナルファイナンス、公共部門であれば、パブリックファイナンスと
なる。ファイナンスの目的は「価値」の最大化であるが、コーポレートファイナンスであれば企業価値あ
るいは株主価値の最大化などが目的となる。パーソナルファイナンス、パブリックファイナンスであれ
ば、個人の効用、社会的効用の最大化が目的となる。MBAのコースワークでは、主に企業の意思決定問題
が扱われるため、ファイナンス基礎においては、企業の投資意思決定や資金調達問題などを主に扱い、
コーポレートファイナンスを理解するために必要な基礎的なファイナンスの理論や意思決定手法を講義す
る。さらに個人および公共部門にも共通する基礎的なファイナンス理論や他のファイナンス応用科目の理
解に必要なファイナンスの基礎知識も講義する。

達成目標/Course objectives
1. ファイナンスの基礎知識の習得
2. 基礎的な投資意思決定手法の習得
3. コーポレートファイナンスなどの応用科目への導入

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 ファイナンスとは？金利 (1): 時間価値とは？将来価値とは？現在価値とは？　複利
と単利

事前学習 事前配布資料の確認
事後学習 授業内容の復習

2 授業計画 金利(2): 債券評価の基礎
事前学習 事前配布資料の確認
事後学習 授業内容の復習

3 授業計画 金利(3): 金利の期間構造とは？ 金利リスクの管理
事前学習 事前配布資料の確認
事後学習 授業内容の復習

4 授業計画 ポートフォリオ理論: 分散投資効果、二基金分離定理、効用最大化と最適ポートフォ
リオ

事前学習 事前配布資料の確認
事後学習 授業内容の復習

5 授業計画 資本資産価格評価モデル (Capital Asset PricingModel, CAPM)
事前学習 事前配布資料の確認
事後学習 授業内容の復習

6 授業計画 ケース 1: Alex Sharpe's Portfolio
資本コストの推計、株価データからβを推計する方法を学ぶ

事前学習 レポートの準備と提出
事後学習 授業内容の復習

7 授業計画 演習 1
　CFA Level 1や証券アナリスト1次試験レベルの問題を解き、中間試験に備える

事前学習 演習問題の回答、第1回～第6回までの講義内容の復習、不明な点を明らかにして授業
内にて質問

事後学習 演習問題の復習
8 授業計画 中間試験

事前学習 中間試験の準備
事後学習 中間試験問題の復習

9 授業計画 資金調達: 最適資本構成と資本コスト
　デットファイナンスとエクイティファイナンス、応用的資金調達手段(プロジェク
トファイナンス、証券化、大災害債券(Cat Bond)など)の紹介

事前学習 事前配布資料の確認
事後学習 授業内容の復習

10 授業計画 資本予算、財意思決定手法、企業価値算定の基礎
事前学習 事前配布資料の確認
事後学習 授業内容の復習

11 授業計画 ケース 2: Valuing Capital Investment Projects
　企業価値評価、DCF法を利用して企業価値及び株価を算定する

2019年03月05日 12時35分
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事前学習 課題レポートの準備と提出
事後学習 授業内容の復習

12 授業計画 デリバティブ (1): 先物、先渡し、オプションとは？
　金融商品を利用した投資戦略

事前学習 事前配布資料の確認
事後学習 授業内容の復習

13 授業計画 デリバティブ (2): コモディティファイナンス、電力先物、天候デリバティブなど
　様々なデリバティブと企業ファイナンスにおける応用

事前学習 事前配布資料の確認
事後学習 授業内容の復習

14 授業計画 総まとめ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　ファイナンス基礎と応用科目との橋渡し
　 価値評価の重要性と価値評価手法の基礎を理解する

事前学習 事前配布資料の確認
事後学習 授業内容の復習

15 授業計画 演習 2
　CFA Level 1や証券アナリスト1次試験レベルの問題を解き、期末試験に備える

事前学習 演習問題の回答、第9回～第14回までの講義内容の復習、不明な点を明らかにして授
業内にて質問

事後学習 演習の復習、期末試験の準備

授業方法/Method of instruction
講義、ケースディスカッション、演習、レポート、試験

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 試験  Exam 60% 中間試験：30％
期末試験：30％

2 レポート  Report 40% レポート：40％

教科書/Textbooks
1 備考/Remarks なし

上記授業計画に記したケースを利用する

参考書/Reference books
1 著者名/Author Brealey, R. A., Myers, S. C. and Allen, F.

タイトル/Title Principles of Corporate Finance, Global Edition
出版社/Publisher  McGraw Hill Higher Education
出版年/Published year 2016
ISBN 9781259253331

2 著者名/Author 藤井 眞理子、國枝 繁樹 訳
タイトル/Title コーポレートファイナンス　第10版　上
出版社/Publisher 日経BP社
ISBN 9784822248604
備考/Remarks 日本語版

3 著者名/Author 藤井 眞理子、國枝 繁樹 訳
タイトル/Title コーポレートファイナンス　第10版　下
出版社/Publisher 日経BP社
ISBN 9784822248611
備考/Remarks 日本語版

4 著者名/Author 砂川伸幸
タイトル/Title コーポレートファイナンス入門　第2版
出版社/Publisher 日本経済新聞社
出版年/Published year 2017
ISBN 9784532113681

5 著者名/Author 桜井久勝
タイトル/Title 財務諸表分析、第7版
出版社/Publisher 中央経済社
出版年/Published year 2017年
ISBN 9784502223518

メッセージ/Message
中間試験は第1回～第7回までの授業内容すべてが範囲となる
期末試験は第9回～第14回までの授業内容すべてが範囲となる
ケースも範囲となる。演習ではこれらの試験問題と類似した練習問題を解き、担当者が解説を行う
いずれの試験も教科書などの持ち込みは不可である。A4一枚(表裏)のメモと関数電卓(あるいは、金融電
卓も可、PCは不可)のみ持ち込み可。
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レポートは2回のケースについて、担当者が設定した問題に対する回答とケースの要約をwordファイルに
て作成してケースの議論が行われる授業の前までに提出をする。
レポートの形式：
1. ケースの要約をA4 1ページ程度で書く
2. 用意された設問に対する回答とその結論に至った理由や計算過程などを、グラフや表などを利用しな
がら文章にて説明する。
3. レポートの分量に制限は設けない。上限も下限もないため、レポート作成者の裁量で結論が十分に説
明できるように執筆すること。
4. レポートはグループワークとする。1グループあたり6名以下とすること。
5. 必要に応じて、ピアレビューもレポートの評価対象とする。
ソフトコピーとハードコピーの両方を提出すること。
ファイナンスは実務的にも重要な面白い学問分野です。数学などとっつきにくい、難しいと感じることが
あるかもしれませんが、数式やモデルの背景にある意味を一緒に考えましょう。2008年の金融危機以後、
金融工学が批判にさらされることがありますが、どんなモデルも100％完璧なものはありませんが、この
ことをもってその有用性を否定するものではありません。モデルの背景を理解し、どのような場合であれ
ば有用なツールとなるかを考えていきましょう。

その他/Others
正当な理由なく（含む無断欠席）4回以上欠席したものの単位は認めない。

キーワード/Keywords
価値評価、リスク、リターン、CAPM、DCF、WACC、デリバティブ、資金調達
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年度 2019
科目名 FLEX　ﾌｧｲﾅﾝｽ基礎
英文科目名 Fundamental Finance
学期 単位後期 2
教員名 中里 宗敬
英文教員名 NAKASATO, Munenori

講義概要/Course description
ファイナンスは、企業の財務的意思決定について考える学問分野である。その対象は、企業の資金調達か
ら投資活動、収益の分配などの企業内外のお金の流れに加え、資本市場や証券評価など多岐に及ぶ。この
講義ではファイナンス分野の全体を概観し、主要な概念である時間価値やリスクを中心に、企業財務、証
券投資、資本市場についての基本的な理論を扱う。主なトピックスは、ファイナンスの目的と課題、確実
性下の評価（資金の時間価値）、不確実性とリスク（期待効用、リスク回避）、投資の理論（ポートフォ
リオ選択）、評価の理論（資本資産評価モデル）、デリバティブ（先物、オプション）、プロジェクトの
評価（資本予算）、資本構成と企業評価（MMの命題）などである。授業はテキストに沿って講義形式で行
う。

達成目標/Course objectives
企業人として最低限必要となるファイナンスの基礎知識の修得を目標とする。

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
履修前に参考書：砂川伸幸、「コーポレート・ファイナンス入門　第2版」を読んでおくこと。

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 イントロダクション（ファイナンスの目的と課題）
事前学習 テキスト第１章の読了
事後学習 テキストおよび配布資料の読み返しと、課題レポートの作成

2 授業計画 現在価値の計算、債券の評価
事前学習 テキスト第２章、第６章の読了
事後学習 テキストおよび配布資料の読み返しと、課題レポートの作成

3 授業計画 リスクとリターン
事前学習 テキスト第３章の読了
事後学習 テキストおよび配布資料の読み返しと、課題レポートの作成

4 授業計画 ポートフォリオ理論（１）
事前学習 テキスト第４章の読了
事後学習 テキストおよび配布資料の読み返しと、課題レポートの作成

5 授業計画 ポートフォリオ理論（２）
事前学習 テキスト第４章の読了
事後学習 テキストおよび配布資料の読み返しと、課題レポートの作成

6 授業計画 金融工学の話題
事前学習 授業内で指示
事後学習 課題への解答

7 授業計画 資本資産評価モデル（１）
事前学習 テキスト第５章の読了
事後学習 テキストおよび配布資料の読み返しと、課題レポートの作成

8 授業計画 資本資産評価モデル（２）
事前学習 テキスト第５章の読了
事後学習 テキストおよび配布資料の読み返しと、課題レポートの作成

9 授業計画 デリバティブ（１）
事前学習 テキスト第７章の読了
事後学習 テキストおよび配布資料の読み返しと、課題レポートの作成

10 授業計画 デリバティブ（２）
事前学習 テキスト第７章の読了
事後学習 テキストおよび配布資料の読み返しと、課題レポートの作成

11 授業計画 資本コスト
事前学習 テキスト第８章の読了
事後学習 テキストおよび配布資料の読み返しと、課題レポートの作成

12 授業計画 資本予算、プロジェクトの評価（１）
事前学習 テキスト第９章の読了
事後学習 テキストおよび配布資料の読み返しと、課題レポートの作成

13 授業計画 資本予算、プロジェクトの評価（２）
事前学習 テキスト第９章の読了
事後学習 テキストおよび配布資料の読み返しと、課題レポートの作成

14 授業計画 資本構成と企業価値（１）
事前学習 テキスト第１１章の読了
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事後学習 テキストおよび配布資料の読み返しと、課題レポートの作成
15 授業計画 資本構成と企業価値（２）

事前学習 テキスト第１１章の読了
事後学習 テキストおよび配布資料の読み返しと、課題レポートの作成

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 平常点  In-class Points 60% 平常レポート
2 試験  Exam 40% 期末試験

教科書/Textbooks
1 著者名/Author 古川浩一、蜂谷豊彦、中里宗敬、今井潤一

タイトル/Title コーポレート・ファイナンスの考え方
出版社/Publisher 中央経済社
出版年/Published year 2003
ISBN 4502472905
価格/Price 本体3,400円+税
備考/Remarks 授業担当者の共著

参考書/Reference books
1 著者名/Author 砂川伸幸

タイトル/Title コーポレート・ファイナンス入門　第2版
出版社/Publisher 日本経済新聞社
出版年/Published year 2017
ISBN 4532113687
価格/Price 本体860円+税
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年度 2019
科目名 FULL・FLEX　ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ基礎
英文科目名 Fundamental Marketing
学期 単位前期 2
教員名 宮副 謙司
英文教員名 MIYAZOE, Kenshi

講義概要/Course description
マーケティング＝宣伝企画やアイディア創造ということでなく、企業・団体などが、対象とする顧客を
しっかり捉え、その顧客のために、自社（自分の組織）が内外に持つ資源を活かし顧客のための価値（製
品やサービスなど）を創造し、確実に価値を伝達し、提供する仕組みであるという認識にたって、そのあ
り方（戦略）を検討するものである。

「マーケティング基礎」では、マーケティング戦略を各自が策定できるようになることを授業の達成目標
と位置づけ、顧客の捉え方、製品・価格・コミュニケーション・流通といった分野の知識、さらにそれら
を統合したマーケティングの知識を修得し、主体的にマーケティング戦略を策定し、推進できる能力を高
めていくための科目とする。

達成目標/Course objectives
①企業のマーケティング課題を分析し、あるべき戦略を検討し、立案できる能力の獲得を目指す
②マーケティングの諸要素についての分析手法や理論を、個別に、統合的に理解する
③課題分析・戦略策定を率先して実行する（グループメンバーの）コーディネート能力を高める

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 コースガイダンス-コース概要、授業の進め方、MBAとしてのマーケティングの学び方
事前学習 マーケティングの学びについて、自主的な関心領域・能力獲得目標を持って受講する
事後学習 MBAとしてのマーケティングの学び方を再度認識する

2 授業計画 マーケティングの捉え方：マーケティングの概念、顧客価値、顧客価値の創造と伝
達、ユニクロの事例、青山フラワーマーケットの事例など

事前学習 ユニクロの顧客価値は何か、青山フラワーマーケットの顧客価値は他の企業とどのよ
うに違うのか、各自発言できるように、身近な店舗・売場を日常的に見ておくこと

事後学習 適宜指示
3 授業計画 マーケティング戦略の策定手法：戦略策定・立案のプロセス、外部環境の捉え方、内

部環境の捉え方、分析のフレームワークなど
事前学習 ユニクロ、青山フラワーマーケットの現在のマーケティング戦略（製品、価格、広告

コミュニケーション、チャネルなどの戦略）について自分なりに考えて、その考えを
持って、この授業に臨むこと

事後学習 マーケティング戦略の要素（製品、価格、広告コミュニケーション、チャネル）につ
いて復習し理解を確実にする

4 授業計画 STP（セグメンテーション、ターゲティング、ポジショニング）-顧客の捉え方、セグ
メンテーション（市場の細分化）、ターゲティング（対象顧客の明確化）、ポジショ
ニング（提供することの明確化・特徴だしの考え方）

事前学習 適宜指示
事後学習 適宜指示

5 授業計画 ポジショニングマップの作成・検討-ケース「いろはす」を事例に検討、ケースディ
スカッション

事前学習 「いろはす」のポジショニングマップの作成と提出
事後学習 適宜指示

6 授業計画 製品戦略-製品の概念（階層の概念）、製品ミックス、製品のライフサイクル、ネス
レ「ネスプレッソ」、パナソニック「マッサージソファ」、「BALMUDA」などの事例
検討

事前学習 適宜指示
事後学習 適宜指示

7 授業計画 価格戦略-価格設定の考え方、新製品の価格戦略、客単価政策、ユニクロ、マクドナ
ルド、イケアなどの事例検討、ストライプインターナショナルなどのサブスクリプ
ション

事前学習 適宜指示
事後学習 適宜指示

8 授業計画 コミュニケーション戦略-消費者の購買意識・行動のプロセスとコミュニケーション
目的、媒体と手法の選択、ビール各社のコミュニケーション戦略の事例検討、サッポ
ロ、キリン、PGなどのコミュニティ戦略、花王「ニベア」など顧客間コミュニティの
動向への対応など

事前学習 適宜指示
事後学習 適宜指示
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9 授業計画 流通チャネル戦略-チャネルの特徴、チャネルの設計と管理、小売業態の特徴など、
トヨタ、花王、コカ・コーラ、アマゾン、資生堂、アシックスなどの事例検討、オム
ニチャネルリテイリングと拠点の持ち方の検討

事前学習 授業内で指示
事後学習 適宜指示

10 授業計画 中間まとめ-企業のマーケティング戦略の評価のしかた、レポート課題の確認、レ
ポートの書き方、MBA先輩が作成したレポート（事例研究論文）の紹介

事前学習 宮副謙司編著（2015）『ケースに学ぶ青山企業のマーケティング戦略』を読む
事後学習 適宜指示

11 授業計画 マーケティング戦略策定の手法の確認-ケース「カネカ」についての進め方
事前学習 適宜指示
事後学習 適宜指示

12 授業計画 演習室でのグループ別ディスカッション
事前学習 ケース「カネカ」の予習と予習レポートの提出
事後学習 適宜指示

13 授業計画 グループ別発表とクラスディスカッション-カネカのマーケティング戦略　発表と検
討（1）

事前学習 グループ別に発表を準備する
事後学習 適宜指示

14 授業計画 グループ別発表とクラスディスカッション-カネカのマーケティング戦略　発表と検
討（2）

事前学習 グループ別に発表の準備をする
事後学習 適宜指示

15 授業計画 コースの総括-学びのまとめ
事前学習 この科目を通して学んだこと、高められたと思うマーケティング能力を振り返ってお

く
事後学習 クラスディスカッションの内容を復習する

授業方法/Method of instruction
講義、ケース、グループディスカッション、クラスディスカッション、ゲスト授業内講演、グループワー
ク、レポート作成

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 平常点  In-class Points 30% 授業時のクラス貢献（クラス全体の学びを促進するよう
な発言・質問、行動など）

2 レポート  Report 30% 期末レポート（授業で学んだマーケティング理論、フ
レームワークを活用して、自分が関心を持つ企業あるい
は、製品の「マーケティング戦略」について分析・評価
する）（レポート対象についての着眼点、構成、分析の
論理的整合性、説得性などで評価）

3 その他  Others 40% 予習レポート2本（いろはす、カネカ）20％
グループ発表（カネカ）20％
（発表構成、創造性・新規性、実現可能性、戦略の論理
的整合性、プレゼン能力などで評価）

教科書/Textbooks
1 著者名/Author 嶋口充輝・内田和成・黒岩健一郎編著

タイトル/Title １からの戦略論（第2版）
出版社/Publisher 中央経済社
出版年/Published year 2016
価格/Price 2400E

参考書/Reference books
1 著者名/Author 宮副謙司

タイトル/Title ケースに学ぶ青山企業のマーケティング戦略
出版社/Publisher 中央経済社
出版年/Published year 2015
ISBN 978-4-502
価格/Price 2900E

キーワード/Keywords
マーケティング  戦略策定能力  戦略評価とレポート執筆能力
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年度 2019
科目名 FULL　ｱｶｳﾝﾃｨﾝｸﾞ基礎
英文科目名 Fundamental Accounting
学期 単位前期 2
教員名 榊原 正幸
英文教員名 SAKAKIBARA, Masayuki

講義概要/Course description
　会計学の初学者を対象とする基礎的講義である。会計学の基本事項を中心に解説する。
　会計の基礎は、経営の基礎でもあるという信念に基づき、基礎的事項を徹底的に修得することを目的と
する。そのために、簿記会計の基本事項を学習する。簿記の基本から始め、初級程度の商業簿記を取り扱
う。　 
　後半では、財務諸表を読むための基礎的知識を修得し、会計学の応用として、株式投資についても取り
扱う。

達成目標/Course objectives
日商検定試験の３級に合格すること
会計情報と株式投資との関連性を理解すること

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
なし

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 会計の基本　仕訳のルール
事前学習 日商検定試験　受験申込
事後学習 授業中に解説した用語と重要事項を身につける。 

2 授業計画 簿記一巡の流れ
事前学習 教科書（会計の得する知識と株式投資の必勝法）の該当範囲を予習する。
事後学習 授業中に解説した用語と重要事項を身につける。

3 授業計画 財務諸表の基本と経営分析指標　貸借対照表と損益計算書の見方とその意味するとこ
ろ

事前学習 教科書（会計の得する知識と株式投資の必勝法）の該当範囲を予習する。
事後学習 授業中に解説した用語と重要事項を身につける。

4 授業計画 会計情報を応用した株式投資の手法１　好業績企業への投資手法の基本
事前学習 教科書（会計の得する知識と株式投資の必勝法）と参考書を読んでおくこと。
事後学習 授業中に解説した用語と重要事項を身につける。

5 授業計画 会計情報を応用した株式投資の手法２　好業績企業の具体的事例
（12週目～14週目までの発表の担当を割り振る）

事前学習 教科書と参考書にある「業績チェックリスト」を各自でチェックしてみること。
事後学習 授業中に解説した用語と重要事項を身につける。

6 授業計画 所得会計の理論１　各種所得の金額
事前学習 教科書（図解 所得税法「超」入門）の該当範囲を予習する。
事後学習 授業中に解説した用語と重要事項を身につける。

7 授業計画 所得会計の理論２　所得控除
事前学習 教科書（図解 所得税法「超」入門）の該当範囲を予習する。
事後学習 授業中に解説した用語と重要事項を身につける。

8 授業計画 仕訳問題・試算表問題・精算表問題の小テスト（日商簿記検定３級試験の過去問か
ら）

事前学習 日商簿記検定３級試験の全内容をここまでに自習し、過去問を最低でも５年分解いて
おく

事後学習 日商簿記検定３級試験の準備勉強の総まとめ
9 授業計画 所得会計の理論３　税額控除・法人税額の計算・法人化と税務

事前学習 教科書（会計の得する知識と株式投資の必勝法）の該当範囲を予習する。
事後学習 所得会計の理論１～３の内容を総復習する。

10 授業計画 不動産投資と会計
事前学習 教科書（会計の得する知識と株式投資の必勝法）の該当範囲を予習する。
事後学習 今回の内容を総復習する。

11 授業計画 国際優良企業と財務優良企業とその個別ケース分析
事前学習 参考書の第１章を読んで、国際優良企業と財務優良企業の定義を確認しておく。
事後学習 個別ケース分析を復習する

12 授業計画 好業績企業の財務分析と個別ケース分析１
事前学習 発表担当者は、好業績企業について調べておく。好業績企業の財務分析と個別ケース

分析を各自で行う。
事後学習 好業績企業の個別ケース分析を各自で見直す。

13 授業計画 好業績企業の財務分析と個別ケース分析２
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事前学習 発表の担当者は、好業績企業について調べておく。好業績企業の財務分析と個別ケー
ス分析を各自で行う。

事後学習 好業績企業の個別ケース分析を各自で見直す。
14 授業計画 好業績企業の財務分析と個別ケース分析３

事前学習 発表の担当者は、好業績企業について調べておく。好業績企業の財務分析と個別ケー
ス分析を各自で行う。

事後学習 好業績企業の個別ケース分析を各自で見直す。
15 授業計画 好業績企業の株価推移のまとめと全体の総括

事前学習 これまでの内容を総復習する。
事後学習 これまでの内容を総復習する。

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 100% 簿記会計に関する保有資格・６月の検定試験・期末レ
ポートを総合的に評価する。

教科書/Textbooks
1 著者名/Author 榊原　正幸

タイトル/Title 会計の得する知識と株式投資の必勝法
出版社/Publisher 税務経理協会
出版年/Published year 2019年
ISBN 9784419065911
価格/Price 2,700円 (予定)
備考/Remarks 図解 所得税法「超」入門　[平成30年度改正] 　税務経

理協会　1,944円
2 著者名/Author 監修：山田＆パートナーズ　編著：山口暁弘

タイトル/Title 図解 所得税法「超」入門　[平成30年度改正]
出版社/Publisher 税務経理協会
出版年/Published year 2018年
価格/Price 1,944円

参考書/Reference books
1 著者名/Author 榊原　正幸

タイトル/Title 堅実で科学的な株式投資法
出版社/Publisher PHP研究所
出版年/Published year 2018年
ISBN 9784569837888
価格/Price 1,728円
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年度 2019
科目名 FLEX　ｱｶｳﾝﾃｨﾝｸﾞ基礎
英文科目名 Fundamental Accounting
学期 単位前期 2
教員名 市野 初芳
英文教員名 ICHINO, Hatsuyoshi

講義概要/Course description
このクラスは、これからABSで会計やファイナンス科目、さらには500番台科目を履修する上で最低限身に
つけておなければならない会計および財務諸表に関する基礎知識の習得を目的としています。したがっ
て、授業は、全くの初心者を対象にすすめていきます。全体の授業を通して、①貸借対照表(B/S)および
損益計算書(P/L)の内容と構造を理解する、②キャッシュフロー計算書および株主資本等変動計算書の内
容と構造を理解する、③財務諸表相互間の関係を理解する、ことを目標にそれぞれの重要項目について丁
寧に解説していきます。また、授業では、毎回ではありませんが、ミニテストを実施し、皆さんの理解度
をその都度チェックしていきます。また、宿題や課題が課された場合には、意欲的に取り組んでくださ
い。

達成目標/Course objectives
財務諸表を読み・活用するための基礎的な会計の知識の習得

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
特にありません。

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 授業の目標や進め方、成績評価の方法について説明するとともに、第2回目の授業課
題について解説します。

事前学習 シラバスを読み講義内容の全体像を把握する。
事後学習 授業の時に指示します。

2 授業計画 財務諸表作成プロセスの理解～簿記の基本的な仕組み①～
事前学習 配布プリントにもとづいて授業をすすめていきます。事前学習は不要ですが、第2回

の授業内容は重要ですので欠席しないよう心掛けてください。
事後学習 配布プリントで練習しておいてください。

3 授業計画 財務諸表作成プロセス理解～簿記の基本的な仕組み②～
事前学習 配布プリントにもとづいて授業をすすめていきます。
事後学習 配布プリントを繰り返して練習してください。

4 授業計画 財務諸表作成プロセス理解～簿記の基本的な仕組み③～
事前学習 配布プリントにもとづいて授業をすすめていきます。
事後学習 ①会計上利益をどのように捉えているか、②B/SとP/Lの関係をしっかり理解してくだ

さい。
5 授業計画 わが国における企業会計制度の概要

事前学習 テキスト該当部分を読んでおいてください。
事後学習 会社法および金融商品取引法の制定趣旨を確認してください。

6 授業計画 損益計算書の内容と構造(1)‐売上高と売上原価との関係を理解する
事前学習 テキストの該当部分を読んでおいてください。
事後学習 配布プリントの復習。

7 授業計画 損益計算書の内容と構造(2)‐費用と収益の期間的な対応関係に関する会計処理の理
解

事前学習 テキストの該当部分を読んでおいてください。
事後学習 配布プリントの復習。

8 授業計画 貸借対照表の内容と構造(1)‐現金預金等の仕訳方法の理解
事前学習 テキストの該当部分を読んでおいてください。
事後学習 配布プリントの復習。

9 授業計画 貸借対照表の内容と構造(2)‐有価証券の会計処理の理解と期末商品棚卸高の会計処
理の復習

事前学習 テキストの該当部分を読んでおいてください。
事後学習 配布プリントの復習。

10 授業計画 貸借対照表の内容と構造(3)‐減価償却費の計算方法を理解
事前学習 テキストの該当部分を読んでおいてください。
事後学習 配布プリントの復習。

11 授業計画 貸借対照表の内容と構造(4)‐貸倒引当金の会計処理の理解
事前学習 テキストの該当部分を読んでおいてください。
事後学習 配布プリントの復習。

12 授業計画 その他B/SとP/L項目に関する仕訳
事前学習 テキストの該当部分を読んでおいてください。
事後学習 配布プリントの復習。
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13 授業計画 精算表の作成方法‐決算処理の理解
事前学習 テキストの該当箇所を読んでおいてください。
事後学習 配布プリントの復習。

14 授業計画 精算表の作成ｰB/SとP/Lの関係の理解
事前学習 前回のプリントの復習。
事後学習 精算表の計算練習を繰り返してください。

15 授業計画 まとめ
事前学習 授業内で指示
事後学習 試験準備のための要点整理。

授業方法/Method of instruction
第1回目の授業で説明します。

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 試験  Exam 100% ミニテストおよび定期試験で評価します。

教科書/Textbooks
1 著者名/Author 桜井久勝著

タイトル/Title 『財務諸表分析　第7版』
出版社/Publisher 中央経済社
出版年/Published year 2017年3月
価格/Price 3,400円＋税
備考/Remarks 最新版を確認のうえ購入してください。

参考書/Reference books
1 著者名/Author TAC簿記検定講座

タイトル/Title 合格テキスト日商簿記3級 Ver.9.0
出版社/Publisher TAC出版
出版年/Published year 2018年6月
備考/Remarks 合格テキスト日商簿記3級は2,000円＋税。
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年度 2019
科目名 FULL　ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｽﾞ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ基礎
英文科目名 Fundamental Operation Management
学期 単位後期 2
教員名 細田 髙道
英文教員名 HOSODA, Takamichi

講義概要/Course description
元来“オペレーション”という言葉は戦時に“作戦”という意味で使われていたものであり、そこで使わ
れていた考え方や手法を現代のビジネスに応用したのがオペレーションズ・マネジメントの起源である。
オペレーションズ・マネジメントは、戦略とマーケティングからの要求事項を実現し実行するプロセスや
システムのマネジメントのことである。日常的な言葉で表現すれば、「運営」「実行」や「遂行」を利益
やコストの効率の視点から考える分野と言えよう。本講義においてはオペレーションの基礎を講義・ケー
ス・演習を通して学ぶ。

達成目標/Course objectives
1. オペレーションとは何かを説明することができる能力
2.オペレーションの役割を戦略とマーケティングの関係を使って説明することができる能力

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
１年次に履修するようにしてください。

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 イントロダクション
事前学習 企業におけるオペレーションの重要性
事後学習 配布資料の振り返り

2 授業計画 戦略とＯＭ
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

3 授業計画 マーケットとＯＭ I
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

4 授業計画 マーケットとOM II
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

5 授業計画 マーケットとOM III
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

6 授業計画 品質管理 I
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

7 授業計画 品質管理 II
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

8 授業計画 プロジェクトマネジメント I
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

9 授業計画 プロジェクトマネジメント　II
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

10 授業計画 グループによるプロジェクト演習 I
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

11 授業計画 グループによるプロジェクト演習 II
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

12 授業計画 グループによるプロジェクト演習 III
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

13 授業計画 グループによるプロジェクト演習 VI
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

14 授業計画 日本的オペレーション I
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り
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15 授業計画 日本的オペレーション II
事前学習 これまでの講義内容の振り返り
事後学習 配布資料の振り返り

授業方法/Method of instruction
講義形式（一部、ケースディスカッション）

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 試験  Exam 60% 全１５回終了後に筆記試験を実施する。
2 その他  Others 20% プロジェクト演習
3 平常点  In-class Points 20% 授業への取り組み姿勢

教科書/Textbooks
1 備考/Remarks 特に指定しません
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年度 2019
科目名 FLEX　ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｽﾞ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ基礎
英文科目名 Fundamental Operation Management
学期 単位後期 2
教員名 細田 髙道
英文教員名 HOSODA, Takamichi

講義概要/Course description
元来“オペレーション”という言葉は戦時に“作戦”という意味で使われていたものであり、そこで使わ
れていた考え方や手法を現代のビジネスに応用したのがオペレーションズ・マネジメントの起源である。
オペレーションズ・マネジメントは、戦略とマーケティングからの要求事項を実現し実行するプロセスや
システムのマネジメントのことである。日常的な言葉で表現すれば、「運営」「実行」や「遂行」を利益
やコストの効率の視点から考える分野と言えよう。

達成目標/Course objectives
1. ある組織に必要なオペレーションを描ける能力
2.オペレーションの役割を戦略とマーケティングの関係を使って説明することができる能力
3.個々のオペレーションの位置づけおよび重要性を、システム全体の視点を含めて説明する能力

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
１年次に履修するようにしてください。

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 イントロダクション
事前学習 企業におけるオペレーションの重要性
事後学習 配布資料の振り返り

2 授業計画 戦略とＯＭ
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

3 授業計画 組織とＯＭ
事前学習 組織形態がオペレーションに与える影響
事後学習 配布資料の振り返り

4 授業計画 問題特定からアクションプランまでI
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

5 授業計画 問題特定からアクションプランまでII
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

6 授業計画 問題特定からアクションプランまでIII
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

7 授業計画 在庫理論
事前学習 在庫がもたらすメリットとデメリットを整理
事後学習 配布資料の振り返り

8 授業計画 トヨタ生産方式 I
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

9 授業計画 トヨタ生産方式 II
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

10 授業計画 サービスのＯＭ I
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

11 授業計画 サービスのＯＭ II
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

12 授業計画 サプライチェーン基礎
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

13 授業計画 マーケティングとＯＭ I
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

14 授業計画 マーケティングとＯＭ II
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り
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15 授業計画 戦略とＯＭ
事前学習 これまでの講義内容の振り返り
事後学習 配布資料の振り返り

授業方法/Method of instruction
講義形式（一部、ケースディスカッション）

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 レポート  Report 30% ケース分析レポート：　「ケースの理解」、「分析とア
プローチ」、「論証」、「読みやすさと理解しやすさ」

2 平常点  In-class Points 30% 発言点（３０％）：　妥当性、理解への貢献、オリジナ
リティ、タイミングと簡潔さ

3 その他  Others 40% 予習レポート

教科書/Textbooks
1 備考/Remarks 特に指定しません
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年度 2019
科目名 FULL・FLEX　企業倫理とｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ
英文科目名 Business Ethics and Compliance
学期 単位後期 2
教員名 髙橋 文郎
英文教員名 TAKAHASHI, Fumio

講義概要/Course description
この科目では、まず倫理学の基本的フレームワークを学んだ後、企業と顧客・従業員・資本提供者、社会
との関係など、企業が直面する具体的な倫理問題について取りあげる。授業は下記テキストに沿って行わ
れるが、講義以外に討論やケース分析を行って授業を進める。参加者には、学期中に出される課題レポー
トと期末の最終レポートを提出することが要求される。

達成目標/Course objectives
この科目は、企業活動の倫理的側面について考察するために必要とされる理論的フレームワーク（Busine
ss Ethics：企業倫理学・経営倫理学）を身につけることを目的とする。

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
なし

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 ビジネス倫理はなぜ必要か／倫理学のフレームワーク
事前学習 テキストの第1章、第2章を予習する
事後学習 テキストの第1章、第2章の内容について確認する

2 授業計画 倫理的利己主義／リバータリアニズム／功利主義
事前学習 テキストの第3章、第4章について予習する
事後学習 テキストの第3章、第4章の内容と重要な概念について確認する

3 授業計画 フリードマン論文／義務論(1)
事前学習 テキストの第5章の予習をする

岩井「会社はだれのものか」を読む
フリードマン論文を読み、設問に沿って小レポートを作成する

事後学習 テキストの第5章、岩井「会社はだれのものか」、フリードマン論文の内容を確認す
る

4 授業計画 義務論(2)／ピントのケース
事前学習 テキストの第4章の「ピントのケース」を読み、小レポートを作成する

カント「道徳形而上学の基礎づけ」を予習する
事後学習 「ピントのケース」とカント「道徳形而上学の基礎づけ」の内容を確認する

5 授業計画 正義論／従業員の権利とビジネス倫理
事前学習 テキストの第6章と布川「人材多様化と企業の社会的責任」を予習する
事後学習 テキストの第6章と布川「人材多様化と企業の社会的責任」の内容を確認する

6 授業計画 正義論のケース／企業と消費者
事前学習 テキストの第6章の「正義論のケース」を読み、小レポートを作成する。

中谷他「企業と消費者」を予習する
事後学習 「正義論のケース」と中谷他「企業と消費者」の内容を確認する

7 授業計画 シアーズ自動車センターのケース／環境とビジネス
事前学習 テキストの第9章の「シアーズ自動車センターのケース」を読み、小レポートを作成

する
旧約聖書（創世記）、中谷他「環境とビジネス」を予習する

事後学習 「シアーズ自動車センターのケース」、旧約聖書（創世記）、中谷他「環境とビジネ
ス」の内容を確認する

8 授業計画 企業のグローバル化と企業倫理／ナイキのケース
事前学習 朴「企業のグローバル化と企業倫理」（ナイキのケース）を読み、小レポートを作成

する
テキストの第11章、山田・大矢根「グローバル社会の国際関係論」抜粋を予習する

事後学習 朴「企業のグローバル化と企業倫理」（ナイキのケース）、テキストの第11章、山
田・大矢根「グローバル社会の国際関係論」の内容を確認する

9 授業計画 コーポレート・ガバナンス
事前学習 田島「ガバナンス問題」を予習する
事後学習 田島「ガバナンス問題」の内容を確認する

10 授業計画 CSRとCSV
事前学習 田島「ガバナンス問題」、ポーター「共通価値の戦略」を予習する
事後学習 田島「ガバナンス問題」、ポーター「共通価値の戦略」の内容を確認する

11 授業計画 エンロンのケース
事前学習 古山「エンロン事件」を読み、小レポートを作成する
事後学習 「エンロンのケース」のポイントを確認する
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12 授業計画 雪印乳業のケース
事前学習 深津「雪印乳業の集団食中毒事件」を読み、小レポートを作成する
事後学習 「雪印乳業のケース」のポイントを確認する

13 授業計画 資本主義を支える勤労倫理
事前学習 高橋「ビジネスリーダーのフィロソフィー」を予習する
事後学習 高橋「ビジネスリーダーのフィロソフィー」の内容を確認する

14 授業計画 企業活動を支えるリーダーシップ
事前学習 ドラッカー「マネジメント」を予習する

テキストの第7章について予習する
事後学習 ドラッカー「マネジメント」の内容とアリストテレスの徳倫理学について確認する

15 授業計画 まとめ
事前学習 ドラッカー「私の人生を変えた七つの経験」を予習する

まとめの討論のための設問について考える
事後学習 まとめの討論の討論内容を確認する

授業方法/Method of instruction
講義、討論、ケース分析

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 レポート  Report 40%
2 平常点  In-class Points 30% 討論への参加状況
3 その他  Others 30% 学期中の小レポート

教科書/Textbooks
1 著者名/Author 梅津光弘著

タイトル/Title ビジネスの倫理学
出版社/Publisher 丸善
出版年/Published year 2002.6
ISBN 9784621049921
価格/Price 1900円+税

参考書/Reference books
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年度 2019
科目名 FULL　企業経営の経済学／ミクロ経済学
英文科目名 Managerial Economics/Micro Economics
学期 単位前期 2
教員名 福井 義高
英文教員名 FUKUI, Yoshitaka

講義概要/Course description
　企業経営のみならず人間行動の理解には、ミクロ経済学の基礎を理解することが不可欠である．ここで
は、何らかの目的に向け合理的に行動する個人（消費者）や企業を想定したうえで、需要と供給という分
析手法を使って、そうした意思決定主体の行動を解明する．理論のために理論ではなく、一見抽象的な基
礎理論がいかに現実の経済問題の理解に役立つかを示していく． 
　授業は、指定教科書の「Part1ミクロ経済学」に沿って行う．教科書当該箇所を十分に理解することが
本授業の目的といってもよい．中学校レベルを超える数学（微積分など）は用いない．毎回，授業のはじ
めに小テストで前回授業の理解を確認する．ただし，採点はしない． 

達成目標/Course objectives
　合理的経営判断に不可欠なミクロ経済学の基礎の正確な理解
　

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
　中学校3年程度の数学の知識

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 経済学の考え方・需要と供給
事前学習 教科書第0章（11頁まで）・1章の予習
事後学習 教科書第0章（11頁まで）・1章の復習

2 授業計画 需要曲線と消費者行動
事前学習 教科書第2章Ⅰの予習
事後学習 教科書第2章Ⅰの復習

3 授業計画 需要曲線と消費者行動
事前学習 教科書第2章Ⅱの予習
事後学習 教科書第2章Ⅱの復習

4 授業計画 費用の構造と供給行動
事前学習 教科書第3章Ⅰ・Ⅱの予習
事後学習 教科書第3章Ⅰ・Ⅱの復習

5 授業計画 費用の構造と供給行動
事前学習 教科書第3章Ⅲの予習
事後学習 教科書第3章Ⅲの復習

6 授業計画 市場取引と資源配分
事前学習 教科書第4章Ⅰ・Ⅱの予習
事後学習 教科書第4章Ⅰ・Ⅱの復習

7 授業計画 市場取引と資源配分
事前学習 教科書第4章Ⅲ・Ⅳの予習
事後学習 教科書第4章Ⅲ・Ⅳの復習

8 授業計画 独占と競争の理論
事前学習 教科書第5章Ⅰの予習
事後学習 教科書第5章Ⅰの復習

9 授業計画 独占と競争の理論・費用逓減産業
事前学習 教科書第5章Ⅱ・第6章Ⅱ（費用逓減産業）の予習
事後学習 教科書第5章Ⅱ・第6章Ⅱ（費用逓減産業）復習

10 授業計画 市場の失敗
事前学習 教科書第6章Ⅰの予習
事後学習 教科書第6章Ⅰの復習

11 授業計画 不確実性と不完全情報の世界
事前学習 教科書第7章Ⅰの予習
事後学習 教科書第7章Ⅰの復習

12 授業計画 不確実性と不完全情報の世界
事前学習 教科書第7章Ⅱ・Ⅲの予習
事後学習 教科書第7章Ⅱ・Ⅲの復習

13 授業計画 ゲームの理論入門
事前学習 教科書第8章Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅴの予習
事後学習 教科書第8章Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅴの復習

14 授業計画 第1～13回講義の総括Ｑ＆Ａ 
事前学習 第1～13回講義の疑問点確認

2019年03月05日 12時35分

− 20 −



181S100-0004 2 2[ / ]

事後学習 疑問点の理解 
15 授業計画 試験

事前学習 試験の準備
事後学習 試験結果の確認

授業方法/Method of instruction
　小テストの後，講義

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 100% 　授業最終回試験（100%）

教科書/Textbooks
1 著者名/Author 伊藤元重

タイトル/Title 入門経済学（第4版）
出版社/Publisher 日本評論社
出版年/Published year 2015

キーワード/Keywords
ミクロ経済学
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年度 2019
科目名 FLEX　企業経営の経済学
英文科目名 Managerial Economics/Micro Economics
学期 単位前期 2
教員名 北野 泰樹
英文教員名 KITANO, Taiju

講義概要/Course description
   企業経営を考える上で有用なミクロ経済学の基礎について講義します．ミクロ経済学では，消費者行
動の結果として導かれる需要と企業行動の結果として導かれる供給と，それらが出会う場である市場の役
割を学びます．講義は，企業行動の理論を中心に，市場で企業が直面する競争状況に応じた企業の戦略，
企業組織内の問題を考察する上で有用な情報の経済学の基礎を解説します．講義を中心にテキストに沿っ
て基本的な概念や考え方を説明しますが，適宜関連する内容のケーススタディを紹介します．講義に使用
するハンドアウトと，必要に応じて講義内容に関連する資料を配布します．成績は中間試験と最終試験，
宿題により評価します．

達成目標/Course objectives
経済学の基本的な考え方を理解し，経営の諸問題に応用できる能力を身につけます．

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 イントロダクション・ミクロ経済学とは
事前学習 シラバスの確認
事後学習 マンキュー第1・2章

2 授業計画 市場における需要と供給の作用
事前学習 マンキュー第4章
事後学習 講義内容の復習

3 授業計画 弾力性とその応用
事前学習 マンキュー第5章
事後学習 講義内容の復習

4 授業計画 需要・供給および政府の政策
事前学習 マンキュー第6章
事後学習 講義内容の復習

5 授業計画 生産の費用
事前学習 マンキュー第13章
事後学習 講義内容の復習

6 授業計画 競争市場における企業
事前学習 マンキュー第14章
事後学習 講義内容の復習

7 授業計画 中間試験
事前学習 第1-6回までの講義の復習
事後学習 試験内容の復習

8 授業計画 独占と価格差別①
事前学習 マンキュー第15章，配布資料
事後学習 講義内容の復習

9 授業計画 独占と価格差別②
事前学習 マンキュー第15章，配布資料
事後学習 講義内容の復習

10 授業計画 寡占市場の分析①
事前学習 配布資料
事後学習 講義内容の復習

11 授業計画 寡占市場の分析②
事前学習 マンキュー第17章，配布資料
事後学習 講義内容の復習

12 授業計画 リスクと情報の非対称性
事前学習 配布資料
事後学習 講義内容の復習

13 授業計画 外部性と公共財
事前学習 配布資料
事後学習 講義内容の復習

14 授業計画 理解度確認のための試験
事前学習 1-13回の復習
事後学習 講義全体の復習

15 授業計画 まとめ
事前学習 これまでの講義の復習
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事後学習 講義内容の復習

授業方法/Method of instruction
講義

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 試験  Exam 70%
2 その他  Others 30% 宿題

教科書/Textbooks
1 著者名/Author マンキュー

タイトル/Title マンキュー経済学I ミクロ編（第3版）
出版社/Publisher 東洋経済

参考書/Reference books
1 著者名/Author 神戸伸輔

タイトル/Title 入門 ゲーム理論と情報の経済学
出版社/Publisher 日本評論社

2 著者名/Author 伊藤元重
タイトル/Title ビジネス・エコノミクス
出版社/Publisher 日本経済新聞社
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年度 2019
科目名 FULL　統計分析Ⅰ
英文科目名 Statistical Analysis I
学期 単位前期 2
教員名 北野 泰樹
英文教員名 KITANO, Taiju

講義概要/Course description
   本講義では，統計データを適切に要約し，役立つ情報を引き出すための記述統計，一部のデータから
分析の対象となる母集団について把握するための推測統計の基礎的な理論を解説します．講義を通じ，意
思決定を行う際に有用な統計学の見方・考え方を身に着けることを目的とします．講義は配布資料を中心
として，日常生活やビジネスに関連する実例や演習問題を用いて進めます．講義内容に応じて宿題の提出
が要求されます．また，理解度確認のための試験を実施します．

達成目標/Course objectives
基礎的な統計分析の方法を理解し，統計データを読み解く力を養います．

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 記述統計：データの種類，平均・メディアン・モード
事前学習 当該内容の予習
事後学習 復習と宿題

2 授業計画 記述統計：算術平均以外の平均値
事前学習 当該内容の復習
事後学習 復習と宿題

3 授業計画 記述統計：分散，標準偏差
事前学習 当該内容の予習
事後学習 復習と宿題

4 授業計画 比較の方法：変動係数，標準化変量，パーセンタイル
事前学習 当該内容の予習
事後学習 復習と宿題

5 授業計画 分布をみる：歪度・尖度，度数分布表，ヒストグラム
事前学習 当該内容の予習
事後学習 復習と宿題

6 授業計画 関係をみる：共分散・相関
事前学習 当該内容の予習
事後学習 復習と宿題

7 授業計画 回帰分析：回帰分析の考え方，回帰係数の求め方
事前学習 当該内容の予習
事後学習 復習と宿題

8 授業計画 回帰分析：回帰分析の応用，Excelでの回帰分析結果の見方
事前学習 当該内容の予習
事後学習 復習と宿題

9 授業計画 確率：確率の定義・基本定理・演算
事前学習 当該内容の予習
事後学習 復習と宿題

10 授業計画 確率：条件付確率，ベイズの定理
事前学習 当該内容の予習
事後学習 復習と宿題

11 授業計画 確率変数と確率分布
事前学習 当該内容の予習
事後学習 復習と宿題

12 授業計画 確率変数の期待値と分散
事前学習 当該内容の予習
事後学習 復習と宿題

13 授業計画 正規分布
事前学習 当該内容の予習
事後学習 復習と宿題

14 授業計画 理解度確認のための試験
事前学習 1-13回の復習
事後学習 試験の復習

15 授業計画 試験の解説
事前学習 試験の復習
事後学習 これまでの復習
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授業方法/Method of instruction
講義

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 試験  Exam 70%
2 その他  Others 30% 宿題

教科書/Textbooks
1 備考/Remarks 配布資料を用います．参考書は以下の通りですが，最初

の講義で詳細なリストを示します．

参考書/Reference books
1 著者名/Author 宮川公男

タイトル/Title 基本統計学
出版社/Publisher 有斐閣

2 著者名/Author アミール・D・アグゼル他
タイトル/Title ビジネス統計学 上
出版社/Publisher ダイアモンド社

3 著者名/Author 吉田耕作
タイトル/Title 直感統計学
出版社/Publisher 日経BP
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年度 2019
科目名 FLEX　統計分析Ⅰ
英文科目名 Statistical Analysis I
学期 単位前期 2
教員名 森田 充
英文教員名 MORITA, Mitsuru

講義概要/Course description
　私たちは日常生活やビジネスにおいてさまざまな統計データに触れることが多い。本講義では、それら
のデータを適切に要約し役立つ情報を引き出す記述統計、および、一部のデータから分析の対象となる母
集団について把握するための推測統計の基礎的な理論を習得し、統計学の見方・考え方を身につけ、意思
決定を行うときの助けとしてもらうことを目的としている。講義では配布資料を中心として身近な実例や
演習問題を用いて講義を進めていく。また、講義内容に応じて宿題を提出してもらい、理解度を確認して
もらいながら進めていく。

達成目標/Course objectives
定量的なものの見方・考え方を理解する。各種記述統計の分析方法について理解し、得られた結果を理解
する力を養う。

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 記述統計　
データの種類　平均・メディアン・モード

事前学習 当該内容の予習
事後学習 当該内容について与えられた宿題をこなし、理解を深める

2 授業計画 記述統計　
算術平均以外の平均値（幾何平均・加重平均）

事前学習 当該内容の予習
事後学習 当該内容について与えられた宿題をこなし、理解を深める

3 授業計画 記述統計　
分散、標準偏差

事前学習 当該内容の予習
事後学習 当該内容について与えられた宿題をこなし、理解を深める

4 授業計画 比較の方法　
変動係数、標準化変量　パーセンタイル

事前学習 当該内容の予習
事後学習 当該内容について与えられた宿題をこなし、理解を深める

5 授業計画 分布をみる　
歪度・尖度　度数分布表　ヒストグラム

事前学習 当該内容の予習
事後学習 当該内容について与えられた宿題をこなし、理解を深める

6 授業計画 関係をみる　
共分散・相関

事前学習 当該内容の予習
事後学習 当該内容について与えられた宿題をこなし、理解を深める

7 授業計画 回帰分析
回帰分析の考え方
回帰係数の求め方

事前学習 当該内容の予習
事後学習 当該内容について与えられた宿題をこなし、理解を深める

8 授業計画 回帰分析
回帰分析の応用
Excelでの回帰分析の結果の見方

事前学習 当該内容の予習
事後学習 当該内容について与えられた宿題をこなし、理解を深める

9 授業計画 確率
確率の定義
確率の基本定理
確率の演算

事前学習 当該内容の予習
事後学習 当該内容について与えられた宿題をこなし、理解を深める

10 授業計画 確率
条件付確率
ベイズの定理

事前学習 当該内容の予習
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事後学習 当該内容について与えられた宿題をこなし、理解を深める
11 授業計画 確率変数と確率分布

離散型確率変数
連続型確率変数

事前学習 当該内容の予習
事後学習 当該内容について与えられた宿題をこなし、理解を深める

12 授業計画 確率変数の期待値と分散
意思決定原理

事前学習 当該内容の予習
事後学習 当該内容について与えられた宿題をこなし、理解を深める

13 授業計画 正規分布　
事前学習 当該内容の予習
事後学習 当該内容について与えられた宿題をこなし、理解を深める

14 授業計画 正規分布
事前学習 当該内容の予習
事後学習 当該内容について与えられた宿題をこなし、理解を深める

15 授業計画 理解度チェック
事前学習 14回の内容の復習
事後学習 分からなかった箇所を復習する

授業方法/Method of instruction
講義

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 100% 理解度チェック70%  宿題30%

教科書/Textbooks
1 備考/Remarks 基本的に配布資料をもとに講義を進めます 

以下の参考文献を参照してください

参考書/Reference books
1 著者名/Author 稲葉由之

タイトル/Title プレステップ統計学Ⅰ
出版社/Publisher 弘文堂

2 著者名/Author 宮川公男
タイトル/Title 基本統計学
出版社/Publisher 有斐閣

3 著者名/Author アミール・Ｄ・アグゼル、他
タイトル/Title ビジネス統計学　上
出版社/Publisher ダイヤモンド社

4 著者名/Author 直感的統計学
タイトル/Title 吉田耕作
出版社/Publisher 日経ＢＰ
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年度 2019
科目名 FULL　組織行動
英文科目名 Organizational Behavior
学期 単位前期 2
教員名 須田 敏子
英文教員名 SUDA, Toshiko

講義概要/Course description
組織行動は、組織内での個人や職場の人間関係などを中心にした学問領域です。仕事の場面で日常遭遇す
る分野を対象とし、職場における人間行動や人間関係を理解し、それを通じて自身・グループ・組織全体
のパフォーマンス向上を目的としたものです。具体的な内容は多岐にわたりますが、本科目ではその中か
ら、モチベーション・リーダーシップ・組織文化・グループビヘイビア・キャリア開発などのテーマを中
心に授業を行います。
進め方は、講義や各種エクササイズ、ケース分析、ゲストスピーカーセッションなど様々なアプローチを
通じて、理論に関する基本的な理解と、実践力の向上を目指します。
組織の中で働くすべての人にとって、組織行動は必須の知識です。仕事の経験のある方は、これまでの職
場での経験に照らしながら、経験のない方は模擬体験をするつもりで、授業に参加してください。 
なお、本シラバスで提示した授業計画はシラバス提出時（2019年1月14日）の計画ですので、変更の可能
性があります。第1回目の授業でさらに詳細なシラバスを配付して説明します。

達成目標/Course objectives
ひとつでも、ふたつでもよいので、組織行動で学んだ内容を、自分自身で実行する、あるいは職場やＡＢ
Ｓのクラスメートなどの人間関係に活用して、私たちが日常接する問題解決で実践してみてください。本
科目で何より重要なのは、日々の生活の中で実践して、体得することです。

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
特になし

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 科目のオリエンテーション
事前学習 テキスト・関連資料等で予習
事後学習 テキスト・関連資料・授業配付物等で復習

2 授業計画 モチベーション
事前学習 テキスト・関連資料等で予習
事後学習 テキスト・関連資料・授業配付物等で復習

3 授業計画 モチベーション
事前学習 テキスト・関連資料・授業配付資料等で予習
事後学習 テキスト・関連資料・授業配付物等で復習

4 授業計画 モチベーション（含む関連領域）
事前学習 テキスト・関連資料等で予習
事後学習 関連資料・関連資料・授業配付物等で復習

5 授業計画 ケース分析：グループディスカッションと発表
事前学習 ケースを読み込んで、個人分析を行い、グループディスカッション・発表等に備える

課題レポートの作成。
事後学習 テキスト・関連資料・授業配付資料・ケース資料などを基にモチベーションに関する

復習を行う
6 授業計画 ゲストスピーカーセッション

事前学習 ゲストスピーカーに関する情報収集など事前準備
事後学習 授業配付物等で復習。課題レポートの作成。

7 授業計画 リーダーシップ
事前学習 テキスト・関連資料等で予習
事後学習 テキスト・関連資料・授業配付物等で復習

8 授業計画 リーダーシップ
事前学習 テキスト・関連資料等で予習。
事後学習 テキスト・関連資料・配付資料等で復習。

9 授業計画 リーダーシップ・組織文化
事前学習 テキスト・関連資料等で予習。
事後学習 テキスト・関連資料・授業配付物等で復習。

10 授業計画 ケースに関するグループ討議
事前学習 ケース資料を読み込んで、グループ討議に備える
事後学習 グループ討議を踏まえて、次週のプレゼンテーション資料を作成するなど、グループ

発表に備える
11 授業計画 グループ発表

事前学習 グループ発表資料の作成、プレゼンテーションの練習などグループ発表に備える
事後学習 テキスト・関連資料・授業配付資料・ケース資料等でモチベーションとリーダーシッ
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プに関する復習を行う
12 授業計画 グループビヘイビア

事前学習 テキスト・関連資料等で予習。課題レポートの作成
事後学習 テキスト・関連資料・授業配付物等で復習。

13 授業計画 ゲストスピーカーセッション
事前学習 ゲストスピーカーに関する情報収集等の準備。
事後学習 授業配付物で復習。課題レポートの作成。

14 授業計画 ワークキャリアを考える
事前学習 テキスト・関連資料等で予習
事後学習 テキスト・関連資料・授業配布資料等で復習

15 授業計画 理解度テスト
事前学習 「組織行動」科目の内容が理解てきているかどうか、これまでの内容を復習する
事後学習 理解度テストで理解できていない内容、あるいは忘れてしまった内容等を復習する

授業方法/Method of instruction
講義・授業内エクササイズ・ケースに関するグループディスカッション・グループ発表、ケースに関する
全体ディスカッションなどを行います。

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 100% グループワーク(20%)、課題学習レポート（20％）、授
業貢献(10%)、理解度テスト(50%)などを基に成績評価を
行います。

教科書/Textbooks
1 著者名/Author 須田敏子

タイトル/Title 組織行動ー理論と実践
出版社/Publisher NTT出版
出版年/Published year 2018

参考書/Reference books

メッセージ/Message
積極的な授業参加をお願いします！

その他/Others
初回授業時に詳細なシラバスを配布し、科目内容を紹介します。
なお、各回の授業内容は進行状況等に応じて変更する可能性がありますので、予めご了解ください。
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年度 2019
科目名 FLEX　組織行動
英文科目名 Organizational Behavior
学期 単位前期 2
教員名 須田 敏子
英文教員名 SUDA, Toshiko

講義概要/Course description
組織行動は、組織内での個人や職場の人間関係などを中心にした学問領域です。仕事の場面で日常遭遇す
る分野を対象とし、職場における人間行動や人間関係を理解し、それを通じて自身・グループ・組織全体
のパフォーマンス向上を目的としたものです。具体的な内容は多岐にわたりますが、本科目ではその中か
ら、モチベーション・リーダーシップ・グループビヘイビア、キャリア開発などを中心に講義・議論を行
います。
進め方は、講義や各種エクササイズ、ケース分析など様々なアプローチを通じて、理論に関する基本的な
理解と、応用力の向上を目指します。
組織の中で働くすべての人にとって、組織行動は必須の知識です。仕事の経験のある方は、これまでの職
場での経験に照らしながら、経験のない方は模擬体験をするつもりで、授業に参加してください。 
なお、本シラバスで提示した授業計画はシラバス提出時（2019年1月14日）の計画ですので、変更の可能
性があります。第1回目の授業でさらに詳細なシラバスを配付して説明します。

達成目標/Course objectives
ひとつでも、ふたつでもよいので、組織行動で学んだ内容を、自分自身で実行する、あるいは職場やABS
のクラスメートなどの人間関係に活用して、私たちが日常遭遇する問題解決で実践してみてください。本
科目で何より重要なのは、日々の生活の中で実践して、体得することです。

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
特になし

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 科目オリエンテーション
事前学習 テキスト・関連資料等で予習
事後学習 テキスト・関連資料・授業配付物等で復習

2 授業計画 モチベーション
事前学習 テキスト・関連資料等で予習
事後学習 テキスト・関連資料・授業配付物等で復習

3 授業計画 モチベーション
事前学習 テキスト・関連資料等で予習
事後学習 テキスト・関連資料・授業配付資料等で予習

4 授業計画 モチベーション（含む関連領域）
事前学習 テキスト・関連資料等で予習
事後学習 テキスト・関連資料・授業配付資料等で復習

5 授業計画 ケース分析：グループディスカッションと発表
事前学習 ケースを読み込んで、個人分析を行い、グループディスカッション・発表等に備える

事前学習レポートの準備
事後学習 テキスト・関連資料・授業配付資料・ケース資料などを基にモチベーションに関する

復習を行う
6 授業計画 ゲストスピーカーセッション

事前学習 ゲストスピーカーの勤務する企業・産業などについて情報収集を行うなどして、ゲス
トスピーカーセッションに備える

事後学習 授業配付資料等に基づき、復習する
7 授業計画 リーダーシップ

事前学習 テキスト・関連資料等で予習
事後学習 テキスト・関連資料・授業配付資料等で復習

8 授業計画 リーダーシップ
事前学習 テキスト・関連資料等で予習
事後学習 テキスト・関連資料・授業配付資料等で復習

9 授業計画 リーダーシップ（含む関連領域）
事前学習 テキスト・関連資料等で予習
事後学習 テキスト・関連資料・授業配付資料等で復習

10 授業計画 ケースディスカッション
事前学習 ケースを読み込んで、個人分析を行い、ケースディスカッションに備える

課題レポートの作成
事後学習 テキスト・関連資料・授業配付資料・ケース教材などを基にリーダーシップに関する

復習を行う
11 授業計画 ケースに関するグループディスカッション
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事前学習 ケースを読み込んで、グループディスカッションに備える
事後学習 グループディスカッションを踏まえて、次週のプレゼンテーション資料を作成するな

ど、グループ発表に備える
12 授業計画 グループ発表

事前学習 グループ発表資料の作成、プレゼンテーションの練習などグループ発表に備える
事後学習 テキスト・関連資料・授業配付資料・ケース資料等でモチベーションとリーダーシッ

プに関する復習を行う
13 授業計画 グループビヘイビア

事前学習 テキスト・関連資料等で予習。課題レポ―トの作成
事後学習 テキスト・関連資料・授業配付資料等で復習

14 授業計画 ワークキャリアを考える
事前学習 テキスト・関連資料等で予習。課題レポートの作成
事後学習 テキスト・関連資料・授業配付資料等で復習

15 授業計画 理解度テスト
事前学習 「組織行動」科目の内容が理解できているかどうか、これまでの内容を復習する
事後学習 理解度テストで理解できていない内容、あるいは忘れてしまった内容等を復習する

授業方法/Method of instruction
講義・授業内エクササイズ・ケースに関するグループディスカッション・グループ発表・ケースに関する
全体ディスカッションなどを行います

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 100% 試験(約50%)、グループワーク（約20％）、事前学習レ
ポート（約20％）、授業貢献（約10％）などを基に成績
評価を行います

教科書/Textbooks
1 著者名/Author 須田敏子

タイトル/Title 組織行動ー理論と実践
出版社/Publisher NTT出版
出版年/Published year 2018年

メッセージ/Message
積極的な授業参加をお願いします！
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年度 2019
科目名 FULL・FLEX　ﾏｸﾛ経済学
英文科目名 Macro Economics
学期 単位前期 2
教員名 藤井 賢治
英文教員名 FUJII KEN_JI

講義概要/Course description
マクロ経済学の概要について、具体的事例への利用・応用を意識した講義とします。講義自体は、下記に
あげたブランシャールに準拠して行いますが､マクロ経済学はかなり標準化されていますので､各自で購入
するテキストは指定テキスト以外でも可です。（ただし、若干の不都合があることは承知してくださ
い。）毎時間基本事項に関して10～20分程度の質疑応答（ないしはディスカッション）を予定していま
す。ディスカッションのためのテーマ、資料は前もってコースパワーを通して配布します。

達成目標/Course objectives
景気変動、雇用問題、貿易と為替、財政金融政策について概略を他者に対して解説できる程度の理解に達
すること。

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
とくになし。

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 ガイダンス。講義の性格、講義内容について説明します。
事前学習 配布されたレジュメとクエスチョナリーを一読し、概観を得てください。
事後学習 消化できない内容があればメモし、次の機会に質問してください。

2 授業計画 世界経済の現状とマクロ経済学の概要
事前学習 配布されたレジュメとクエスチョナリーを一読し、概観を得てください。
事後学習 消化できない内容があればメモし、次の機会に質問してください。

3 授業計画 国民所得の意味、その決定
事前学習 配布されたレジュメとクエスチョナリーを一読し、概観を得てください。
事後学習 消化できない内容があればメモし、次の機会に質問してください。

4 授業計画 貨幣需要
事前学習 配布されたレジュメとクエスチョナリーを一読し、概観を得てください。
事後学習 消化できない内容があればメモし、次の機会に質問してください。

5 授業計画 貨幣供給
事前学習 配布されたレジュメとクエスチョナリーを一読し、概観を得てください。
事後学習 消化できない内容があればメモし、次の機会に質問してください。

6 授業計画 ＩＳ＝ＬＭモデル(所得と利子率の同時決定）
事前学習 配布されたレジュメとクエスチョナリーを一読し、概観を得てください。
事後学習 消化できない内容があればメモし、次の機会に質問してください。

7 授業計画 期待、消費および投資
事前学習 配布されたレジュメとクエスチョナリーを一読し、概観を得てください。
事後学習 消化できない内容があればメモし、次の機会に質問してください。

8 授業計画 金融市場と期待、ＩＳ＝ＬＭと期待
事前学習 配布されたレジュメとクエスチョナリーを一読し、概観を得てください。
事後学習 消化できない内容があればメモし、次の機会に質問してください。

9 授業計画 貿易と国際収支
事前学習 配布されたレジュメとクエスチョナリーを一読し、概観を得てください。
事後学習 消化できない内容があればメモし、次の機会に質問してください。

10 授業計画 マンデル＝フレミング・モデル
事前学習 配布されたレジュメとクエスチョナリーを一読し、概観を得てください。
事後学習 消化できない内容があればメモし、次の機会に質問してください。

11 授業計画 総需要・総供給分析(インフレ率の決定）
事前学習 配布されたレジュメとクエスチョナリーを一読し、概観を得てください。
事後学習 消化できない内容があればメモし、次の機会に質問してください。

12 授業計画 インフレと失業
事前学習 配布されたレジュメとクエスチョナリーを一読し、概観を得てください。
事後学習 消化できない内容があればメモし、次の機会に質問してください。

13 授業計画 成長論
事前学習 配布されたレジュメとクエスチョナリーを一読し、概観を得てください。
事後学習 消化できない内容があればメモし、次の機会に質問してください。

14 授業計画 政策論
事前学習 配布されたレジュメとクエスチョナリーを一読し、概観を得てください。
事後学習 消化できない内容があればメモし、次の機会に質問してください。

15 授業計画 全般的なまとめ
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事前学習 赤フォント、ゴシック表記の用語を中心にレジュメ、クエスチョナリーを見直してみ
てください。

事後学習 専門用語の意味内容をもう一度確認して、小テストに備えてください。

授業方法/Method of instruction
　翌週分の教材を1週間前をめどに、コースパワーにアップロードします。教材解説と、クエスチョナ
リーを用いた討議を行います。

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 100% 　講義中の討議への参加度及び小テスト。

教科書/Textbooks
1 備考/Remarks ブランシャール著、『マクロ経済学（上）』及び『同

（下）』、東洋経済
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年度 2019
科目名 FULL・FLEX　制度環境と企業経営
英文科目名 Institutional Environment and Corporate  Management
学期 単位後期 2
教員名 藤井 賢治
英文教員名 FUJII KEN_JI

講義概要/Course description
「法と経済学」の視点、「制度の経済学」の視点を共に利用する形で、個々の論題を扱っていく予定で
す。契約法・取引法という一般論から入り、その後個別に金融関連、雇用関連、会社法関連、そして最後
に国際レベルでの制度変化（欧州主導で進展しているISO関連のルール、FTAとかTPPとかの貿易に関わる
制度変化）について概説します。

達成目標/Course objectives
　企業経営が、あらゆる場面で、公正確保と効率性の追求のバランスを要求されることを理解していただ
ければと思っています。近年のさまざまな制度変化（たとえば、雇用法制やコンプライアンス体制の整備
など）を理解するための視座を提供できればと考えています。

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
なし。近年の企業を取り巻く制度変化の概要を理解しておきたいという問題意識だけで十分です。

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 ガイダンス(当講義の問題関心と射程およびレベル）
事前学習 自らの問題関心にマッチする講義内容かどうか、シラバスを確認してください。
事後学習 自らの問題意識と、講義内容説明とを照らし合わせ、ミスマッチがないか再点検して

下さい。
2 授業計画 「法と経済学」序論（所有権の割り当てと効率性）前半

事前学習 配布されたレジュメとクエスチョナリーを一読し、概観を得てください。
事後学習 消化できない内容があればメモし、次の機会に質問してください。

3 授業計画 「法と経済学」序論（所有権の割り当てと効率性）後半
事前学習 配布されたレジュメとクエスチョナリーを一読し、概観を得てください。
事後学習 消化できない内容があればメモし、次の機会に質問してください。

4 授業計画 競争法（独占禁止法、知財法制も含む）
事前学習 配布されたレジュメとクエスチョナリーを一読し、概観を得てください。
事後学習 消化できない内容があればメモし、次の機会に質問してください。

5 授業計画 契約法・取引法
事前学習 配布されたレジュメとクエスチョナリーを一読し、概観を得てください。
事後学習 消化できない内容があればメモし、次の機会に質問してください。

6 授業計画 利息制限法（貸付業法の改定）
事前学習 配布されたレジュメとクエスチョナリーを一読し、概観を得てください。
事後学習 消化できない内容があればメモし、次の機会に質問してください。

7 授業計画 金融商品取引法　（インサイダー取引規制など）
事前学習 配布されたレジュメとクエスチョナリーを一読し、概観を得てください。
事後学習 消化できない内容があればメモし、次の機会に質問してください。

8 授業計画 長期雇用慣行の衰微と派遣業法
事前学習 配布されたレジュメとクエスチョナリーを一読し、概観を得てください。
事後学習 消化できない内容があればメモし、次の機会に質問してください。

9 授業計画 解雇規制
事前学習 配布されたレジュメとクエスチョナリーを一読し、概観を得てください。
事後学習 消化できない内容があればメモし、次の機会に質問してください。

10 授業計画 会社法(株式会社の特質）
事前学習 配布されたレジュメとクエスチョナリーを一読し、概観を得てください。
事後学習 消化できない内容があればメモし、次の機会に質問してください。

11 授業計画 株主の有限責任と債権者保護
事前学習 配布されたレジュメとクエスチョナリーを一読し、概観を得てください。
事後学習 消化できない内容があればメモし、次の機会に質問してください。

12 授業計画 Ｍ＆Ａ法
事前学習 配布されたレジュメとクエスチョナリーを一読し、概観を得てください。
事後学習 消化できない内容があればメモし、次の機会に質問してください。

13 授業計画 内部統制法と経営者の信認義務
事前学習 配布されたレジュメとクエスチョナリーを一読し、概観を得てください。
事後学習 消化できない内容があればメモし、次の機会に質問してください。

14 授業計画 諸制度の標準化の趨勢
事前学習 配布されたレジュメとクエスチョナリーを一読し、概観を得てください。
事後学習 消化できない内容があればメモし、次の機会に質問してください。
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15 授業計画 全般的なまとめ
事前学習 赤字フォント、ゴシック体表記になっている専門用語群を中心に、その意味内容を再

確認してください。
事後学習 専門用語の意味、講義内容の基本的なロジックを今一度確認し、小テストに備えてく

ださい。

授業方法/Method of instruction
　翌週分の教材を1週間前をめどに、コースパワーにアップロードします。教材解説と、クエスチョナ
リーを用いた討議を行います。

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 100% 　講義中の討議への参加度、期末の小テスト。
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年度 2019
科目名 FULL・FLEX　企業ｼｽﾃﾑ論
英文科目名 Corporate System
学期 単位後期 2
教員名 藤井 賢治
英文教員名 FUJII KEN_JI

講義概要/Course description
企業経営に関わる諸関係を概観することを目的としています。企業経営については、かつて日本型経営が
もてはやされた時代があったかと思えば、アメリカ型のトップダウン的な経営が望ましいとする時代がひ
としきり続いたりするなど、めまぐるしくその評価が変化しています。どれか特定の経営タイプを盲目的
に振りかざすのではなく、組織のあり方が制度環境や、技術環境、企業間関係、労使関係などのさまざま
な要因のセットとして決まってくるという見方をとるべきでしょう。つまり、企業を取り巻く諸関係をシ
ステムとして理解しようとする立場で講義を進めます。
　特定の論題を深掘りするのではなく、経営にかかわる制度環境全般の理解を主眼としています。

達成目標/Course objectives
　企業組織の存在意義と役割、組織を構成するステイクホルダー間の関係について概観を得る。

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
　特にありません。

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 ガイダンス（当講義の性格、問題意識、レベルなどについて）
事前学習 講義概要に関して確認したいポイントをメモして臨んでください。
事後学習 講義内容と自身の関心興味を照らし合わせ、ミスマッチにならないようにしてくださ

い。
2 授業計画 市場、政府、そして組織

事前学習 配布されたレジュメとクエスチョナリーを一読し、概観を得てください。
事後学習 消化できない内容があればメモし、次の機会に質問してください。

3 授業計画 組織の存在意義と機能
事前学習 配布されたレジュメとクエスチョナリーを一読し、概観を得てください。
事後学習 消化できない内容があればメモし、次の機会に質問してください。

4 授業計画 取引コストの経済学(前半）
事前学習 配布されたレジュメとクエスチョナリーを一読し、概観を得てください。
事後学習 消化できない内容があればメモし、次の機会に質問してください。

5 授業計画 取引コストの経済学（後半）
事前学習 配布されたレジュメとクエスチョナリーを一読し、概観を得てください。
事後学習 消化できない内容があればメモし、次の機会に質問してください。

6 授業計画 雇用システム(前半）
事前学習 配布されたレジュメとクエスチョナリーを一読し、概観を得てください。
事後学習 消化できない内容があればメモし、次の機会に質問してください。

7 授業計画 雇用システム（後半）
事前学習 配布されたレジュメとクエスチョナリーを一読し、概観を得てください。
事後学習 消化できない内容があればメモし、次の機会に質問してください。

8 授業計画 日本的経営
事前学習 配布されたレジュメとクエスチョナリーを一読し、概観を得てください。
事後学習 消化できない内容があればメモし、次の機会に質問してください。

9 授業計画 日本の雇用システム
事前学習 配布されたレジュメとクエスチョナリーを一読し、概観を得てください。
事後学習 消化できない内容があればメモし、次の機会に質問してください。

10 授業計画 サプライヤー関係(前半）
事前学習 配布されたレジュメとクエスチョナリーを一読し、概観を得てください。
事後学習 消化できない内容があればメモし、次の機会に質問してください。

11 授業計画 サプライヤー関係（後半）
事前学習 配布されたレジュメとクエスチョナリーを一読し、概観を得てください。
事後学習 消化できない内容があればメモし、次の機会に質問してください。

12 授業計画 メインバンク・ガバナンス
事前学習 配布されたレジュメとクエスチョナリーを一読し、概観を得てください。
事後学習 消化できない内容があればメモし、次の機会に質問してください。

13 授業計画 コーポレートガバナンス(前半）
事前学習 配布されたレジュメとクエスチョナリーを一読し、概観を得てください。
事後学習 消化できない内容があればメモし、次の機会に質問してください。

14 授業計画 コーポレートガバナンス(後半）
事前学習 配布されたレジュメとクエスチョナリーを一読し、概観を得てください。
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事後学習 消化できない内容があればメモし、次の機会に質問してください。
15 授業計画 全般的なまとめ

事前学習 赤字フォント、ゴシック体の専門用語の意味を今一度確認してください。
事後学習 基本的なポイントを復習し、小テストに備えてください。

授業方法/Method of instruction
翌週分の教材を1週間前をめどに、コースパワーにアップロードします。教材解説と、クエスチョナリー
を用いた討議を行います。

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 100% 講義中の質疑応答及び期末の小テスト。

教科書/Textbooks
1 備考/Remarks 宮本光晴著、『企業システムの経済学』、新世社
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年度 2019
科目名 共通　経営史
英文科目名 Business History
学期 単位前期 2
教員名 阿部 武司
英文教員名 ABE, Takeshi

講義概要/Course description
江戸時代から現代に至るまでの日本経営史上の重要なトピックを時系列的に論じていく。徳川期、明治
期、大正・昭和戦前期、戦時期、戦後改革期、高度経済成長期、石油危機以降現在までの各時期に関し
て、まず経営環境について整理したのち、それぞれの時期に重要な役割を演じた代表的な企業または企業
家がどのように時代の流れをつかみつつ、経営戦略を構築し、イノベーションを遂行していったのかを、
具体的なケースに即して考えていく。内容的には三井を中心とした財閥への言及が多く、また、現代に近
づくほどトピックが多くなるが、徳川時代以来の豪商として出発した三井が、明治期中期に始まる工業化
の推進主体となったこと、そして大正期の第一次世界大戦期以降、その工業化が深化していき、戦時期を
経て、戦後の高度経済成長期（1955～73年）に頂点に達することを想起すれば、それらは当然のことであ
る。この授業では日本の工業化後述の教科書を用いるほか必要に応じて適切な文献を紹介しつつ、毎回約
1時間の講義ののち、約30分間の質疑応答を実施する。

達成目標/Course objectives
日本経営史に関する基礎知識を習得すること、そして、今日の経営問題を解決するための知見を先人の努
力への理解を通して学ぶこと。

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
特になし。

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 イノベーションとは何か
事前学習 教科書の目次全体に目を通しておく。
事後学習 シュンペーターの理論の理解。

2 授業計画 江戸期の経営（１）：都市商家のイノベーション（１）─鴻池のケース─
事前学習 教科書第１章
事後学習 教科書第１章

3 授業計画 江戸期の経営（２）：都市商家のイノベーション（２）─三井のケース─
事前学習 教科書第１章
事後学習 教科書第１章

4 授業計画 明治前・中期の経営（１）：政商から財閥へ
事前学習 教科書第２章
事後学習 教科書第２章

5 授業計画 明治前・中期の経営（２）：「東洋のマンチェスター」─綿業の発展─
事前学習 教科書第2章
事後学習 教科書第2章

6 授業計画 明治後期～昭和初期の経営（１）：財閥の発展
事前学習 教科書第３章
事後学習 教科書第３章

7 授業計画 明治後期～昭和初期の経営（２）：新興コンツエルンの台頭
事前学習 教科書第３章
事後学習 教科書第３章

8 授業計画 明治後期～昭和初期の経営（３）：都市化と新ビジネス
事前学習 教科書第3章
事後学習 教科書第3章

9 授業計画 第２次世界大戦前後の経営（１）：戦争とイノベーション
事前学習 教科書第4章
事後学習 教科書第4章

10 授業計画 第２次世界大戦前後の経営（２）：財閥から企業集団へ
事前学習 教科書第4章
事後学習 教科書第4章

11 授業計画 高度経済成長以降の経営（１）:製鉄企業のイノベーション
事前学習 教科書第5章
事後学習 教科書第5章

12 授業計画 高度経済成長以降の経営（２）:中小企業から大企業へ─ホンダとソニー─
事前学習 教科書第5章
事後学習 教科書第5章

13 授業計画 高度経済成長以降の経営（３）:トヨタのイノベーション
事前学習 教科書第5章
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事後学習 教科書第5章
14 授業計画 高度経済成長以降の経営（４）:流通革命

事前学習 教科書第5章
事後学習 教科書第5章

15 授業計画 まとめ：日本企業の現状と今後の課題
事前学習 教科書エピローグ
事後学習 教科書エピローグ

授業方法/Method of instruction
講義と討論

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 レポート  Report 60%
2 平常点  In-class Points 40% 授業での発言

教科書/Textbooks
1 著者名/Author 宮本又郎・阿部武司・宇田川勝・沢井実・橘川武郎

タイトル/Title 日本経営史［新版］－江戸時代から21世紀へ－
出版社/Publisher 有斐閣
出版年/Published year 2007年
価格/Price 3,400円＋税

参考書/Reference books
1 著者名/Author J.A.シュンペーター、清成忠雄訳

タイトル/Title 企業家とは何か
出版社/Publisher 東洋経済新報社
出版年/Published year 1998年
価格/Price 2,160円（税込）
備考/Remarks その他、授業中に適宜指示する。

メッセージ/Message
受講者の授業中の積極的な発言を希望します。

その他/Others
出席者は名札を用意して下さい。

キーワード/Keywords
経営戦略、イノベーション
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年度 2019
科目名 共通　異文化ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
英文科目名 Intercultural Management
学期 単位前期 2
教員名 清水 絹代
英文教員名 SHIMIZU, Kinuyo

講義概要/Course description
講義では、与えられた課題に関するディスカッションやケース・スタディを行なうことにより、目標達成
を目指します。クラス・メートとのディスカッションやケース・スタディなど他者と関わることから学ぶ
ことに重きをおくため、講義への積極的な参加を望みます。

達成目標/Course objectives
異文化マネジメント能力獲得を目標とします。

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
４回以上欠席した場合、評価の対象から除外します。

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 イントロダクション
事前学習 シラバスを読み講義内容の全体像を把握する。
事後学習 講義内容を復習

2 授業計画 文化と個人、組織
事前学習 ミニ・レポート記入
事後学習 返却されたミニ・レポートで学習内容を確認

3 授業計画 感情のマネジメント
事前学習 ミニ・レポート記入
事後学習 返却されたミニ・レポートで学習内容を確認

4 授業計画 ケース・スタディ
事前学習 ミニ・レポート記入
事後学習 返却されたミニ・レポートで学習内容を確認

5 授業計画 時間のマネジメント
事前学習 ミニ・レポート記入
事後学習 返却されたミニ・レポートで学習内容を確認

6 授業計画 講義前半総括
事前学習 ミニ・レポート記入
事後学習 返却されたミニ・レポートで学習内容を確認

7 授業計画 異文化コンフリクト1
事前学習 ミニ・レポート記入
事後学習 返却されたミニ・レポートで学習内容を確認

8 授業計画 異文化コンフリクト2
事前学習 ミニ・レポート記入
事後学習 返却されたミニ・レポートで学習内容を確認

9 授業計画 ケース・スタディ
事前学習 ミニ・レポート記入
事後学習 返却されたミニ・レポートで学習内容を確認

10 授業計画 多様性のマネジメント1
事前学習 ミニ・レポート記入
事後学習 返却されたミニ・レポートで学習内容を確認

11 授業計画 多様性のマネジメント2
事前学習 ミニ・レポート記入
事後学習 返却されたミニ・レポートで学習内容を確認

12 授業計画 ケース・スタディ
事前学習 ミニ・レポート記入
事後学習 返却されたミニ・レポートで学習内容を確認

13 授業計画 講義総括1
事前学習 ミニ・レポート記入
事後学習 返却されたミニ・レポートで学習内容を確認

14 授業計画 講義総括2
事前学習 ミニ・レポート記入
事後学習 返却されたミニ・レポートで学習内容を確認

15 授業計画 講義総括3
事前学習 ミニ・レポート記入
事後学習 返却されたミニ・レポートで学習内容を確認
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成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 レポート  Report 40% 学期末レポート
2 平常点  In-class Points 20% 授業貢献度
3 その他  Others 40% 毎回のミニ・レポート
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年度 2019
科目名 共通　ﾘｽｸ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
英文科目名 Risk Management
学期 単位前期 2
教員名 小林 敦
英文教員名 KOBAYASHI, Atsushi

講義概要/Course description
企業は多様化・巨大化・複雑化するリスクに取り囲まれている。それゆえ、リスクマネジメントは避ける
ことのできない重要な経営課題であり、「潜在的なリスクへの対応」と「顕在化した危機への対応」が鍵
となっている。こうした問題意識に立脚して、リスクマネジメントとクライシスマネジメントの概論の講
義、業界別・個別リスクの事例研究で本授業を設計する。このような授業デザインに基づき、リスクマネ
ジメントとクライシスマネジメントにおける戦略的思考・意思決定・経営行動に関する主要な論点につい
て、経営戦略論や組織マネジメント論と関連させつつ、体系的かつ実践的に受講者の学習をコーチングす
る。

達成目標/Course objectives
企業のリスクマネジメントとクライシスマネジメントの基本を理解して実務対応できるようにする。

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
企業のリスクマネジメントとクライシスマネジメントに関心のあるすべての受講者を歓迎する。

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 リスクマネジメント講義（1）リスクマネジメントの必要性（グローバル化、社会的
要請、不祥事、IT）

事前学習 教科書：第1章
事後学習 授業中に解説・議論した内容の振り返り

2 授業計画 リスクマネジメント講義（2）リスクマネジメントの基本（リスクの分類、認識、評
価）

事前学習 教科書：第2章
事後学習 授業中に解説・議論した内容の振り返り

3 授業計画 リスクマネジメント講義（3）リスクマネジメントの基本（リスクの対応、対策立
案、モニタリング）

事前学習 教科書：第2章
事後学習 授業中に解説・議論した内容の振り返り

4 授業計画 リスクマネジメント講義（4）組織内部のリスク（コンプライアンス・リスク、オペ
レーショナル・リスク）

事前学習 教科書：第3章
事後学習 授業中に解説・議論した内容の振り返り

5 授業計画 リスクマネジメント講義（5）組織内部のリスク（戦略リスク、財務リスク）
事前学習 教科書：第3章
事後学習 授業中に解説・議論した内容の振り返り

6 授業計画 リスクマネジメント講義（6）組織外部のリスク（政治・社会情勢、経済・市場変
動、風評リスク）

事前学習 教科書：第4章
事後学習 授業中に解説・議論した内容の振り返り

7 授業計画 リスクマネジメント講義（7）組織外部のリスク（サプライチェーンリスク、カント
リーリスク、第三者攻撃）

事前学習 教科書：第4章
事後学習 授業中に解説・議論した内容の振り返り

8 授業計画 中間レポートの発表・議論（中間レポートの作成内容は授業前半に別途指示）
事前学習 中間レポートの作成
事後学習 授業中に解説・議論した内容の振り返り

9 授業計画 リスクマネジメント講義（8）組織・経営視点のリスク（リスクマネジメント体制、
コンプライアンス体制）

事前学習 教科書：第6章
事後学習 授業中に解説・議論した内容の振り返り

10 授業計画 リスクマネジメント講義（8）組織・経営視点のリスク（戦略的リスクマネジメン
ト、リスクコミュニケーション）

事前学習 教科書：第6章
事後学習 授業中に解説・議論した内容の振り返り

11 授業計画 クライシスマネジメント事例研究（1）鉄道の大規模な脱線転覆事故
事前学習 参考書：第4章
事後学習 授業中に解説・議論した内容の振り返り

12 授業計画 クライシスマネジメント事例研究（2）地震発生後の企業の事業継続に向けた危機管

2019年03月05日 12時36分

− 42 −



181S100-0108 2 2[ / ]

理
事前学習 参考書：第8章
事後学習 授業中に解説・議論した内容の振り返り

13 授業計画 クライシスマネジメント事例研究（3）洗口液への農薬混入
事前学習 参考書：第13章
事後学習 授業中に解説・議論した内容の振り返り

14 授業計画 クライシスマネジメント事例研究（4）企業の保有する顧客情報の流出事件
事前学習 参考書：第19章
事後学習 授業中に解説・議論した内容の振り返り

15 授業計画 期末レポートの発表・議論（期末レポートの作成内容は授業後半に別途指示）
事前学習 期末レポートの作成
事後学習 授業中に解説・議論した内容の振り返り

授業方法/Method of instruction
講義、事例研究、発表・議論

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 レポート  Report 70% 中間レポートの提出・発表（35％）、期末レポートの提
出・発表（35％）

2 平常点  In-class Points 30% 授業内の課題の発表・議論

教科書/Textbooks
1 著者名/Author 一般財団法人リスクマネジメント協会

タイトル/Title リスクの認識力を高める　リスクマネジメント基礎講座
出版社/Publisher 一般財団法人リスクマネジメント協会
出版年/Published year 2015年
ISBN 9784990746629
価格/Price 2,500円＋税

参考書/Reference books
1 著者名/Author 危機管理研究会

タイトル/Title ケースブック　あなたの組織を守る危機管理
出版社/Publisher ぎょうせい
出版年/Published year 2012年
ISBN 9784324092583
価格/Price 4,762円＋税

メッセージ/Message
リスクマネジメント、クライシスマネジメントに精通した人材を育成していく。

キーワード/Keywords
リスクマネジメント、クライシスマネジメント、戦略的思考、意思決定、経営行動
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年度 2019
科目名 共通　ｴｼｯｸｽとﾋﾞｼﾞﾈｽ
英文科目名 Ethics and Business
学期 単位前期 2
教員名 西谷 幸介
英文教員名 NISHITANI, Kousuke

講義概要/Course description
　1980年代、それまでの企業不祥事の蓄積への問題視を受けて、「ビジネスエシックス」という倫理学の
特殊部門の探究が進展し、これが現在では世界中の多くのビジネススクールの正規科目として認知され、
教授されるようになりました（ただし、日本のビジネススクールでいまだにそうした科目を設置していな
いところも少なからずあるのですが！）。

　そこで、まず、エシックスとは何か、を確認し、次に、ビジネスとは何か、ということを、現在多く流
布しているビジネス哲学から確認して、この講義の基本的な問題意識を設定するところから、始めていき
たいと考えます。

　なぜ、今、ビジネスエシックスか、という問いが、この講義の背景にあるわけですが、それに対する端
的な答えは、企業不祥事が絶えることがないから、ということになると思います。こうした不祥事に対し
て、即座にどのように対処すればよいか（換言すれば、どんな「謝罪会見」を開けばよいか）という短期
的な視点からも、また、そもそもそうした問題に悩むことのない企業やビジネスパースンになるためには
どうすればよいのか、という長期的な視点からも、この講義で多くのことを学んで頂きたいと思います。

　ビジネスで発生する不祥事はすべてそれぞれ個別の具体的・偶発的な形状を呈します。そこには「理念
型」（ヴェーバー）は存在しません。この個別の形状を倫理学でも「ケース」caseと呼んでいます。そし
て、それに直面させられる時、好むと好まざるとにかかわらず、関係者は、外部（ステークホルダーや世
論）からの批判を想定し、それに応答しうるだけの倫理的な解析をもって、この批判に対処しなければな
りません。この倫理的解析を倫理学では「決疑法」casuistryと呼んでいます。そして、このカズィスト
リーを導いてくれるのが古今東西の普遍的な倫理規範の会得です。受講者の方々にはこの講義でその基本
を押さえて頂きたいのです。
　
　倫理に唯一絶対の解答・解決はありません。しかし、多くの人々に納得してもらう議論を提示すること
は可能です。ビジネスエシックスのクラスで身に着けて頂きたいのは、その能力です。また、この講義
を、ビジネスリーダーに不可欠の倫理的な性格鍛錬（キャラクター形成）の時とも心得て頂ければ、幸い
です。

達成目標/Course objectives
・エシックス、倫理学一般の学術的会得
・経済や経営に多大な影響を及ぼしている、古今東西の倫理思想や、民族的性向の理解
・企業の具体的諸問題への倫理学的な対処能力の獲得

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
　外的条件はなし。内面的には、自身の倫理的な性格形成と思索力への探求心。

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 ＜エシックスとは何か＞
　<ギリシア哲学倫理>（ソクラテス、プラトン、アリストテレス）をとおして、倫理
（学）の本質を知る。
　倫理と法、倫理と宗教の関係についても学ぶ。
　 

事前学習 　英語の ethics, moral と、日本語の「倫理」、「道徳」について調べておく。
事後学習 　倫理・道徳は生得的な事柄か後天的な事柄か、自身で考えてみる。

2 授業計画 ＜ビジネスとは何か＞
　ビジネスの勘所を表現する常套句 "The business of business is business."と、
Ｍ・フリードマンのビジネスの定義を参照しつつ、上記表題の問題を考える。
　講師や受講者どうしによるディスカッション。

事前学習 　受講者は各自でこの問題をめぐる自身の見解を立て、発言の準備をしておく。
　上記常套句の邦訳を各自で考えておき、発表する。

事後学習 　配布されたＭ・フリードマンの論文を批判的に精読。
3 授業計画 ＜ユダヤ教・キリスト教・イスラム教の利子禁止＞

　上記三宗教の利子禁止の教えを知る。とくにその理由を理解する。
　また、受託者精神 Stewardship 概念に関する宗教的教えを知る。
　講師とのＱ＆Ａ。

事前学習 　上記三宗教について一般的な知識を得ておく。また、三宗教の関係について調べ
る。
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事後学習 　利子に関する上記三宗教の教えを検討する。ハムラビ法典に由来する「タリオン」
の原理の恒久的な意味を熟考する。

4 授業計画 ＜お金の現象学＞
　貨幣の成立過程を世界史的展望の中で学習する。とくに講義の最終部分、心理学者
による実験の結果とメッセージについて、受講者全員でディスカッション。

事前学習 　Tricledown の考え方について自身の見解をまとめておく。
事後学習 　トマ・ピケティ『21世紀の資本』に関する自身のレポート(A4で1枚以上）をまとめ

る。
5 授業計画 ＜お金とは何かーーアリストテレスの貨幣論・利子論＞

　アリストテレスの貨幣の哲学を知る。とくに、なぜ、彼が利子徴収を非難したの
か、その理由を理解する。
　全員でディスカッション。

事前学習 　アリストテレス『ニコマコス倫理学』を読む。
　新訳聖書<マタイによる福音書25章14－30節>「タラントンの譬」を読む。

事後学習 　アリストテレスとの対比において、利子をめぐる自身の見解を検証する。
　アリストテレスが説いた二種の「正義」概念について熟考する。

6 授業計画 ＜トマス・アクィナスの貨幣論・利子論＞
　古代・中世のキリスト教の経済倫理の歴史を辿り、キリスト教において利子が是認
されるようになった経緯を知る。
　古代キリスト教とローマ自然法との関係、アウグスティヌスの倫理学などを経て、
トマス・アクィナスにおいて利子が "usuary” から "interest" と理解されるよう
になった経過を確認する。

事前学習 　ソフォクレス『アンティゴネー』読書。
　ヒットラーのアンティセミティズム（反ユダヤ人主義）について調べる。

事後学習 　「個人の自由」と「万人の平等」という、デモクラシーの二大原理について考え
る。

7 授業計画 ＜A・スミス自由市場経済倫理＞
　スミスの市場経済の哲学を通じて、彼が言う「自然」、「共感」、「自由」の意味
を考える。
　同時に、スミスと同時代人であるドイツ人哲学者カントの倫理学の基本概念を学
ぶ。
　全員でディスカッション。

事前学習 　スミスの『道徳感情論』、『国富論』（特に第4編）を読む。
事後学習 　経済活動の自由も含めて、近代的な「自由」の概念を批判的に考える。

8 授業計画 ＜キリスト教と人権思想・近代デモクラシー＞
　人権概念と近代デモクラシーの成立過程とその本質内容をキリスト教との関連にお
いて認識し、われわれの時代としての「近代」の特徴を知る。
　民主主義についてのディスカッション。

事前学習 　G・イェリネック（初宿正典編訳）『人権宣言論争』（みすず書房）を読む。
　A・リチャードソン『仕事と人間』を読む。

事後学習 　人間社会と政治の本質的な関係を考察する。政治は、なぜ保守主義であろうとする
のか。コーポレートガヴァナンスを考える基本的な枠組を得る。

9 授業計画 ＜ヴェーバー宗教経済倫理ーーⅠルター　Ⅱカルヴァン＞
　M・ヴェーバー『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』の議論の要点を
理解する。
　宗教と倫理の関係を、ヴェーバーの近代資本主義の成立過程の分析と解明を通し
て、熟考する。
　ヴェーバーは、ルターの「信仰義認」の教理ではなく、カルヴァンの「予定」を
もって初めて近代資本主義が成立したと説明する。なぜか？

事前学習 　M・ヴェーバー（大塚久雄訳）『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』
（岩波書店）を読む。

事後学習 　経済活動の自由も含めて、近代的な「自由」概念を批判的に考える。
10 授業計画 ＜ロールズ規範的正義倫理＞

　ハーヴァードの政治哲学者J・ロールズの「フェアネスとしての正義」論の要点を
理解し、彼の議論がもつビジエンスエシックスにとっての意義を確認する。
　同時に、なぜM・サンデルのような後輩の政治学者から批判されたのかも考察す
る。
　全員でディスカッション。

事前学習 　J・ロールズ『正義論』を読む。
　人間個々の「格差」の意味を考える。「平等」のボトムラインとは？

事後学習 　「最大多数の最大幸福」という「功利主義」の倫理が、人間社会にとって、なぜ、
十分な倫理原則とは言えないのか、熟考する。

11 授業計画 ＜マルクス統制経済倫理＞
　人間の経済活動全体を「資本主義」の視点からトータルにとらえたマルクス主義思
想を再把握・再検討する。社会的実験としてはソ連崩壊をもってマルクス哲学は破綻
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したが、なぜそれが人類の１/３の人口を魅了し社会体制にまで突き進んだのか、そ
の真理契機を再考すると同時に、共産主義思想としてのその危険性を指摘する。
　同時に、「中国問題」を考える。講師とのQ＆A。

事前学習 　『経哲手稿』など初期マルクスの諸著作を読む。
事後学習 　統制経済から自由経済への移行を見せながらも、なぜ共産主義は問題を抱え続ける

のか、その核心を洞察する。
12 授業計画 ＜儒教経済倫理＞＜日本的経済倫理＞

　中国人を導く儒教経済倫理、また、鈴木正三、石田梅岩など日本人の商業倫理につ
いて解説する。
　中国文化の二大原理について述べ、またその貨幣倫理に関するヴェーバーの批判的
見方を紹介する。
　全員でディスカッション。

事前学習 　『論語』を読む。また、「人倫五常」の教えについて調べておく。
事後学習 　今後の世界経済に多大な影響を及ぼすであろう中国の政治と文化について、中国人

とどう付き合えばよいのかについて、熟考する。
13 授業計画 ＜儒教経済倫理＞＜仏教経済倫理＞＜日本的経済倫理＞

　東北アジアをおおう儒教、仏教の経済倫理、また鈴木正三、石田梅岩など日本人の
商業倫理について解説する。中国人の貨幣倫理についてヴェーバーの批判的見方を紹
介する。
　全員でディスカッション。

事前学習 　中国や韓国、あるいは東アジアでのビジネス経験を持つ者は、自身のレポートを用
意し、発表する。

事後学習 　欧米とアジアのビジネスエシックスを比較しつつ、自身のビジネスリーダー哲学の
確立に向けて考えてみる。

14 授業計画 ＜内部通報の倫理＞＜会社は誰のものか＞＜エージェンシー・セオリー＞
　上記３テーマの解説後、株主資本主義、社外取締役、内部通報等の論題に触れつ
つ、これからの企業・会社の在り方を考える。
　全員でディスカッション。

事前学習 　内部通報（告発）に類する事例を経験した者は、パーパーを用意し、発表する。
事後学習 　企業・会社への自身（雇用者個人）の帰属感を省察する。

15 授業計画 ＜自由討論＞
　講義全体を振り返り、全員でディスカッション。

事前学習 　こうした講義で新たに取り上げるべきテーマがあれば、簡潔な解説をつけて、発表
する準備。
　自身のレポートのテーマを考える。
　

事後学習 　レポート執筆。

授業方法/Method of instruction
　クラスの前半は講師によるテーマの提示・解説および問題提起。後半はそれをめぐるディスカッショ
ン。

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 レポート  Report 80% 学期末レポートの評価を基本とするが、授業中の発言な
ど授業への貢献度や、自主的な課題提出などを、加点要
素とする。

2 平常点  In-class Points 20%

参考書/Reference books
1 著者名/Author 高橋文郎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　Ａ・リチャードソン（西谷訳）
タイトル/Title 『ビジネスリーダーのフィロソフィ―』　　　　　　　

　　　　　　　　　　『仕事と人間――聖書神学的考
察』

出版社/Publisher 金融財政事情研究会　　　　　新教出版社
出版年/Published year 2012年　　　　　　　　　2012年
価格/Price ￥1400　　　　　　　　　￥1300
備考/Remarks 現代日本のビジネスリーダーが心得るべき諸問題の適切

な解説と著者の意見表明の好著として推奨する。
「仕事」をめぐるキリスト教の見解が邦語で読める希少
な書物。青山ビジネススクールで学ぶ方にとくにお薦め
する。

メッセージ/Message
　概要でも暗示しましたが、日本のビジネススクール入学者の中には、いまだにエシックスに対して鈍感
であったり、中には反感さえ示す方があります。6年ほど前に、全員必修の「企業倫理とコンプライアン
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ス」の第2回目のクラスで、「先生、倫理は金になりますか」と大声で質問する人がいました。「結局
は、ペイします」と答えましたが、そのあとでその方が Pharmaceutical 関係のある役職にある方だとい
うことを知り、大変複雑な気持ちに襲われたことを覚えております。ビジネスエシックス関連のクラスで
何となく斜に構えた受講態度を醸し出している方は、ABSで学ぶのにまだ「心の準備ができていない」方
なのだろうと思います。
　積極的な姿勢で受講して下さる方はもちろんのこと、そういう方も大歓迎です。
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年度 2019
科目名 共通　ﾏｸﾛ経済ﾃﾞｰﾀ分析
英文科目名 Macroeconomic Analysis
学期 単位後期 2
教員名 福井 義高
英文教員名 FUKUI, Yoshitaka

講義概要/Course description
  企業経営においては，国内外の経済動向をできるだけ正確に把握することが必要不可欠である．新聞雑
誌等従来型メディアのみならず，インターネットを通じて，マクロ経済データを含む多種多様な情報を瞬
時に得る機会は飛躍的に増大した．しかし，そうしたデータが何を表し，また表していないかを正しく理
解するには，一定のトレーニングが必要である．マクロ経済をめぐる議論においては，その背後にある基
礎的概念を理解せず，データを駆使し一見もっともらしいけれども，実は意味不明な主張を聞くことがし
ばしばである． 
　この授業では，理解があいまいなまま使っていることも多いマクロ経済データの意味を，実例を用いな
がら解説し，データを通じてマクロ経済を理解することを目指す．教科書は特に指定せず，毎回事前に資
料を配布する．この授業はマクロ経済学の授業ではないので，学者間で意見の一致しない，財政あるいは
金融政策の有効性など、理論上の論争には立ち入らない．毎回，授業のはじめに小テストで前回授業の理
解を確認する．ただし，採点はしない．

達成目標/Course objectives
　合理的経営判断に資するマクロ経済データの正確な理解

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
　特になし

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 日本経済の全体像と最低限必要な統計概念
事前学習 配布資料の予習
事後学習 配布資料の復習

2 授業計画 日本経済の全体像と最低限必要な統計概念
事前学習 配布資料の予習
事後学習 配布資料の復習

3 授業計画 日本経済の全体像と最低限必要な統計概念
事前学習 配布資料の予習
事後学習 配布資料の復習

4 授業計画 日本経済の全体像と最低限必要な統計概念
事前学習 配布資料の予習
事後学習 配布資料の復習

5 授業計画 日本経済の全体像と最低限必要な統計概念
事前学習 配布資料の予習
事後学習 配布資料の復習

6 授業計画 日本の財政と社会保障
事前学習 配布資料の予習
事後学習 配布資料の復習

7 授業計画 日本の財政と社会保障
事前学習 配布資料の予習
事後学習 配布資料の復習

8 授業計画 日本の財政と社会保障
事前学習 配布資料の予習
事後学習 配布資料の復習

9 授業計画 国内及び国際金融
事前学習 配布資料の予習
事後学習 配布資料の復習

10 授業計画 国内及び国際金融
事前学習 配布資料の予習
事後学習 配布資料の復習

11 授業計画 国内及び国際金融
事前学習 配布資料の予習
事後学習 配布資料の復習

12 授業計画 貿易と国際収支
事前学習 配布資料の予習
事後学習 配布資料の復習

13 授業計画 国際比較と経済以外のデータ
事前学習 配布資料の予習
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事後学習 配布資料の復習
14 授業計画 第1～13回講義の総括Q&A

事前学習 第1～13回講義の疑問点確認
事後学習 疑問点の理解

15 授業計画 試験
事前学習 試験の準備
事後学習 試験結果の確認

授業方法/Method of instruction
　小テストの後，講義

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 100% 　授業最終回試験（100%）

キーワード/Keywords
マクロ経済
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年度 2019
科目名 FULL・FLEX・共通　統計分析Ⅱ
英文科目名 Statistical Analysis II
学期 単位後期 2
教員名 森田 充
英文教員名 MORITA, Mitsuru

講義概要/Course description
統計分析Iに引き続き、標本抽出したデータから分析したい仮説を検証するために推測統計を中心に下記
のテーマについて２回から３回かけて講義を行う。授業では、主に理論についての講義を行うが、統計分
析Iで講義したことも含めて、Microsoft Excelを用いた演習を行う。講義は適宜講義資料を配布し進めて
いく。また、統計分析を利用した意思決定についてビジネスゲームを用いた実践的な演習も行いたい。 
毎回講義内容に応じてExcelを利用した宿題を提出してもらい、理解度を確認してもらいながら進めてい
く。

達成目標/Course objectives
仮説構築能力を養う。母集団と標本の違いを理解する。自身でデータを収集し、適切な方法を用いて分析
できるようになる。

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
統計分析Iを履修済みであること

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 ガイダンス　統計分析Iの復習
事前学習 統計分析Iの理解度チェックの内容を復習しておく
事後学習 理解できなかった箇所をもう一度確認しておく

2 授業計画 Excelを使った記述統計の復習
ピボットテーブル
基本統計量
標準化

事前学習 当該内容の予習
事後学習 当該内容について与えられた宿題をこなし、理解を深める

3 授業計画 Excelを使った記述統計の復習
相関係数の利用
正規分布の確率計算

事前学習 当該内容の予習
事後学習 当該内容について与えられた宿題をこなし、理解を深める

4 授業計画 推定　
母集団と標本
標本分布
区間推定　

事前学習 当該内容の予習
事後学習 当該内容について与えられた宿題をこなし、理解を深める

5 授業計画 推定
標本数の決定

事前学習 当該内容の予習
事後学習 当該内容について与えられた宿題をこなし、理解を深める

6 授業計画 仮説検定　
仮説検定の考え方

事前学習 当該内容の予習
事後学習 当該内容について与えられた宿題をこなし、理解を深める

7 授業計画 仮説検定　
平均値の検定

事前学習 当該内容の予習
事後学習 当該内容について与えられた宿題をこなし、理解を深める

8 授業計画 仮説検定　
標本平均の差の分布
平均値の差の検定

事前学習 当該内容の予習
事後学習 当該内容について与えられた宿題をこなし、理解を深める

9 授業計画 仮説検定　
標本分散の分布
分散比の検定

事前学習 当該内容の予習
事後学習 当該内容について与えられた宿題をこなし、理解を深める
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10 授業計画 仮説検定　
質的データと質的データ　独立性の検定
量的データと量的データ　相関係数の検定

事前学習 当該内容の予習
事後学習 当該内容について与えられた宿題をこなし、理解を深める

11 授業計画 重回帰分析　
推定・仮説検定　重回帰係数の意味

事前学習 当該内容の予習
事後学習 当該内容について与えられた宿題をこなし、理解を深める

12 授業計画 重回帰分析　
モデルの適合度・選択

事前学習 当該内容の予習　
事後学習 当該内容について与えられた宿題をこなし、理解を深める

13 授業計画 統計分析を利用したビジネスゲーム　ブリーフィング
事前学習 回帰分析についてさらに理解を深めておく
事後学習 ビジネスゲームの意思決定と業績予想を行う

14 授業計画 統計分析を利用したビジネスゲーム　デブリーフィング
事前学習 ビジネスゲームの意思決定をどのような考え方で行ったのか議論できるようにしてお

く
事後学習 当該内容の復習

15 授業計画 総括とレポート作成について
事前学習 レポート作成にあたっての質問や講義内容全体の質問を考えておく
事後学習 最終レポートの作成

授業方法/Method of instruction
講義およびExcelでの演習

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 100% 宿題（PCでの演習）・最終レポート（自分の設定した
テーマについて講義した分析手法をつかって分析する）
により総合的に判断する。

教科書/Textbooks
1 備考/Remarks 基本的に配布資料をもとに講義を進めます 

以下の参考書を参照してください

参考書/Reference books
1 著者名/Author 大屋幸輔

タイトル/Title コア・テキスト統計学
出版社/Publisher 新世社

2 著者名/Author デビット・Ｍ・リヴィーン、ティモシー･Ｃ･クレーベル
タイトル/Title ビジネス統計学　原書6版
出版社/Publisher 丸善出版

3 著者名/Author 栗原伸一
タイトル/Title 統計学図鑑
出版社/Publisher オーム社

4 著者名/Author 上田拓治
タイトル/Title 44の例題で学ぶ統計的検定と推定の解き方
出版社/Publisher オーム社

5 著者名/Author 羽山博
タイトル/Title できる やさしく学ぶExcel統計入門 難しいことはパソ

コンにまかせて 仕事で役立つデータ分析ができる本
出版社/Publisher インプレス
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年度 2019
科目名 FULL　ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ･ｽｷﾙ
英文科目名 Presentation Skills
学期 単位後期 2
教員名 井田 昌之
英文教員名 IDA, Masayuki

講義概要/Course description
表現すること、 ビジネス上のアイデアを実現可能なシナリオにすること、説得すること、これらの基本
について学習する。理論の講義というより、体験型の学習を意図し、各自のスキル向上とその中での背景
理論の学習をする。Action Learningである。プレゼン上のさまざまな工夫の前になんと言ってもまず内
容をみがくことを重視し、そのための内容を順に取り上げる。内容を練り、それを表現できる形式にする
こと、対象とする相手に伝えることの順である。しばしば長い間の学生諸君の発表で見てきた、おちいり
がちな課題の解消にも注意していく。日本語でのプレゼンの留意点の確認も含み、日本語で講義は進めら
れる。
　基本は、プレゼンに表情をつけて、重要な伝えたいことをどうやって相手に届くようにするか、という
ことが主題である。

達成目標/Course objectives
ビジネスプレゼンテーションの基礎と応用力を修得する。

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
特になし

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 講義の目的と概要：考えを伝えるスキル、表現する、説得する、流れを作る、映像の
効果

事前学習 シラバスの確認
事後学習 当日提示される講義概要・講義予定の確認

2 授業計画 予備実験：採用される自己紹介を考える。ポイントを絞ること、反応を考えること、
相手があっての会話ということ

事前学習 自己紹介文を用意してくる
事後学習 学習内容の確認

3 授業計画 プレゼン構成の基本要素：アイデアを核として、プレゼンの非対称性、プレゼンター
の基本姿勢、表現の課題、"I am blind, please help me"を磨く

事前学習 講義資料の確認
事後学習 学習内容の確認

4 授業計画 プレゼンに表情を：その表現で何が伝わるのか、訴える力、スーパー笹団子マシン
事前学習 講義内容の確認
事後学習 学習内容の確認

5 授業計画 タイトルとフレーズの力：良いタイトルをつける、感情に訴える、共感を呼ぶ、味方
につける、筋道・流れをつくる

事前学習 講義内容の確認
事後学習 小レポートの作成

6 授業計画 書かれていないものは無いと同じ、論理的構造のパターン、論理的説得性、思考プロ
セスのチェックリスト

事前学習 講義内容の確認
事後学習 学習内容の確認

7 授業計画 アイデアのちから：6原則、アイデアを体系化する、なんども繰り返し練っていく
事前学習 講義内容の確認
事後学習 学習内容の確認

8 授業計画 非言語コミュニケーション：コミュニケーション学から理解すること、子供に読み聞
かせる

事前学習 講義内容の確認
事後学習 学習内容の確認

9 授業計画 認知科学・コミュニケーション論的な基礎：背景理論、応用行動分析、人間の行動・
心理・マインドということ、人工知能の背景としての認知科学

事前学習 講義内容の確認
事後学習 小レポートの作成

10 授業計画 相手を見てものを言う：企業活動での謝罪という実例
事前学習 講義内容の確認
事後学習 学習内容の確認

11 授業計画 ローコンテクストでクリスピーに：ローコンテクストとは、はっきり言うこととはっ
きりと伝わること、ソフトコミュニケーションの課題

事前学習 講義内容の確認
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事後学習 学習内容の確認
12 授業計画 プレゼンに動きを入れる：プレゼンを強くする、絵・写真を入れる、動画を入れる、

GIFアニメーション、ビデオクリップを入れる
事前学習 講義内容の確認
事後学習 小レポートの作成

13 授業計画 仮想プロジェクトによる学習：テーマが与えられて、実際にプレゼン資料にまとめて
みる

事前学習 準備作業
事後学習 学習内容の確認

14 授業計画 仮想プロジェクトによる学習、そのプレゼンと評価
事前学習 前回の成果としてプレゼンをまとめる
事後学習 学習内容の整理

15 授業計画 マサチューセッツ工科大学前人工知能研究所所長による"How to Speak"講演に学ぶ。
予備実験再考、自分のリーダシップ、強靱なきれいな心、人と違っていることを恐れ
ないこと。ビジネスコミュニケーションの技術より。そしてまとめ

事前学習 ボストン地区の共通講義になっているこの著名講演に学ぶので事前にYoutubeを見て
まとめておく。予備実験のふりかえり

事後学習 学習内容の確認

授業方法/Method of instruction
講義、実験、演習の組み合わせ

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 100% 数回の小レポート、実験レポート、最終レポート

教科書/Textbooks
1 備考/Remarks Course Power　に毎回載せる資料

参考書/Reference books
1 備考/Remarks アイデアの力、チップハース＋ダンハース著、日経BP、

ISBN978-4-8222-4688-4、1600円
ビジネスコミュニケーションの技術、安田正、ジャパン
タイムズ、ISBN4-7890-0952-1、2200円
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年度 2019
科目名 FLEX　ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ･ｽｷﾙ
英文科目名 Presentation Skills
学期 単位後期 2
教員名 清水 絹代
英文教員名 SHIMIZU, Kinuyo

講義概要/Course description
毎回の講義では、個人プレゼンテーションだけでなく、他のクラスメートとチームでプレゼンテーション
を行う機会もあります。他者、他チームのプレゼンテーションから学ぶことを重視する体験学習型授業の
ため、積極的に講義に参加される方の履修を望みます。プレゼンテーションの経験は特に問いません。

達成目標/Course objectives
プレゼンテーションを行う上で必要な考え方、スキルの習得を目指します。

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
4回以上欠席した場合、評価の対象から除外します

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 説明型プレゼンテーションの構成１
事前学習 シラバスを読み講義内容の全体像を把握する。
事後学習 講義内容を復習

2 授業計画 プレゼンテーション演習1
事前学習 ミニ・レポート記入
事後学習 返却されたミニ・レポートで学習内容を確認

3 授業計画 オーディエンス分析
事前学習 ミニ・レポート記入
事後学習 返却されたミニ・レポートで学習内容を確認

4 授業計画 プレゼンテーション演習2
事前学習 ミニ・レポート記入
事後学習 返却されたミニ・レポートで学習内容を確認

5 授業計画 プレゼンテーションにおける感情と論理
事前学習 ミニ・レポート記入
事後学習 返却されたミニ・レポートで学習内容を確認

6 授業計画 プレゼンテーション演習3
事前学習 ミニ・レポート記入
事後学習 返却されたミニ・レポートで学習内容を確認

7 授業計画 問題解決型プレゼンテーションの構成2
事前学習 ミニ・レポート記入
事後学習 返却されたミニ・レポートで学習内容を確認

8 授業計画 プレゼンテーション演習4
事前学習 ミニ・レポート記入
事後学習 返却されたミニ・レポートで学習内容を確認

9 授業計画 様々な表現方法1
事前学習 ミニ・レポート記入
事後学習 返却されたミニ・レポートで学習内容を確認

10 授業計画 プレゼンテーション演習5
事前学習 ミニ・レポート記入
事後学習 返却されたミニ・レポートで学習内容を確認

11 授業計画 様々な表現方法2
事前学習 ミニ・レポート記入
事後学習 返却されたミニ・レポートで学習内容を確認

12 授業計画 プレゼンテーション演習6
事前学習 ミニ・レポート記入
事後学習 返却されたミニ・レポートで学習内容を確認

13 授業計画 講義総括1
事前学習 ミニ・レポート記入
事後学習 返却されたミニ・レポートで学習内容を確認

14 授業計画 講義総括2
事前学習 ミニ・レポート記入
事後学習 返却されたミニ・レポートで学習内容を確認

15 授業計画 講義総括3
事前学習 ミニ・レポート記入
事後学習 返却されたミニ・レポートで学習内容を確認
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成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 レポート  Report 30% 学期末レポート
2 平常点  In-class Points 10% 他の履修者へのコメントシート
3 その他  Others 60% 毎回のミニ・レポート：30％　授業内プレゼンテーショ

ン：30%

教科書/Textbooks
1 備考/Remarks 初回講義で説明します
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年度 2019
科目名 共通　ﾋﾞｼﾞﾈｽ･ﾌｨﾛｿﾌｨｰ
英文科目名 Business Philosophy
学期 単位後期 2
教員名 髙橋 文郎
英文教員名 TAKAHASHI, Fumio

講義概要/Course description
この科目では、グローバルに活躍するビジネスリーダーに必要とされる幅広い教養や考え方を身につける
ことを目的に、宗教・哲学・思想・自然科学・社会科学等の著作を読みながら、現代社会が直面する問題
点とビジネスリーダーの生き方について考察する。授業は討論形式で行われ、参加者には、毎回、数十
ページの課題図書を読んで感想を提出するとともに、討論に積極的に参加することが要求される。参加者
は、クラスでの討論を踏まえて、自分自身のミッション・ステートメント（ビジネスリーダーとしてどの
ように生きるか）をつくり、学期末に発表する。

達成目標/Course objectives
現代社会が直面する問題点とビジネスリーダーの生き方について考察し、自分自身のミッション・ステー
トメント（ビジネスリーダーとしてどのように生きるか）をつくる。

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
特になし

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 イントロダクション
事前学習 フランクリン｢フランクリン自伝｣、今道友信｢エコエティカ｣、クーツ「レジリアンス

を鍛え上げる」
事後学習 討論のポイントを確認する。

2 授業計画 自然
事前学習 ダーウィン｢種の起源｣、カーソン｢沈黙の春｣、寺田寅彦「日本人の自然観」
事後学習 討論のポイントを確認する。

3 授業計画 人間(1)
事前学習 ｢論語｣、ヒポクラテス「古い医術について」、アリストテレス「ニコマコス倫理学」
事後学習 討論のポイントを確認する。

4 授業計画 人間(2)
事前学習 パスカル「パンセ」、スミス｢道徳感情論｣、福沢諭吉「学問のすゝめ」
事後学習 討論のポイントを確認する。

5 授業計画 宗教
事前学習 ｢ブッダの真理のことば｣、「旧約聖書 創世記」、｢新約聖書｣
事後学習 討論のポイントを確認する。

6 授業計画 政治
事前学習 「書経」、プラトン「国家」、ロック「統治二論」
事後学習 討論のポイントを確認する。

7 授業計画 アメリカ
事前学習 トクヴィル「アメリカのデモクラシー」、リンカーン「ゲティスバーグ演説」、朝河

貫一「日本の禍機」　 　 　
事後学習 討論のポイントを確認する。

8 授業計画 日本(1)
事前学習 「古事記」、新渡戸稲造「武士道」、加藤周一｢日本社会･文化の基本的特徴｣　 　 　 　

 　 　 　 　 　 　 　 　 　
事後学習 討論のポイントを確認する。

9 授業計画 日本(2)　
事前学習 夏目漱石「現代日本の開化」、丸山眞男「日本支配層の戦争責任」、野中郁次郎他

「失敗の本質」
事後学習 討論のポイントを確認する。

10 授業計画 経済(1)　
事前学習 マルクス／エンゲルス「共産党宣言」、マルキール「ウォール街のランダム・ウォー

カー」、ライシュ「最後の資本主義」
事後学習 討論のポイントを確認する。

11 授業計画 経済(2)
事前学習 ヴェーバー「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神」、鈴木正三「万民徳

用」、猪木武徳「戦後世界経済史」
事後学習 討論のポイントを確認する。

12 授業計画 社会
事前学習 リップマン「世論」、オルテガ「大衆の反逆」、ドラッカー「ポスト資本主義社会へ

の転換」
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事後学習 討論のポイントを確認する。
13 授業計画 プロフェッショナル

事前学習 世阿弥｢風姿花伝｣、宮本武蔵｢五輪書｣、渋沢栄一｢論語と算盤｣
事後学習 討論のポイントを確認する。

14 授業計画 アントレプレナー
事前学習 フォード｢藁のハンドル｣、松下幸之助｢実践経営哲学｣、ジョブズ｢スタンフォード大

学卒業式スピーチ｣
事後学習 討論のポイントを確認する。

15 授業計画 まとめ－ミッション・ステートメントの発表
事前学習 自分自身のミッション・ステートメントを作成する
事後学習 討論のポイントを確認する。

授業方法/Method of instruction
テキストに基づく対話

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 レポート  Report 40% ミッション・ステートメント
2 平常点  In-class Points 40% 毎週の討論への参加状況
3 その他  Others 20% 毎週の課題

メッセージ/Message
第1回目授業の際に授業の進め方について説明するので、第1回目の授業は必ず出席すること。どうしても
出席できない場合は第2回目授業の前までに必ずメールにて履修希望の旨を伝えること。折り返し、授業
の進め方と第2回目授業までの課題について記したメールを送る。
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年度 2019
科目名 共通　ﾋﾞｼﾞﾈｽ･ｹﾞｰﾑ基礎
英文科目名 Fundamental Business Game
学期 単位後期 2
教員名 岩井 千明
英文教員名 IWAI, Chiaki

講義概要/Course description
　主として実務経験の少ない学生（学部からの入学生、留学生など）を対象に、ビジネスの基礎をビジネ
ス・ゲームを通じて模擬体験するための授業である。 
　コンピュータ上に構築された仮想的なマーケットの中で、複数の学生が企業の経営者として競争し、商
品の生産や仕入や販売を行う。これによって企業経営を模擬体験し、経営についての理解を深めると共
に、今後学習すべき専門科目の意義を確認することができる。また、プレゼンテーションや発表などコ
ミュニケーションスキル向上のためのロールプレイトレーニングも行う。

達成目標/Course objectives
　経営学関連科目の横断的理解能力、経営環境に対する問題発見・解決能力、グループ討議と結果発表に
よるコミュニケーション能力、PDCAサイクルにもとづくマネジメント能力の獲得を目指す。

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
　主として実務経験の少ない学生（学部からの入学生、留学生など）を対象にしている。また、グループ
ワークのため毎回の意思決定作業が必要である。現実のビジネスをシミュレーションしているため、授業
における消極的な活動は減点の対象となる。

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 オリエンテーション・ゲーム１ 小売業
事前学習 授業・シラバスで指示した参考文献を読む
事後学習 授業で指示した課題を行う

2 授業計画 オリエンテーション・ゲーム１ 小売業
事前学習 授業・シラバスで指示した参考文献を読む
事後学習 授業で指示した課題を行う

3 授業計画 ロールプレイ1　説得力エクササイズ
事前学習 授業・シラバスで指示した参考文献を読む
事後学習 授業で指示した課題を行う

4 授業計画 ゲーム２　（製造業）　作戦会議・練習
事前学習 授業・シラバスで指示した参考文献を読む
事後学習 ビジネスプランの作成

5 授業計画 ゲーム２　実施1
事前学習 授業・シラバスで指示した参考文献を読む
事後学習 授業で指示した課題を行う

6 授業計画 ゲーム２　実施2
事前学習 授業・シラバスで指示した参考文献を読む
事後学習 プレゼンテーションの準備

7 授業計画 ゲーム2　プレゼンテーションと評価
事前学習 授業・シラバスで指示した参考文献を読む
事後学習 授業で指示した課題を行う

8 授業計画 ゲーム3　（製造業・英語）　作戦会議
事前学習 授業・シラバスで指示した参考文献を読む
事後学習 ビジネスプランの作成

9 授業計画 ゲーム３　実施１
事前学習 授業・シラバスで指示した参考文献を読む
事後学習 授業で指示した課題を行う

10 授業計画 ゲーム３　実施２
事前学習 授業・シラバスで指示した参考文献を読む
事後学習 授業で指示した課題を行う

11 授業計画 ゲーム3　実施３
事前学習 授業・シラバスで指示した参考文献を読む
事後学習 データベースの作成

12 授業計画 ゲーム3　実施4
事前学習 授業・シラバスで指示した参考文献を読む
事後学習 授業で指示した課題を行う

13 授業計画 ゲーム3　英語によるプレゼンテーション準備
事前学習 授業・シラバスで指示した参考文献を読む
事後学習 授業で指示した課題を行う

14 授業計画 ゲーム３　英語によるプレゼンテーション
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事前学習 授業・シラバスで指示した参考文献を読む
事後学習 授業で指示した課題を行う

15 授業計画 ロールプレイ2　新規事業のプレゼンテーション
事前学習 授業・シラバスで指示した参考文献を読む
事後学習 授業で指示した課題を行う

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 100% グループワークへの貢献、プレゼンテーション、最終レ
ポートにより評価する。また、授業への貢献度も考慮す
る。
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年度 2019
科目名 共通　文化と宗教から見るﾋﾞｼﾞﾈｽｴｼｯｸｽ
英文科目名 Culture,Religion,and Business Ethics
学期 単位後期 2
教員名 西谷 幸介
英文教員名 NISHITANI, Kousuke

講義概要/Course description
　本クラスの目的は、

　　①グローバルな視野からの異文化・他宗教（とくに本学の特徴としてのキリスト教）圏のビジネス倫
理の研究、

　　②ネイティヴ・スピーカーの講師を交えた、学生同士の実践的英会話と、ビジネス・コミュニケー
ション能力の育成、

　という2点です。

　これまでの受講者の方々は、以上の2点に加え、ビジネス・キャリアを積んだゲスト講師から直接ビジ
ネスパースンとしての在るべき姿や人生の教訓を学ぶことができた、といった感想を語っています。その
意味で、本クラスは実物教育（object lesson）の場でもあります。

　今学期も授業のテーマは毎回ゲスト講師から新たに示されますので（皆さんには1週前のクラスで提示
し、アサインメントも課されます）、下記のテーマと講師は従来のクラスのものです。参考にして下さ
い。

　今回も同一講師が多く来られますが、新来ゲストも計画しております。前年の講師で新しい方々は、例
えば、Annerie Van Wyk, Director of Retail Development UD (Volvo), Alison Birch, Managing Direc
tor of HR, JP Morgan, Paul Biju, CEO of Top Tech, Yusuke Yamada, Director of Logistics, H&M さ
んなどでした。この山田さんはABSのアルムナイのお一人で、このクラス出身の方です。

　ビジネス会話力の向上と同時にキャリア・ビジネスパースンとの触れ合いを求めておられる方の受講を
お薦めします。
　
　最終授業で、各自に英語レポートと、それに基づくプレゼンテーションを求めます。

達成目標/Course objectives
①グローバルな視野から異文化・他宗教（とくに本学の特徴としてのキリスト教）圏のビジネス倫理を学
習する。
②ネイティヴ・スピーカーのゲスト講師を交えての実践的英会話のレヴェルアップに努め、ビジネス・コ
ミュニケーション能力を向上させる。

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
　初回の授業に必ず参加してください。TOEICのスコアにかかわらず、意欲のある方を求めます。初回の
授業でこのクラスへの導入をいたします。

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 　Interview and Introduction
事前学習 シラバスを読み講義内容の全体像を把握する。 
事後学習 自身の問題・関心と授業の目指すところが乖離していないかどうか確認する。

2 授業計画 “Globalization: The Path to Japan's Future” 
Mr. Nathan Floyd (American)
Ex-Senior Counsel of LINE Corporation 

事前学習 授業内で指示。 
事後学習 適宜指示 

3 授業計画 “Corporate Mission Statements and Core Values” 
Mr. Steve Wheeler (American)
Manager of the Japan Branch Office of Hyland Software

事前学習 授業内で指示。 
事後学習 適宜指示 

4 授業計画 “Corporate Misconducts & Compliance” 
Prof. Yoshio Sano (one of ABS alumini)　
Professor of Nagoya University 

事前学習 授業内で指示。 
事後学習 適宜指示 
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5 授業計画 “Good Innovation” 
Mr. Nick Ashley (British)
Senior Plannning Director, McCann
Ex-Staff Member of Dentsu

事前学習 授業内で指示。
事後学習 適宜指示

6 授業計画 "Risk Management of Japanese Corporations from a Cultural Point of View" 
Ms. Hiromi Hiraide　(one of ABS alumini)
Customer Support Manager, Ericsson Japan K.K.

事前学習 授業内で指示。
事後学習 適宜指示 

7 授業計画 "Busines Ethics in Foreign Investment"
Ms. Jennifer Lim (Phillipine)
Corporate Lawyer

事前学習 授業内で指示。
事後学習 適宜指示

8 授業計画 Case Study: Grand Prince Hotel Takanawa
Prof. Dr. Mitsuhiro Umezu
Associate Professor of Keio University

事前学習 授業内で指示。
事後学習 適宜指示

9 授業計画 "A Job or a Calling? Findinf a Higher Purpose in Corporate Workplace"
Ms. Annerie Van Wyk (South-African)
Director of Retail Development at UD Trucks Corporation

事前学習 授業内で指示。
事後学習 適宜指示

10 授業計画 "Pharma Compliance Issues: A Perspective from Two Years On"
Mr. Peter Mathies (Austrian)
Certified Integral Coach
Ex-Head of ERP Systems, Novartis Pharma Japan

事前学習 授業内で指示。
事後学習 適宜指示

11 授業計画 "Global Tax Alert"
Mr. Harold Archr (Canadian)
Project Manager, Toyota Gazoo Racing

事前学習 授業内で指示。
事後学習 適宜指示

12 授業計画 "Chick-fil-A's Closed-on-Sunday Policy in USA"
Rev. Dr. Mike Sherrill (American)
Professor of Aoyamagakuin University

事前学習 授業内で指示。
事後学習 適宜指示

13 授業計画 “Womenomics: Japan’s Hidden Asset”
Ms. Kathy Matsui (American)
Managing Director and Chief Japan Equity Strategist for Goldman Sachs (Japa
n) Ltd.

事前学習 授業内で指示。
事後学習 適宜指示

14 授業計画 Review Discussion
事前学習 授業内で指示。
事後学習 適宜指示

15 授業計画 　 Summary: A Brief Oral Report Performance and a Written Report Submission 
(A4 pp. 2~3)

事前学習 授業内で指示。
事後学習 学習成果の確認

授業方法/Method of instruction
　始めの30分はゲスト講師によるプレゼンテーション。残り1時間は講師とのQ&Aおよびクラス全員による
自由討論。西谷が適宜解説し、方向付けをする。

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 その他  Others 50% 最終授業における各自のプレゼンテーション（50％）
2 平常点  In-class Points 50% 質問、発言、意見表明等による、授業への貢献度（50

％）
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教科書/Textbooks
1 備考/Remarks 　特に指定せず。

参考書/Reference books
1 備考/Remarks 　特に指定せず。

メッセージ/Message
　英語能力がTOEIC720点に満たない方でも受講にチャレンジして頂いて結構です。昨年度は受講途中でTO
EIC720点を超えた方がありました。ただ、皆さん、それぞれに英会話力の向上の努力は続けて頂きたいと
思います。各自が出発の時点からそれぞれがどれほど伸びたかを評価の基準としています。到達度評価で
す。
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年度 2019
科目名 FULL・FLEX　ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ(基礎)
英文科目名 English for Global Communication  (Foundation)(in English)
学期 単位後期 2
教員名 FRANCIS,Eric M.
英文教員名 FRANCIS, Eric Maeser

講義概要/Course description
English for Global Communication (Foundation) is a course designed to identify, practice, and 
apply the key communication skills needed for succeeding in global business situations. Class 
members will be expected to use English as a tool in developing their confidence and competenc
e in the topic areas covered.  Class sessions will be interactive and therefore require a high
 level of participation. Emphasis will be on applying lecture topics outside of class for maxi
mum growth and internalization. 

達成目標/Course objectives
To develop and internalize Global Communication skills (in English) that will enable course pa
rticipants to succeed in global business situations.

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
Basic understanding (TOEIC Level 500 or higher) and desire to use English in global business s
ituations. Also a realization that the class is not a one-way lecture, but requires active par
ticipation to learn, grow, and succeed.

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 Course overview / Connecting skills
事前学習 Read class syllabus
事後学習 Review concepts and practice using connecting skills

2 授業計画 Globish Mind-set & Skill-set
事前学習 Read Book:　 Globish the World Over

Submit homework assignment
事後学習 Review concepts and practice using Globish skills

3 授業計画 Interrupting
事前学習 Submit homework assignment
事後学習 Review concepts and practice using Interrupting skills

4 授業計画 Meeting Participation Skills
事前学習 Submit homework assignment
事後学習 Review concepts and practice using Meeting Participation skills

5 授業計画 Clear & Compact Messages: Oral
事前学習 Submit homework assignment
事後学習 Review concepts and practice using Clear & Compact Message skills

6 授業計画 Clear & Compact Messages: Written
事前学習 Submit homework assignment
事後学習 Review concepts and practice using Clear & Compact Message skills

7 授業計画 Listening Essentials:　 Part 1
事前学習 Submit homework assignment
事後学習 Review concepts and practice using Listening skills

8 授業計画 Listening Essentials:　 Part 2
事前学習 Submit homework assignment (video clip)
事後学習 Review concepts and practice using Questioning techniques

9 授業計画 Feedback Fundamentals
事前学習 Submit homework assignment
事後学習 Review concepts and practice using Feedback skills

10 授業計画 Presentation Skills:　 Delivery
事前学習 Read Book:　 Presentation Zen Chapters 1 & 9 / Prepare personal presentation
事後学習 Review concepts and practice using presentation delivery skills

11 授業計画 Presentation Skills:　 Design
事前学習 Read Book:　 Presentation Zen Chapters 3 & 6 / Prepare business presentation
事後学習 Review concepts and practice using presentation design skills

12 授業計画 Presentation Skills:　 Dialogue
事前学習 Submit homework assignment / Prepare for Q&A individual practice session
事後学習 Review concepts and practice using presentation dialogue skills

13 授業計画 Looking Ahead:　 Growing as a Global Communicator
事前学習 Read Web Article and prepare for class discussion
事後学習 Review class discussion and prepare for Global Development Plan (GDP)
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14 授業計画 Global Development Plan (GDP) presentation
事前学習 Practice GDP presentations
事後学習 Review feedback and prepare GDP slide submissions

15 授業計画 Global Development Plan (GDP) presentations
事前学習 Practice GDP presentations
事後学習 Submit course evaluations

授業方法/Method of instruction
Class sessions will use a combination of lecture + interactive exercises designed to ensure on
-the-job application. Small group work will also be used to support and share class member sha
ring.

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 レポート  Report 50% Homework Assignments
2 平常点  In-class Points 30% Participation/Quizzes
3 その他  Others 20% Global Development Plan (GDP) Oral Delivery : 10 %

Global Development Plan (GDP) Slideshow : 10 %

教科書/Textbooks
1 著者名/Author Nerriere and Hon

タイトル/Title Globish the World Over
出版社/Publisher Toyo Keizai

2 著者名/Author Reynolds, Garr
タイトル/Title Presentation Zen: Simple Ideas on Presentation Des

ign and Delivery
出版社/Publisher New Riders
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年度 2019
科目名 FULL・FLEX　ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ(上級)
英文科目名 English for Global Communication  (Advanced)(in English)
学期 単位前期 2
教員名 FRANCIS,Eric M.
英文教員名 FRANCIS, Eric Maeser

講義概要/Course description
English for Global Communication (Advanced) is a course designed to enable class members to bu
ild on their foundation of English skills to deal effectively with challenging global situatio
ns. Class members will be expected to actively use English in a variety of situations that req
uire a global mindset and skillset.  Class sessions will require a high level of interaction w
ith both other class members and the professor. Emphasis will be on applying lecture topics ou
tside of class for maximum growth and internalization. 

達成目標/Course objectives
To enable class members to reach their potential as Global Communicators by using advanced too
ls and techniques that will enable course participants to succeed in global business situation
s.

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
English proficiency (TOEIC Level 700 or higher) is needed to understand core class concepts an
d actively participate in class discussions and case practice.

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 Course overview / Relationship-Building Skills 
事前学習 Read class syllabus
事後学習 Review concepts and practice using connecting skills

2 授業計画 Analysis Skills for Global Issues
事前学習 Submit homework assignment
事後学習 Review concepts and practice

3 授業計画 Debate Skills: Part 1
事前学習 Submit homework assignment
事後学習 Review concepts and practice 

4 授業計画 Debate Skills: Part 2
事前学習 Submit homework assignment
事後学習 Review concepts and practice

5 授業計画 Dealing with Disagreement
事前学習 Submit homework assignment
事後学習 Review concepts and practice

6 授業計画 Negotiation Skills: Part 1
事前学習 Submit homework assignment
事後学習 Review concepts and practice 

7 授業計画 Negotiation Skills: Part 2
事前学習 Submit homework assignment
事後学習 Review concepts and practice 

8 授業計画 Meeting Facilitation Skills: Preparation
事前学習 Submit homework assignment
事後学習 Review concepts and practice 

9 授業計画 Meeting Facilitation Skills: Consensus
事前学習 Submit homework assignment
事後学習 Review concepts and practice

10 授業計画 Delivering Bad News-Do’s and Don’ts of Apologizing
事前学習 Submit homework assignment
事後学習 Review concepts and practice

11 授業計画 Persuasive Presentations
事前学習 Read Book:　 Presentation Zen Chapters 3 & 6 / Prepare business presentation
事後学習 Review concepts and practice 

12 授業計画 Informative Presentations
事前学習 Submit homework assignment / Prepare for Q&A individual practice session
事後学習 Review concepts and practice

13 授業計画 Building Global Communication Competence & Confidence
事前学習 Read Web Article and prepare for class discussion
事後学習 Review class discussion and prepare for Final Presentation

14 授業計画 Final Presentations
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事前学習 Prepare and deliver final presentations
事後学習 Review feedback and prepare Final Presentation

15 授業計画 Final Presentations
事前学習 Prepare and deliver Final presentations
事後学習 Submit course evaluations

授業方法/Method of instruction
Class sessions will use a combination of lecture + interactive exercises designed to ensure on
-the-job application. Small group work will also be used to support and share class member sha
ring.

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 レポート  Report 50% Homework Assignments
2 平常点  In-class Points 30% Participation/Quizzes
3 その他  Others 20% Final Presentation
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年度 2019
科目名 共通　ﾋﾞｼﾞﾈｽへの演劇ｱﾌﾟﾛｰﾁ
英文科目名 Acting approach to Business
学期 単位後期 2
教員名 広瀬 彩
英文教員名 HIROSE, Aya

講義概要/Course description
　私たちは常に何らかの役割を演じながら生きています。
ビジネスにおいてもそれは例外ではありません。社内外におけるプレゼンテーションやチームマネジメン
ト、クライアントとの交渉、そのほかあらゆる場面で、ある時はリーダーとして、ある時は部下として、
またある時はビジネスパートナーとして…、私たちには状況に合った振る舞いやもの言いが求められま
す。
　授業序盤では、俳優の演技術をベースに、普段見過ごされがちな「身体」を有効に使って「演劇的視
点」からビジネスを考えて行きます。緊張に縛られず、固定観念に囚われない柔軟で即興性の高いパ
フォーマンスが行えるよう、俳優トレーニングに用いられる手法をビジネスのコンテキストに合わせて講
義し、体験します。
　中盤は、自己から他者への「視点の転換」を試みます。「他者の視点」を獲得することは、ビジネスに
おいても非常に有効です。例えば、営業担当者は顧客の視点、IR担当者は株主の視点、広報担当者はメ
ディアや社会全体の視点から自社の活動を見ることが出来なければなりません。また、組織のリーダーや
マネジャーは、組織メンバーの視点を、海外駐在員は、文化の異なる人たちの視点を理解しなければマネ
ジメントを行うことは不可能です。俳優が役を演じる際に用いる、役の理解のための方法論をベースとし
たオリジナルメソッドを解説しながら、講義を進めます。
　終盤には、それまで学んだ「身体」と「他者視点の取得」を基礎として、プレゼンテーションにおける
有効な言語非言語コミュニケーションとは何かを分析し、実習していきます。最終アウトプットでは、こ
れまで自身が確立してきたスタイルとは全く異なる方法でプレゼンテーションを実施し、身体と思考の関
係、視点転換による気づきを共有し、伝わるプレゼンテーションとは何かを考えます。
　古代ギリシャの時代から、人々は「演劇」を用いて異なる意見をすり合わせ、コミュニティーを育んで
きました。ダイバーシティが声高に叫ばれているいま、欧米ではビジネスリーダーの養成に演劇が大きな
役割を果たしています。
　本講義では、演劇的アプローチからビジネスを考え、創造的リーダーの基礎体力ともなり得る上記能力
を育んで行きます。

達成目標/Course objectives
本講義の目標は、想像力及び創造力の向上と他者の視点を獲得できるようになることです。その結果、コ
ミュニケーション能力や組織マネジメント能力、イノベーションのマネジメント能力などが促進されま
す。

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 オリエンテーション：なぜビジネスに演劇的アプローチが有用か、コミュニケーショ
ンの基礎とディスコミュニケーションの要因（シアターエクササイズ）

事前学習 シラバスを読み、講義内容の全体像を把握する
事後学習 講義内容を振り返る

2 授業計画 緊張のマネジメント：デリバリー能力・コミュニケーション能力の基礎養成（身体的
アプローチ）

事前学習 自身のコミュニケーションにおける課題を整理する
事後学習 講義内容を振り返り、仕事や他授業で実践する

3 授業計画 言語・非言語コミュニケーションを考える、場のデザインを考える
事前学習 課題図書を読んでくる
事後学習 講義内容を振り返り、仕事や他授業で実践する

4 授業計画 身体で学ぶ意義
事前学習 事前配布の資料を読む
事後学習 適宜指示

5 授業計画 他者の視点を取得する：「他者視点取得」の意義、自他の違いを認識する、他者視点
取得のためのPerspective-Taking Method解説　Perspective-Taking Method基礎習得
①二大要素について

事前学習 自身にとってどのような場合に「他者の視点」が必要かを考える
事後学習 授業内で指示する課題に当たる

6 授業計画 他者の視点を取得する：Perspective-Taking Method基礎習得②（自己を知り、他者
の視点に近づく）

事前学習 事前に配布する課題に当たる
事後学習 授業内で指示する課題に当たる

7 授業計画 他者の視点を取得する：Perspective-Taking Method基礎習得③ペルソナを創り具体
化する
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事前学習 事前課題に当たる
事後学習 創造したペルソナについて、その人物像を確認する

8 授業計画 他者の視点を取得する：Perspective-Taking Method基礎習得④ ペルソナのニーズを
探る

事前学習 ペルソナの人物像を掘り下げる
事後学習 他者視点の取得方法を復習する

9 授業計画 プレゼンテーションにおけるコミュニケーションデザインを考える
事前学習 適宜指示
事後学習 授業内容を復習し、次週に備える

10 授業計画 プレゼンテーションを演劇的視点から考える（実習）
事前学習 適宜指示
事後学習 フィードバックについて振り返りを行う

11 授業計画 伝わるための身体・伝わるプレゼンテーションの分析、実践準備
事前学習 事前課題に当たる
事後学習 中間発表に備える

12 授業計画 準備、中間発表、合評、フィードバック、まとめ
事前学習 中間発表に備える
事後学習 合評、フィードバックの振り返りを行い、本番に備える

13 授業計画 準備、最終プレゼンテーション、振り返り、まとめ
事前学習 本番がスムーズに行えるよう備える
事後学習 中間発表と本番の振り返りを行う

14 授業計画 イノベーションのためのストーリーテリング（即興劇手法）
事前学習 テキストを読む
事後学習 授業内容を振り返る

15 授業計画 全15回の振り返り、まとめ
事前学習 これまでの授業内容を振り返る
事後学習 仕事や授業で学んだことを試してみる

授業方法/Method of instruction
レクチャーやディスカッションと並行して「身体」で学ぶワークショップ形式の授業です。

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 平常点  In-class Points 40% 授業貢献度・積極性・参加態度
2 その他  Others 40% 課題の提出、授業における発表
3 レポート  Report 20% 期末レポート

参考書/Reference books
1 著者名/Author 山中伸弥、伊藤穰一

タイトル/Title 「プレゼン力」～未来を変える「伝える」技術～
出版社/Publisher 講談社
出版年/Published year 2016年
ISBN 9784062195638
価格/Price 1200円

2 著者名/Author 高尾隆・中原淳
タイトル/Title インプロする組織　予定調和を超え、日常を揺さぶる
出版社/Publisher 三省堂
出版年/Published year 2012年
ISBN 9784385365633
価格/Price 2000円

3 著者名/Author 平田オリザ
タイトル/Title わかりあえないことから
出版社/Publisher 講談社
出版年/Published year 2012年
ISBN 9784062881777
価格/Price 740円

4 著者名/Author ケリー・レオナルド　トム・ヨートン
タイトル/Title なぜ一流の経営者は即興コメディを学ぶのか
出版社/Publisher ディスカヴァー・トゥエンティワン
出版年/Published year 2015年
ISBN 9784799316573
価格/Price 1800円

メッセージ/Message
演劇演技経験は全く問いません。授業は受講者の理解度、達成度を見ながらペースを考え進めて行きま
す。
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その他/Others
授業で学んだことを仕事や他授業でぜひ実践していただきたいと考えています。一過性の学びとしないた
めに、実践で得られた成功や失敗例を必ず振り返り次のアクションへと繋げていくPDCAサイクルを回して
いただくことを推奨します。

キーワード/Keywords
演劇  演技  他者視点取得  ビジネスコミュニケーション  身体
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年度 2019
科目名 FULL・FLEX　ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
英文科目名 Global Management(in English)
学期 単位後期 2
教員名 中野 勉
英文教員名 NAKANO, Tsutomu

講義概要/Course description
Seasoned experience, knowledge and skills are all essential for managers of start-ups, proprie 
tors of small- and medium-sized enterprises (SME) and employees and executives of large multin 
ational enterprises (MNE) today to deal with the rapidly chaining multinational environment in 
cluiding the globalization and marketization, the rise of protectionism as seen in the America 
Fisrt or the Brexit, the green movements, and the Asian capitalism. In particular, this course 
provides with a general overview of international management from a multinational perspective 
to meet the needs of those engage in global business activities. Discussing a wide variety of 
foundational and advanced topics, it takes a strategic approach to management while studying 
some issues in the fields of organizational behavior and organization theory as relevant to 
international business. It also employs an interactive and integrative approach as in-class 
discussions of case materials, short quizzes, and a team project to practically analyze and 
assess the global management of a firm of your choice, which should lead to the  final group 
presentations. It uses a textbook and visual materials.

達成目標/Course objectives
The course objective is to get comprehensive managerial knowledge and skills to be contemporar
y global managers and leaders from the point of view of micro organizational behavior and macr
o strategy.

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
A good command of reading English materials and positive attitudes as to engage in discussions

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 Global management overview
事前学習 文献を読み、ディスカッションの準備をすること。
事後学習 ディスカッションの内容を復習し、次回のディスカッションと個人のリサーチに応用

することを検討すること。
2 授業計画 Culture and management

事前学習 文献を読み、ディスカッションの準備をすること。
事後学習 ディスカッションの内容を復習し、次回のディスカッションと個人のリサーチに応用

することを検討すること。
3 授業計画 Institutional context of multinational management

事前学習 文献を読み、ディスカッションの準備をすること。
事後学習 ディスカッションの内容を復習し、次回のディスカッションと個人のリサーチに応用

することを検討すること。
4 授業計画 Case analysis

事前学習 文献を読み、ディスカッションの準備をすること。
事後学習 ディスカッションの内容を復習し、次回のディスカッションと個人のリサーチに応用

することを検討すること。
5 授業計画 Multinational management and corporate strategy

事前学習 文献を読み、ディスカッションの準備をすること。
事後学習 ディスカッションの内容を復習し、次回のディスカッションと個人のリサーチに応用

することを検討すること。
6 授業計画 Participation strategies in the global arena

事前学習 文献を読み、ディスカッションの準備をすること。
事後学習 ディスカッションの内容を復習し、次回のディスカッションと個人のリサーチに応用

することを検討すること。
7 授業計画 Entry mode

事前学習 文献を読み、ディスカッションの準備をすること。
事後学習 ディスカッションの内容を復習し、次回のディスカッションと個人のリサーチに応用

することを検討すること。
8 授業計画 Case analysis

事前学習 文献を読み、ディスカッションの準備をすること。
事後学習 ディスカッションの内容を復習し、次回のディスカッションと個人のリサーチに応用

することを検討すること。
9 授業計画 Organizational design for multinational companies

事前学習 文献を読み、ディスカッションの準備をすること。
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事後学習 ディスカッションの内容を復習し、次回のディスカッションと個人のリサーチに応用
することを検討すること。

10 授業計画 Cross-cultural communication and negotiation
事前学習 文献を読み、ディスカッションの準備をすること。
事後学習 ディスカッションの内容を復習し、次回のディスカッションと個人のリサーチに応用

することを検討すること。
11 授業計画 Motivation and team building,

事前学習 文献を読み、ディスカッションの準備をすること。
事後学習 ディスカッションの内容を復習し、次回のディスカッションと個人のリサーチに応用

することを検討すること。
12 授業計画 IHRM and case analysis

事前学習 文献を読み、ディスカッションの準備をすること。
事後学習 ディスカッションの内容を復習し、次回のディスカッションと個人のリサーチに応用

することを検討すること。
13 授業計画 Global leadership

事前学習 文献を読み、ディスカッションの準備をすること。
事後学習 ディスカッションの内容を復習し、次回のディスカッションと個人のリサーチに応用

することを検討すること。
14 授業計画 A Review Session

事前学習 文献を読み、ディスカッションの準備をすること。
事後学習 ディスカッションの内容を復習し、次回のディスカッションと個人のリサーチに応用

することを検討すること。
15 授業計画 Group Presentation

事前学習 文献を読み、ディスカッションの準備をすること。
事後学習 ディスカッションの内容を復習し、次回のディスカッションと個人のリサーチに応用

することを検討すること。

授業方法/Method of instruction
Use of a textbook, case materials and news articles are the main teaching materials for lectur
es whereas an interactive mode of delivery is a key to discuss contemporary issues of global m
anagement on the basis of active student engagement. 

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 100% 50% individual performance (quiz, class participat
ion, in-class discussion) and 50% group work (disc
ussion, final paper and presentation, peer review)
 

教科書/Textbooks
1 著者名/Author Cullen & Paboteeah

タイトル/Title Multinational Management (version 7 as E-book of i
nternational latest edition)

出版社/Publisher Thompson/South-Western 
出版年/Published year 2017
備考/Remarks Also 3-4 case materials

参考書/Reference books
1 著者名/Author Tsutomu Nakano eds.

タイトル/Title Japanese Management in Evolution: New Directions, 
Breaks, and Emerging Practices

出版社/Publisher Routledge
出版年/Published year 2017

メッセージ/Message
This class is conducted in English

キーワード/Keywords
global management  international management  organization  business

2019年03月05日 12時36分

− 71 −



181S100-0002 1 2[ / ]

年度 2019
科目名 FULL・FLEX　ｹﾞｰﾑ理論とﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
英文科目名 Applied Game Theory
学期 単位前期 2
教員名 北野 泰樹
英文教員名 KITANO, Taiju

講義概要/Course description
   ビジネスを含む多くの環境において，人や企業などのプレイヤーが受け取る利得は，自身の行動の選
択だけではなく，他のプレイヤーの行動の選択にも依存して定まります．そのため，各プレイヤーは，相
手の行動を読み込んで自分の行動を決める，あるいは自分の行動により相手がどのように反応するかを先
読みして行動する必要があります．ゲーム理論は，このような複数のプレイヤー間の戦略的相互依存関係
を分析する学問分野です．本講義では，ゲーム理論の基礎的な概念を理解し，戦略的な思考法を身につけ
ることを目標とします．講義中心ですが，適宜内容に関連するケーススタディを紹介し，議論をします．
成績は最終試験の得点と宿題（4回）により評価します．

達成目標/Course objectives
ゲーム理論の考え方を理解し，経営の諸問題に応用できる能力を身につけます．

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 イントロダクション・ゲーム理論とは何か
事前学習 シラバスの確認
事後学習 講義内容の復習

2 授業計画 戦略形ゲーム：支配戦略
事前学習 指定する資料
事後学習 講義内容の復習

3 授業計画 戦略形ゲーム：ナッシュ均衡
事前学習 指定する資料
事後学習 講義内容の復習

4 授業計画 戦略形ゲーム：混合戦略
事前学習 指定する資料
事後学習 講義内容の復習

5 授業計画 展開形ゲーム：後ろ向き帰納法と部分ゲーム完全均衡
事前学習 指定する資料
事後学習 講義内容の復習

6 授業計画 展開形ゲーム：時間不整合性とコミットメント
事前学習 指定する資料
事後学習 講義内容の復習

7 授業計画 展開形ゲーム：戦略的代替と戦略的補完
事前学習 指定する資料
事後学習 講義内容の復習

8 授業計画 交渉
事前学習 指定する資料
事後学習 講義内容の復習

9 授業計画 繰り返しゲーム：協調の実現
事前学習 指定する資料
事後学習 講義内容の復習

10 授業計画 不完備情報のゲーム：ベイジアンナッシュ均衡
事前学習 指定する資料
事後学習 講義内容の復習

11 授業計画 不完備情報のゲーム：オークション・入札
事前学習 指定する資料
事後学習 講義内容の復習

12 授業計画 不完備情報のゲーム：完全ベイズ均衡
事前学習 指定する資料
事後学習 講義内容の復習

13 授業計画 不完備情報のゲーム：シグナリング
事前学習 指定する資料
事後学習 講義内容の復習

14 授業計画 インセンティブ契約
事前学習 指定する資料
事後学習 講義内容の復習

15 授業計画 まとめと試験
事前学習 第1-14回までの復習
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事後学習 講義内容の復習

授業方法/Method of instruction
講義

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 試験  Exam 70%
2 その他  Others 30% 宿題

教科書/Textbooks
1 著者名/Author 天谷研一

タイトル/Title 図解で学ぶゲーム理論入門
出版社/Publisher 日本能率協会マネジメントセンター

2 著者名/Author ディキシット・ネイルバフ
タイトル/Title 戦略的思考をどう実践するか
出版社/Publisher 阪急コミュニケーションズ

参考書/Reference books
1 著者名/Author 神戸伸輔

タイトル/Title 入門ゲーム理論と情報の経済学
出版社/Publisher 日本評論社

2 著者名/Author ディキシット・ネイルバフ
タイトル/Title 戦略的思考とは何か
出版社/Publisher 阪急コミュニケーションズ
備考/Remarks テキストで挙げられている同著者たちの本とほぼ同じ内

容なので，両方購入する必要はありません．
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年度 2019
科目名 FULL・FLEX　計量経済学とﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
英文科目名 Econometrics and Management
学期 単位前期 2
教員名 北野 泰樹
英文教員名 KITANO, Taiju

講義概要/Course description
   情報技術の発展とともに，日々の消費者や企業の行動を記録した様々なデータが利用可能となってい
ます．データを見る際には，注目する変数の関係に因果関係があるのか，ただの相関関係を示すものなの
かを見極める必要があります．単なる相関関係を因果関係と判断してしまうと，誤った経営判断につなが
る可能性があるためです．例えば，さまざまな企業の広告支出と売上のデータから，広告支出と売上の間
には強い正の相関があることが明らかとなったので，販売促進部門のマネージャーが，広告支出を増やす
という意思決定をしたとしましょう．この判断は正しいでしょうか？残念ながら，広告支出を増加させる
ことで，売上を高めることができるとの判断は誤ったものであるか，あるいは思ったほどの効果をもたら
すものではない可能性があります．データから示された広告支出と売上高の正の相関は，「広告支出の増
加が売上を高める」という因果関係を示すものとは限らないためです．通常，広告支出は，売上が大きく
余裕のある企業ほど大きい傾向があります．よって，データの示す相関は，「広告支出の増加が売上を高
める」のではなく，「売上の高い企業が広告支出を高めている」ために観察されている可能性があるので
す．後者の場合，当然ながら広告支出を増加は売上の増加にはあまり寄与しません．
   ビジネスの意思決定においてはデータ分析が不可欠ですが，以上の例が示すように，データが示す関
係から因果関係を導き出すには注意が必要です．そこで，本講義では，因果関係の測定に重点を置いた計
量経済分析の基礎を解説します．講義を通じ，正しくデータを理解し，エビデンスに基づく意思決定を実
行するのに必要な素養を培うことを目的とします．受講には，統計学の基礎的な知識（確率，期待値，分
散など）が必要です．また，微積分などの数学の知識は前提とはしませんが，講義では一部これらの方法
を用います．予習・復習を通じてこれら数学の基礎も身に着けることが求められます．講義は指定するテ
キストに基づいて行います．講義を受けるに当たっては，事前にテキストの指定箇所を予習する必要があ
ります．成績は試験の結果と宿題により評価します． 

達成目標/Course objectives
計量経済分析を用いた経営上の意思決定を実践するための知識と方法を身につけます．

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 イントロダクション
事前学習 シラバスの確認，伊藤第1章，田中第1章
事後学習 講義内容の復習

2 授業計画 ランダム化比較実験
事前学習 伊藤第2章
事後学習 講義内容の復習

3 授業計画 確率・統計
事前学習 田中第3章
事後学習 講義内容の復習

4 授業計画 統計学による推論
事前学習 田中第4章
事後学習 講義内容の復習

5 授業計画 単回帰分析
事前学習 田中第5章
事後学習 講義内容の復習

6 授業計画 重回帰分析①
事前学習 田中第６章
事後学習 講義内容の復習

7 授業計画 重回帰分析②
事前学習 田中第７章
事後学習 講義内容の復習

8 授業計画 操作変数法①
事前学習 田中第８章
事後学習 講義内容の復習

9 授業計画 操作変数法②
事前学習 田中第８章，配布資料
事後学習 講義内容の復習

10 授業計画 パネルデータ分析①
事前学習 田中第９章，伊藤第５章
事後学習 講義内容の復習

11 授業計画 パネルデータ分析②
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事前学習 田中第９章，伊藤第５章
事後学習 講義内容の復習

12 授業計画 マッチング法
事前学習 田中第10章
事後学習 講義内容の復習

13 授業計画 回帰不連続（Regression Discontinuity）分析
事前学習 田中第11章，伊藤第3章
事後学習 講義内容の復習

14 授業計画 まとめ
事前学習 第1-13回の復習
事後学習 講義内容の復習

15 授業計画 理解度確認のための試験
事前学習 第1-14回までの復習
事後学習 講義内容の復習

授業方法/Method of instruction
講義が中心ですが，適宜関連する論文を用いて議論をします．

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 試験  Exam 70%
2 その他  Others 30% 宿題

教科書/Textbooks
1 著者名/Author 伊藤公一朗

タイトル/Title データ分析の力 因果関係に迫る思考法
出版社/Publisher 光文社新書

2 著者名/Author 田中隆一
タイトル/Title 計量経済学の第一歩 ― 実証分析のススメ
出版社/Publisher 有斐閣

参考書/Reference books
1 著者名/Author Wooldridge, Jeffery M.

タイトル/Title Introductory Econometrics: A Modern Approach 6th e
d.

出版社/Publisher South-Western Pub
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年度 2019
科目名 FULL・FLEX　企業戦略
英文科目名 Corporate Strategy/Business strategy
学期 単位後期 2
教員名 中野 勉
英文教員名 NAKANO, Tsutomu

講義概要/Course description
競争優位、資源ベース論、ダイナミック・ケイパビリティ、ゲーム理論などの基本的な理論フレームワー
ク、伝統的な戦略論と組織論諸概念や分析ツールを批判的に学ぶことで、包括的かつ体系的な経営戦略の
 理解とその現実の企業戦略への応用を学びます。教科書に加えアカデミック・ジャーナルからの論文、
ビ ジネス・ジャーナルの記事、ケース、ビジュアル教材、ニュースや新聞記事等を教材とし、授業は講
義と しては理論や概念の説明を行いますが、実務への応用としてのディスカッションに加え、授業で窯
んだことを応用し、最終課題として、現実の企業を選び、その戦略を分析し、問題点の指摘と解決策の提
案を行うためのグループ・ワークが中心となります。コリス＆モンゴメリーの教科書は日本語を使います
が、英語版も入手可能です。最後の 授業ではグループ発表を行います。 

達成目標/Course objectives
経営戦略とはどのようなものであるかを理論的に理解した上で、現実の企業が直面する問題に応用し、Ｃ
ＥＯまたはマネジャーの立場から企業戦略レベルでの立案及び策定・実行・評価と修正ができる知識、分
析視角、論理構成の習得を目指す。 

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
教科書は日本語で入手可能ですが、ケースなど英語版しかないものも使うので、ある程度英語教材を読み
こなせる語学力。日本語でのディスカッションに参加できる語学力。クラスでのディスカッションやグ 
ループワークに参加する積極性。 

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 戦略入門
事前学習 TBD
事後学習 TBD

2 授業計画 企業戦略と事業戦略
事前学習 TBD
事後学習 TBD

3 授業計画 ポジショニング・アプローチ
事前学習 TBD
事後学習 TBD

4 授業計画 資源ベース論からの批判
事前学習 TBD
事後学習 TBD

5 授業計画 意思決定及び組織のデザイン、構造と管理
事前学習 TBD
事後学習 TBD

6 授業計画 ドメインとヴァリュー・チェーン
事前学習 TBD
事後学習 TBD

7 授業計画 能力アプローチへの展開とイノベーション
事前学習 TBD
事後学習 TBD

8 授業計画 多角化1: 内製化とリーダーシップ
事前学習 TBD
事後学習 TBD

9 授業計画 多角化２：戦略的事業提携とネットワーク
事前学習 TBD
事後学習 TBD

10 授業計画 ケース分析
事前学習 TBD
事後学習 TBD

11 授業計画 多角化３：企業買収と統合
事前学習 TBD
事後学習 TBD

12 授業計画 ケース分析
事前学習 TBD
事後学習 TBD

13 授業計画 プラットフォーム、オープン・イノベーション、クラスター戦略
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ケース分析
事前学習 TBD
事後学習 TBD

14 授業計画 ダイナミック・ケイパビリティ、ネットワークとソーシャル・イノベーション、つな
がる時代の組織論

事前学習 TBD
事後学習 TBD

15 授業計画 グループ・プレゼンテーション
事前学習 TBD
事後学習 TBD

授業方法/Method of instruction
授業は講義としては理論や概念の説明を行いますが、実務への応用としてのディスカッション及びグルー
プ・ワークが 中心となります

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 100% ５０％が個人のパフォーマンス（ケース分析、簡単な課
題やクイズ、授業への参加とディスカションでの貢献）
及び５０％はグループ・ワーク（グループ・ディスカ
ション、グループ・リポートとクラスでの発表）

教科書/Textbooks
1 著者名/Author コリス＆モンゴメリー

タイトル/Title 『資源ベースの経営戦略論』
出版社/Publisher 東洋経済
備考/Remarks コリス＆モンゴメリー(Collis & Montgomery) 『資源

ベースの経営戦略論』(英語版はCorporate Strategy: A
 Resource-Based Approach (2005 McGraw Hill, IE 200
5)

参考書/Reference books
1 著者名/Author 中野勉

タイトル/Title 『ソーシャル・ネットワークとイノベーション戦略』
出版社/Publisher 有斐閣
出版年/Published year 2017

その他/Others
その他　 HBRの論文２本及びHBSのケース3本程度

キーワード/Keywords
企業戦略  
  マネジメント  組織論
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年度 2019
科目名 共通　新事業とﾍﾞﾝﾁｬｰ
英文科目名 New Business and Venture
学期 単位前期 2
教員名 石井 芳明
英文教員名 ISHII, Yoshiaki

講義概要/Course description
　ベンチャー企業は、イノベーションと雇用を創出し、経済に新たな活力をもたらす存在である。米国に
おいては、マイクロソフト、アップル、アマゾン、グーグル、フェイスブックをはじめベンチャーから世
界的な大企業に発展した企業群が経済を担っている。一方、現在の日本においては、少し改善の兆しはあ
るものの大きく発展するベンチャーは少なく、ベンチャーの活躍の場も限定的である。何が問題なのか。
　また、日本経済を牽引する大企業は国際競争の中で、かつては盤石と思われていた競争優位性を失って
いる。突破口の一つは新たな市場と顧客を開拓する新事業であるが、大企業各社の新事業開発の取り組み
は十分に成功しているとは言いがたい。なぜなのか。
　本講義においては、このような問題意識のもと、日本におけるベンチャーや新事業開発の活性化の糸口
を探る。まず、ベンチャーと新事業に係る基本的な考え方や方法論を整理する。次に、ベンチャー、中小
企業、大企業等のケーススタディによって、新たな取り組みの成功要因を考える。受講者がベンチャーと
新事業開発の成功確率を高めるための基本的知見とマインドセットを持つことを本講義の目標とする。

達成目標/Course objectives
ベンチャーと新事業開発に関する基本的なフレームワークの理解、ベンチャーと新事業開発の考え方の理
解。
挑戦するマインドセットの共有。

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
ベンチャーと新事業開発に対する知的探究心。学び行動しようとする気持ち。

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 授業の進め方　ベンチャーとは　新事業とは　ビジネスモデルの視点
事前学習 シラバスを読み講義内容の全体像を把握する。
事後学習 自身の問題・関心と授業の目指すところが乖離していないかどうか確認する。

2 授業計画 「優れた」ベンチャー・新事業とは
事前学習 授業内で指示
事後学習 適宜指示

3 授業計画 ベンチャーを考えるためのフレームワーク
事前学習 授業内で指示
事後学習 適宜指示

4 授業計画 ベンチャーをめぐるプレーヤーの状況（エンジェル・アクセラレーター・VC・金融機
関・専門家等）

事前学習 授業内で指示
事後学習 適宜指示

5 授業計画 大企業の新事業開発を考えるためのフレームワーク
事前学習 授業内で指示
事後学習 適宜指示

6 授業計画 大企業の新事業開発をめぐるプレーヤーの状況・新事業開発の取組み事例
事前学習 授業内で指示
事後学習 適宜指示

7 授業計画 ワークショップ１：ビジネスプラニングについて考える
事前学習 授業内で指示
事後学習 適宜指示

8 授業計画 ワークショップ２：ピッチ入門 ・ 知的財産のマネジメントについて考える
事前学習 授業内で指示
事後学習 適宜指示

9 授業計画 ゲストスピーチ１：ベンチャー経営者
事前学習 授業内で指示
事後学習 適宜指示

10 授業計画 ゲストスピーチ２：ベンチャー経営者
事前学習 授業内で指示
事後学習 適宜指示

11 授業計画 ゲストスピーチ３：大企業の新事業開発担当者
事前学習 授業内で指示
事後学習 適宜指示

12 授業計画 ゲストスピーチ４：大企業の社内起業家
事前学習 授業内で指示
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事後学習 適宜指示
13 授業計画 ゲストスピーチ５：日本の起業・イノベーション環境に関するディスカッション

事前学習 授業内で指示
事後学習 適宜指示

14 授業計画 ベンチャー・新事業についての政策支援
事前学習 授業内で指示
事後学習 適宜指示

15 授業計画 授業のまとめ　ベンチャーと新事業の成功のために
事前学習 授業内で指示
事後学習 学習成果の確認

授業方法/Method of instruction
座学、ディスカッション、ワークショップ

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 レポート  Report 80%
2 平常点  In-class Points 20% ディスカッションやワークショップにおけるクラスへの

貢献

参考書/Reference books
1 著者名/Author 松田　修一

タイトル/Title ベンチャー企業
出版社/Publisher 日本経済新聞社（日経文庫）
出版年/Published year 2014年
ISBN 4532113032
価格/Price 1,080円

2 著者名/Author Osterwalder他
タイトル/Title ビジネスモデル・ジェネレーション
出版社/Publisher 翔泳社
出版年/Published year 2012年
ISBN 4798122971
価格/Price 2,678円

3 著者名/Author Eric Ries
タイトル/Title リーンスタートアップ
出版社/Publisher 日経BP
出版年/Published year 2012年
ISBN 4822248976
価格/Price 1,944円

4 著者名/Author 石井　芳明
タイトル/Title 東洋経済オンライン 連載 「あなたも起業しませんか」
備考/Remarks http://toyokeizai.net/category/venturesupport

メッセージ/Message
ベンチャー・新事業のフレームワークを共有し、ワークショップで疑似体験するとともに、実際に取り組
んでいる人の声を聴き、ディスカッションをします。積極姿勢で学ぶ仲間の受講を期待しています。ベン
チャーや新事業について学びながら、現場を知る、MECEで考える、エレベーターピッチで表現する、そん
な仕事へのアプローチが強化され、ビジネスの世界で自分の納得のいく結果を出すための行動パターン形
成に少しでも貢献できればと考えています。

キーワード/Keywords
ベンチャー、新事業、スタートアップ、起業家、イノベーション、オープンイノベーション
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年度 2019
科目名 FULL・FLEX　ｿｰｼｬﾙ･ﾈｯﾄﾜｰｸと組織のﾀﾞｲﾅﾐｸｽ
英文科目名 Social Networks and Organizational  Dynamics
学期 単位前期 2
教員名 中野 勉
英文教員名 NAKANO, Tsutomu

講義概要/Course description
われわれの社会の基本単位を個人、チーム、会社、国家などひとつのノード (node) として捉えた時に、
個人や組織は実に色々なフォーマルまたはインフォーマルな社会的なネットワークに所属し、これらの
ノードのインタラションの中でビジネス世界が展開されている。このような関係性は、個人間・組織内・
組織間などで 大きな影響力を持ち、眼に見えない社会構造として、意思決定や組織のダイナミックス、
経営の効率性、 権力構造、イノベーションなどに大きな影響を与えている。現代社会とビジネスにおい
て、どのような社会的なネットワー ク (social networks) が存在し、それらは経営の世界にどのような
意味と影響を持っているのか。セミナーでは、その歴史的な発展と経緯から、学術的な意味、そして現代
社会での社会生活におけるその戦略的な実践まで、組織とネットワーク戦略の視点から包括的な知識を学
ぶことを目的とする。組織論、組織行動、ネット ワーク分析、「埋込み」、経営戦略論、組織文化、
コープレート・コミュニケーション、ソーシャル・イノベーションやコミュニティのデザインなどに関す
る広範な領域に関し、色々な概念を学び、それらを応用しながら、分析や洞察の視点を提供する。個人の
働き方が大きく変化し、組織の境界があいまいになる現代において、企業の枠をも超えるさまざまなプロ
ジェクト、組織や集団、コミュニティ、ＳＮＳなどのソーシャル・ネッ トワークまで含め、集団、組織
とネットワーク戦略に関する理解を深める。

達成目標/Course objectives
授業では、学術的な研究やソーシャル・ネットワークに関する記事などを広範に読み込み、ＡＶ教材、
ネットワーク分析プログラムなどを使いながら、現実の問題に関するディスカッションを通じ て、ネッ
トワーク分析の組織論や経営戦略分野での意味と応用を考える。例えば、コミュニティー、友人関係と職
場関係、求職、昇進、組織構造 と管理、企業文化や組織文化、市場構造と評判、経営戦略、ヴァリュー
チェーン、事業提携、地域クラス ターとイノベーション、プラットフォーム、社会企業家とアントレプ
レナーシップ、消費者との共感などの諸問題を扱う。 ネットワークをビジネスにおいてどのように戦略
的に使うことが出来るのかについて徹底的に学べ、「ソーシャル・キャピタル」として、その個人と社会
への現実と将来の可能性を広範に考えることで、包括的な理解を得ることを目標とする

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
日本語に加え英文教材がある程度読め、日本語でのディスカッションに積極的に参加する姿勢をもってい
ること。 

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 ソーシャル・ネットワークとは
事前学習 TBD
事後学習 TBD

2 授業計画 社会的行為の理論とソーシャル・キャピタル
事前学習 TBD
事後学習 TBD

3 授業計画 近代化と集団
事前学習 TBD
事後学習 TBD

4 授業計画 マネジメント理論の歴史的展開とインフォーマル・グループの発見
事前学習 TBD
事後学習 TBD

5 授業計画 組織のデザイン１―ヒエラルキーとマネジメント
事前学習 TBD
事後学習 TBD

6 授業計画 組織のデザイン２―組織構造と経済社会学からの批判
事前学習 TBD
事後学習 TBD

7 授業計画 中心性と権力
事前学習 TBD
事後学習 TBD

8 授業計画 位置・役割と同値概念
事前学習 TBD
事後学習 TBD

9 授業計画 リサーチの方法
事前学習 TBD
事後学習 TBD
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10 授業計画 構造、結合性と複雑ネットワーク
事前学習 TBD
事後学習 TBD

11 授業計画 戦略的提携と市場構造
事前学習 TBD
事後学習 TBD

12 授業計画 「構造的な穴」とアントレプレナーシップ
事前学習 TBD
事後学習 TBD

13 授業計画 昇進―ネットワーク構造と組織文化
事前学習 TBD
事後学習 TBD

14 授業計画 ネットワークとイノベーション
事前学習 TBD
事後学習 TBD

15 授業計画 ソーシャル・イノベーションとデザイン
事前学習 TBD
事後学習 TBD

授業方法/Method of instruction
教科書や文献を読みディスカッションを行いながら、現実のマネジメントへの応用について考えることを
基本とする。また、概念の理解や応用のために実際にデータを使いプログラムを回してみることも行う

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 100% 授業とディスカッションへの参加、レポート１本または
短いエッセイ２本

教科書/Textbooks
1 著者名/Author 中野勉

タイトル/Title 『ソーシャル・ネットワークと組織のダイナミクス―共
感のマネジメント』

出版社/Publisher 有斐閣
出版年/Published year 2011

2 著者名/Author 中野勉
タイトル/Title 『ソーシャル・ネットワークとイノベーション戦略―組

織からコミュニティのデザインへ』
出版社/Publisher 有斐閣
出版年/Published year 2017年

キーワード/Keywords
ネットワーク組織論  ソーシャル・ネットワーク  ネットワーク分析  マネジメント  組織論  戦略マネ
ジメント  イノベーション  ソーシャル・デザイン
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年度 2019
科目名 共通　ｿｰｼｬﾙ･ｱﾝﾄﾚﾌﾟﾚﾅｰ
英文科目名 Social Entrepreneur
学期 単位後期 2
教員名 熊平 美香/小林 敦
英文教員名 KUMAHIRA, Mika/KOBAYASHI, Atsushi

講義概要/Course description
環境、教育、文化、経済、倫理、人権、人口、医療、市民、資源、安全、食料などの社会課題に対して、
ビジネスの手法を通じて課題解決を目指すソーシャルビジネスや、社会課題の解決と経済利益の追求の両
立を目指すCSV（共通価値の創造）によるイノベーションが注目されている。本授業では、社会起業や社
会変革の進め方について体系的かつ実践的に学習する。

達成目標/Course objectives
ソーシャルビジネスを目指す社会起業家やCSV（共通価値の創造）によるイノベーションを起こす新規事
業開発者に必要なスキルを習得する。

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
ビジネスの手法を通じた社会課題の解決や未来に向けた社会変革に関心のあるすべての受講者を歓迎す
る。

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 イントロダクション：社会課題の全体像と社会起業家の存在意義（熊平・小林）
事前学習 教科書：パート1　第1章　森を知る
事後学習 授業中に解説・議論した内容の振り返り

2 授業計画 ケーススタディ① 国内外の社会起業家の事例比較（熊平）
事前学習 教科書：パート2　ソーシャルデザインの実践例
事後学習 授業中に解説・議論した内容の振り返り

3 授業計画 ケーススタディ② 企業・非営利組織の事例比較（小林）
事前学習 教科書：パート2　ソーシャルデザインの実践例
事後学習 授業中に解説・議論した内容の振り返り

4 授業計画 ワークショップ① ゲストスピーカーによる社会課題・経営課題の講話（熊平・小
林）

事前学習 ゲストスピーカーに関する公開情報のリサーチ
事後学習 授業中に解説・議論した内容の振り返り

5 授業計画 ワークショップ② 講話を踏まえた社会課題・経営課題の抽出と構造化（熊平・小
林）

事前学習 ゲストスピーカーによる授業配布資料
事後学習 授業中に解説・議論した内容の振り返り

6 授業計画 講義① 社会変革のためのシステム思考（前半）（熊平）
事前学習 教科書：第2章　声を聞く
事後学習 授業中に解説・議論した内容の振り返り

7 授業計画 講義② 社会起業家のためのマーケティングとファイナンス（小林）
事前学習 参考書：第9章　インパクトを測定する
事後学習 授業中に解説・議論した内容の振り返り

8 授業計画 ワークショップ③ チームプロジェクトの中間発表・議論（熊平・小林）
事前学習 ゲストスピーカーによる授業配布資料、講師による授業配布資料
事後学習 授業中に解説・議論した内容の振り返り

9 授業計画 講義③ 社会変革のためのシステム思考（後半）（熊平）
事前学習 教科書：第3章　地図を描く
事後学習 授業中に解説・議論した内容の振り返り

10 授業計画 講義④ 社会起業家のためのリーダーシップとチームビルディング（熊平）
事前学習 参考書：第6章　行動をインパクトにつなげる
事後学習 授業中に解説・議論した内容の振り返り

11 授業計画 講義⑤ 社会変革のためのアート思考（小林）
事前学習 教科書：第6章　道を構想する
事後学習 授業中に解説・議論した内容の振り返り

12 授業計画 講義⑥ 社会変革のためのデザイン思考（小林）
事前学習 教科書：第7章　道をつくる
事後学習 授業中に解説・議論した内容の振り返り

13 授業計画 ワークショップ④　チームプロジェクトの最終発表・議論（熊平・小林）
事前学習 ゲストスピーカーによる授業配布資料、講師による授業配布資料
事後学習 授業中に解説・議論した内容の振り返り

14 授業計画 ワークショップ⑤ マイプロジェクトの発表・議論（熊平・小林）
事前学習 発表者による授業配布資料、講師による授業配布資料
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事後学習 授業中に解説・議論した内容の振り返り
15 授業計画 リフレクション：社会変革の機会と可能性（熊平・小林）

事前学習 教科書：エピローグ　ソーシャルデザインのエッセンス
事後学習 授業中に解説・議論した内容の振り返り

授業方法/Method of instruction
講義、ワークショップ

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 レポート  Report 30% 授業内の課題の提出・発表
2 その他  Others 70% チームプロジェクトの発表・議論、マイプロジェクトの

発表・議論

教科書/Textbooks
1 著者名/Author 筧裕介

タイトル/Title ソーシャルデザイン実践ガイド－地域の課題を解決する
7つのステップ－

出版社/Publisher 英治出版
出版年/Published year 2013年
ISBN 9784862761491
価格/Price 2,200円＋税

参考書/Reference books
1 著者名/Author マーク・J・エプスタイン、クリスティ・ユーザス

タイトル/Title 社会的インパクトとは何か－社会変革のための投資・評
価・事業戦略ガイド－

出版社/Publisher 英治出版
出版年/Published year 2015年
ISBN 9784862762078
価格/Price 3,500円＋税

メッセージ/Message
ソーシャル・アントレプレナーとして起業する人材、ソーシャル・イントラプレナーとしてCSV（共通価
値の創造）戦略を推進する人材を育成していく。

キーワード/Keywords
ソーシャル・アントレプレナー、ソーシャル・イントラプレナー、ソーシャルビジネス、ソーシャルイノ
ベーション、CSV（共通価値の創造）
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年度 2019
科目名 FULL　人材ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
英文科目名 Human Resource Management
学期 単位後期 2
教員名 須田 敏子
英文教員名 SUDA, Toshiko

講義概要/Course description
人材マネジメントには、人事部門が担当する組織全体としての人事戦略・人事施策分野と、管理者が行う
日々の人材マネジメントが入りますが、本科目は人事部門が担当する人事施策分野に焦点をあてていま
す。人事戦略・人事施策には、雇用、社員区分、配置、選抜、人材開発、社員等級、報酬、評価、昇進、
福利厚生、労使関係、国際人事などさまざまな領域が入りますが、本科目ではその中からいくつかの項目
を取り上げる予定です。また、近年注目を集めるテーマとして、戦略人事、人材マネジメントの国際比較
などを取り上げる予定です。戦略人事については経営戦略と人事戦略の連動などについて、人材マネジメ
ントの国際比較については日本型人材マネジメントの特色と補完性、対極的であると同時に世界標準であ
る欧米型人材マネジメントの特色と補完性などについて紹介します。 
なお、企業における人事の実態を知っていただくために、企業の人事部とコンサルティングファームの方
をゲストスピーカーにお招きして、ご講演をしていただく予定です。本シラバス作成時点（2019年1月14
日）ではゲストスピーカーは決定していませんが、2018年度は、武田薬品工業、コンフェリーヘイグルー
プの方がゲストスピーカをお努めになりました。
「人事部門が担当する人事施策を科目の対象とする」と記載しましたが、MBAの科目として、人事部門以
外のビジネスパーソン・ラインマネジャーが知っておくべき知識に焦点をあてて科目を設計しています。
なお、本シラバスで提示した授業計画はシラバス提出時（2019年1月14日）の計画ですので、変更の可能
性があります。第1回目の授業でさらに詳細のシラバスを配付して説明します。

達成目標/Course objectives
企業の人事戦略・人事施策はどのようなロジックでできているのか、人事戦略・人事施策が社員にどのよ
うな影響を与えるのか、企業が直面する人材マネジメント面の課題などラインマネジャーにとって必要な
人材マネジメントの基本知識を習得する。

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
「組織行動」科目の単位を取得済みであること。
日本の人材マネジメントは国際的にみて非常にユニークな特色をもっています。本科目では日本型人材マ
ネジメントの独特な特色について、その内容や形成理由を紹介していきますが、日本での勤務経験のない
方には理解が難しい面があることをご了解のうえで、履修をお考え下さい。

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 科目の説明、人材マネジメントに関する基本事項など（履修を考えている方は必ずご
出席ください）

事前学習 関連資料等で予習
事後学習 関連資料・授業配付資料等で復習

2 授業計画 人材マネジメントの国際比較・日本型雇用の特色
事前学習 関連資料等で予習
事後学習 関連資料・授業配付資料等で復習

3 授業計画 日本型雇用の特色
事前学習 関連資料等で予習
事後学習 関連資料・授業配付資料等で復習

4 授業計画 日本型雇用の特色：含むディスカッション
事前学習 関連資料等で予習

事前学習レポートの作成
事後学習 関連資料・授業配付資料等で復習

5 授業計画 社員等級
事前学習 関連資料等で予習
事後学習 関連資料・授業配付資料等で復習

6 授業計画 人材の評価
事前学習 関連資料等で予習
事後学習 関連資料・授業配付資料等で復習

7 授業計画 報酬
事前学習 関連資料等で予習
事後学習 関連資料・授業配付資料等で復習

8 授業計画 グループディスカッション・発表
事前学習 関連資料・配付資料等を読み込み、グループディカッションに備える

事前学習資料の作成
事後学習 関連資料・授業配付資料等で復習

9 授業計画 ゲストスピーカーセッション
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事前学習 ゲストスピーカー企業に関する事前学習
事後学習 関連資料・授業配付資料等で復習

10 授業計画 日本型人材マネジメントの特色
事前学習 関連資料等で予習
事後学習 関連資料・授業配付資料等で復習

11 授業計画 欧米型人材マネジメントのと特色
事前学習 関連資料等で予習
事後学習 関連資料・授業配付資料等で復習

12 授業計画 国によって人材マネジメントが異なる理由、国際人事など
事前学習 関連資料等で予習
事後学習 関連資料・授業配付資料等で復習

13 授業計画 グループディスカッション
事前学習 ケースを読み込んで、個人分析を行い、グループディスカッションに備える
事後学習 必要に応じてグループディスカッションを続けて、発表内容を確定する

グループ発表資料の作成、プレゼンテーションの準備を行う
14 授業計画 グループ発表

事前学習 グループ発表内容を確定し、発表資料の作成、プレゼンテーションの準備を行う
事後学習 関連資料・授業配付資料・ケース資料等で復習

15 授業計画 授業の振り返り、理解度チェック
事前学習 「人材マネジメント」科目の内容が理解できているかどうか、これまでの内容を復習

する
事後学習 理解度チェックで理解できていない、忘れてしまった内容等を復習する

授業方法/Method of instruction
講義が中心となりますが、テーマに関する全体ディスカッション、ケースに関するグループディスカッ
ション・グループ発表どを織り交ぜていきます。

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 100% グループワーク(30%)、事前学習レポート(10%)、授業へ
の貢献(10%)、理解度チェック(50%)などを基に成績評価
を行います。

教科書/Textbooks
1 備考/Remarks 教科書は特に指定せず、科目担当の須田敏子のハンドア

ウト資料等に基づいて講義を行います。

参考書/Reference books
1 備考/Remarks 必要に応じて授業時に紹介していきます。

その他/Others
初回の授業時に詳細なシラバスを配付して、授業内容を説明します。
授業内容は変更の可能性がありますので、予めご了解ください。
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年度 2019
科目名 FLEX　人材ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
英文科目名 Human Resource Management
学期 単位後期 2
教員名 須田 敏子
英文教員名 SUDA, Toshiko

講義概要/Course description
人材マネジメントには、人事部門が担当する組織全体としての人事戦略・人事施策分野と、管理者が行う
日々の人材マネジメントが入りますが、本科目は人事部門が担当する人事施策分野に焦点をあてていま
す。人事戦略・人事施策には、雇用、社員区分、配置、選抜、人材開発、社員等級、報酬、評価、昇進、
福利厚生、労使関係、国際人事などさまざまな領域が入りますが、本科目ではその中からいくつかの項目
を取り上げる予定です。また、近年注目を集めるテーマとして、戦略人事、人材マネジメントの国際比較
などを取り上げる予定です。戦略人事については経営戦略と人事戦略の連動などについて、人材マネジメ
ントの国際比較については日本型人材マネジメントの特色と補完性、対極的であると同時に世界標準であ
る欧米型人材マネジメントの特色と補完性などについて紹介します。 
また、企業における人事の実態を知っていただくために、企業の人事部の方をゲストスピーカーにお招き
して、ご講演をいただく予定です。本シラバス作成段階ではゲストスピーカーは決定していませんが、20
18年度は、日立製作所・第一三共の人事部の方がゲストスピーカーをお務めになりました。
なお、「人事部門が担当する人事施策を科目の対象とする」と記載しましたが、MBAの科目として、人事
部門以外のビジネスパーソン・ラインマネジャーが知っておくべき知識に焦点をあてて科目を設計してい
ます。
本科目で対象とする人材マネジメントは、世界的にみて日本は非常にユニークな特色をもっています。本
科目では日本
本シラバスで提示した授業計画はシラバス提出時（2019年1月14日）の計画ですので、変更の可能性があ
ります。第1回目の授業でさらに詳細のシラバスを配付して説明します。

達成目標/Course objectives
企業の人事戦略・人事施策はどのようなロジックでできているのか、人事戦略・人事施策が社員にどのよ
うな影響を与えるのか、企業が直面する人材マネジメント面の課題などラインマネジャーにとって必要な
人材マネジメントの基本知識を習得する。

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
「組織行動」科目の単位を取得済みであること。

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 科目の説明、人材マネジメントに関する基本事項など（履修を考えている方は必ずご
出席ください）

事前学習 関連資料等で予習
事後学習 関連資料・授業配付資料等で復習

2 授業計画 人材マネジメントの国際比較・日本型雇用の特色
事前学習 関連資料等で予習
事後学習 関連資料・授業配付資料等で復習

3 授業計画 日本型雇用の特色：含むディスカッション
事前学習 関連資料等で予習

ディカッションテーマに関する事前学習レポートの作成
事後学習 関連資料・授業配付資料等で復習

4 授業計画 社員等級
事前学習 関連資料等で予習
事後学習 関連資料・授業配付資料等で復習

5 授業計画 人材の評価
事前学習 関連資料等で予習
事後学習 関連資料・授業配付資料等で復習

6 授業計画 報酬
事前学習 関連資料等で予習
事後学習 関連資料・授業配付資料等で復習

7 授業計画 ゲストスピーカーセッション
事前学習 ゲストスピーカーの企業・産業に関する情報収集等で事前調査
事後学習 関連資料・授業配付資料等で復習

8 授業計画 グループディスカッションと発表
事前学習 関連資料・授業配付資料等を読み込み、グループディカッションに備える

事前学習レポートの作成
事後学習 関連資料・授業配付資料等で復習

9 授業計画 日本型人材マネジメントの特色など
事前学習 関連資料等で予習
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事後学習 関連資料・授業配付資料等で復習
10 授業計画 欧米型人材マネジメントの特色

なぜ国によって人材マネジメントが異なるのか　など
事前学習 関連資料等で予習
事後学習 関連資料・授業配付資料等で復習

11 授業計画 ゲストスピーカーセッション
事前学習 ゲストスピーカーの企業・産業に関する情報収集など事前調査
事後学習 関連資料・授業配付資料等で復習

12 授業計画 なぜ国によって人材マネジメントが異なるのか
多国企業の国際人事　など

事前学習 関連資料等で予習
事後学習 関連資料・授業配付資料等で復習

13 授業計画 グループディスカッション
事前学習 ケースを読み込んで、個人分析を行い、グループディスカッションに備える
事後学習 必要に応じてグループディスカッションを続けて、発表内容を確定する

グループ発表資料の作成、プレゼンテーションの準備を行う
14 授業計画 グループ発表

事前学習 グループ発表内容を確定し、発表資料の作成、プレゼンテーションの準備を行う
事後学習 関連資料・配付資料等で復習

15 授業計画 授業の振り返り、理解度チェック
事前学習 「人材マネジメント」科目の内容が理解できているかどうか、これまでの内容を復習

する
事後学習 理解度チェックで理解できていない、忘れてしまった内容等を復習する

授業方法/Method of instruction
講義が中心となりますが、テーマに関する全体ディスカッション、ケースに関するグループディスカッ
ション・グループ発表どを織り交ぜていきます。

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 100% グループワーク(約30%)、事前学習課題(約10%)、授業へ
の貢献(約10%)、理解度チェック(約50%)などを基に成績
評価を行います。

教科書/Textbooks
1 備考/Remarks 教科書は特に指定せず、科目担当の須田敏子のハンドア

ウト資料等に基づいて講義を行います。

参考書/Reference books
1 備考/Remarks 必要に応じて授業時に紹介していきます。

その他/Others
初回の授業時に詳細なシラバスを配付して、授業内容を説明します。
授業内容は変更の可能性がありますので、予めご了解ください。
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年度 2019
科目名 FULL・FLEX　ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ演習Ⅰ
英文科目名 Management Seminar (1)
学期 単位前期 2
教員名 藤井 賢治
英文教員名 FUJII KEN_JI

講義概要/Course description
副題　制度・組織の変化に伴う格差問題の深刻化がビジネスに与える影響
　私は講義科目として、マクロ経済学、企業システム論、制度環境と企業経営の3科目を担当しています
が、これらは、それぞれ、市場、組織、制度に対応している科目です。格差問題は、市場レベルでも、組
織レベルでも様々な形をとっていますし、制度変更は格差の原因でもあり、また対応策にもなります。し
たがって、格差について考えることは、市場、組織、制度に関する知識を持ち寄る必要があります。それ
ゆえ、この演習も私の他の担当科目と同様に「ビジネスの一般教養」という位置づけです。（一般教養に
即効性はありませんが、土台としては間違いなく有意味であり、有効です。）
　世界的ベストセラーになったトマ・ピケティ『21世紀の資本』を基本教材とします。大部で高価な本で
すから購入がためらわれるかもしれませんが、ご心配なく。この本に準拠して要約したレジュメをコース
パワーで配布します。また雑誌や新聞の記事などの資料も同様にコースパワーで配布します。事前に配布
されたレジュメと資料を一読して授業に臨んでいただければ十分です。

達成目標/Course objectives
　格差問題の形成されてきた歴史的経緯と広がりについて理解を得ることを目標とします。

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
　特にありません。

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 ガイダンス。テキストとして採用するトマ・ピケティの『21世紀の資本』が巻き起こ
した議論を紹介しつつ、併せて、私の関心事（組織、制度、革新、分配など）を参加
予定者の方々に概説して、問題意識のすり合わせを行います。

事前学習 シラバスを読み講義内容の全体像をイメージする。
事後学習 自分の問題関心と授業の目指すところが乖離していないかどうか確認してください。

2 授業計画 テキスト全体の内容について概説します。
事前学習 格差がどのような現象として身の回りにあるか考えてみてください。
事後学習 読み進めることになった文献が自身の問題意識に沿うものであるかどうか、今一度考

えてみてください。
3 授業計画 三回目以降は、基本的に選択した書籍もしくは論文を読み進め、ディスカッションす

る形式で進めます。
事前学習 レジュメ作成者以外の人でも予定範囲を一読し、疑問点をメモして臨んでください。
事後学習 討議の中で生じた疑問があれば、これを次回の発言に結び付けてください。

4 授業計画 輪読と討論。
事前学習 レジュメ作成者以外の人でも予定範囲を一読し、疑問点をメモして臨んでください。
事後学習 討議の中で生じた疑問があれば、これを次回の発言に結び付けてください。

5 授業計画 輪読と討論。
事前学習 レジュメ作成者以外の人でも予定範囲を一読し、疑問点をメモして臨んでください。
事後学習 討議の中で生じた疑問があれば、これを次回の発言に結び付けてください。

6 授業計画 輪読と討論。
事前学習 レジュメ作成者以外の人でも予定範囲を一読し、疑問点をメモして臨んでください。
事後学習 討議の中で生じた疑問があれば、これを次回の発言に結び付けてください。

7 授業計画 輪読と討論。
事前学習 レジュメ作成者以外の人でも予定範囲を一読し、疑問点をメモして臨んでください。
事後学習 討議の中で生じた疑問があれば、これを次回の発言に結び付けてください。

8 授業計画 輪読と討論。
事前学習 レジュメ作成者以外の人でも予定範囲を一読し、疑問点をメモして臨んでください。
事後学習 討議の中で生じた疑問があれば、これを次回の発言に結び付けてください。

9 授業計画 輪読と討論。
事前学習 レジュメ作成者以外の人でも予定範囲を一読し、疑問点をメモして臨んでください。
事後学習 討議の中で生じた疑問があれば、これを次回の発言に結び付けてください。

10 授業計画 輪読と討論。
事前学習 レジュメ作成者以外の人でも予定範囲を一読し、疑問点をメモして臨んでください。
事後学習 討議の中で生じた疑問があれば、これを次回の発言に結び付けてください。

11 授業計画 輪読と討論。
事前学習 レジュメ作成者以外の人でも予定範囲を一読し、疑問点をメモして臨んでください。
事後学習 討議の中で生じた疑問があれば、これを次回の発言に結び付けてください。

12 授業計画 輪読と討論。
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事前学習 レジュメ作成者以外の人でも予定範囲を一読し、疑問点をメモして臨んでください。
事後学習 討議の中で生じた疑問があれば、これを次回の発言に結び付けてください。

13 授業計画 輪読と討論。
事前学習 レジュメ作成者以外の人でも予定範囲を一読し、疑問点をメモして臨んでください。
事後学習 討議の中で生じた疑問があれば、これを次回の発言に結び付けてください。

14 授業計画 輪読と討論。
事前学習 レジュメ作成者以外の人でも予定範囲を一読し、疑問点をメモして臨んでください。
事後学習 討議の中で生じた疑問があれば、これを次回の発言に結び付けてください。

15 授業計画 全般的なまとめ。
事前学習 講義を通して学び得たことを考えてみてください。
事後学習 さらに深めるためにはどのような文献や学習が必要か検討してみてください。

授業方法/Method of instruction
最初の時間で受講生の希望、関心を確認し、複数の輪読候補テキストの中から一つを選んで読み進めてい
きます。レジュメを作成しながら、輪読そして討議という形式で進めます。

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 100% 　課題部分をちゃんと読んでくること、討議に積極的に
参加することをベースに評価します。

教科書/Textbooks
1 著者名/Author トマ・ピケティ

タイトル/Title 『21世紀の資本』
出版社/Publisher みすず書房
出版年/Published year 2014
備考/Remarks 大部で高価ですから購入しなくても構いません。
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年度 2019
科目名 FULL・FLEX　ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ演習Ⅰ
英文科目名 Management Seminar (1)
学期 単位前期 2
教員名 福井 義高
英文教員名 FUKUI, Yoshitaka

講義概要/Course description
副題：経済政策を理解するためのマクロ経済学 
　ビジネスを取り巻く環境は、経済（財政・金融）政策に大きく左右される．この演習では，ビジネスを
すすめるうえで不可欠な、経済政策の表面的レベルを超えた知識をマスターしたうえで、現実の経済政策
の是非を検討する．そのためには、マクロ経済学を十分に理解することが必須である。
　まず、指定教科書を1章ずつ、全員が事前に読んだうえで議論し、マクロ経済学の理解を深める。教科
書読了後は、受講者の希望を聞いたうえで、各自に経済政策に関する文献を割り当て、著者の主張の要約
を行い，自らの意見をそれに付け加えて発表してもらい、全員で議論する。

達成目標/Course objectives
　マクロ経済学に基づく経済政策の理解

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
　高校2年程度の数学の知識

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 国民所得統計
事前学習 教科書第1章の予習
事後学習 教科書第1章の予習

2 授業計画 GDPの決定
事前学習 教科書第2章の予習
事後学習 教科書第2章の復習

3 授業計画 資産市場
事前学習 教科書第3章の予習
事後学習 教科書第3章の復習

4 授業計画 IS/LMモデル
事前学習 教科書第4章の予習
事後学習 教科書第4章の復習

5 授業計画 オープン・エコノミーのマクロ経済学
事前学習 教科書第5章の予習
事後学習 教科書第5章の復習

6 授業計画 失業とインフレーション／デフレーション
事前学習 教科書第6章の予習
事後学習 教科書第6章の復習

7 授業計画 新古典派マクロ経済学
事前学習 教科書第7章の予習
事後学習 教科書第7章の復習

8 授業計画 消費・貯蓄と投資
事前学習 教科書第8章の予習
事後学習 教科書第8章の復習

9 授業計画 景気循環
事前学習 教科書第9章の予習
事後学習 教科書第9章の復習

10 授業計画 経済成長
事前学習 教科書第10章の予習
事後学習 教科書第10章の復習

11 授業計画 経済政策の論点Ⅰ
事前学習 指定文献の予習
事後学習 指定文献の復習

12 授業計画 経済政策の論点Ⅱ
事前学習 指定文献の予習
事後学習 指定文献の復習

13 授業計画 経済政策の論点Ⅲ
事前学習 指定文献の予習
事後学習 指定文献の復習

14 授業計画 経済政策の論点Ⅳ
事前学習 指定文献の予習
事後学習 指定文献の復習
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15 授業計画 経済政策の論点Ⅴ
事前学習 指定文献の予習
事後学習 指定文献の復習

授業方法/Method of instruction
　教科書・指定文献を事前に精読したうえで議論

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 100% 　授業への貢献（100%）

教科書/Textbooks
1 著者名/Author 吉川洋

タイトル/Title マクロ経済学（第4版）
出版社/Publisher 岩波書店
出版年/Published year 2017

キーワード/Keywords
マクロ経済学  経済政策
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年度 2019
科目名 FULL・FLEX　ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ演習Ⅰ
英文科目名 Management Seminar (1)
学期 単位後期 2
教員名 北野 泰樹
英文教員名 KITANO, Taiju

講義概要/Course description
   因果関係の識別のためのプログラム評価手法を中心とした計量経済分析の手法を学びます．統計ソフ
ト（Stata）を用いた演習を実施と，関連する論文の輪読を通じてプログラム評価手法への理解を深めま
す．演習では，計量経済分析の手法を用いて，各学生が設定したテーマに基づいて研究を実施します．演
習の参加者は，研究テーマの報告会，中間報告会，最終報告会の計3回の報告と，分析結果に基づき，10
ページ程度のレポートを提出することが求められます．
   演習では，計量経済分析の手法を用いるので，「計量経済学とマネジメント」の講義を前期に履修し
ていることが望ましいです．未履修の学生は，田中隆一『計量経済学の第一歩 ― 実証分析のススメ』を
事前に予習し，内容を十分に理解している必要があります．

達成目標/Course objectives
プログラム評価の手法を実践できるようになります．

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
計量経済学とマネジメント

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 イントロダクション・統計ソフトを用いた演習とレポートのテーマの設定について
事前学習 シラバスの確認
事後学習 演習内容の復習

2 授業計画 論文の輪読
事前学習 事前に指定された論文を読む
事後学習 演習内容の復習

3 授業計画 Stataのインストール．論文の輪読
事前学習 事前に指定された論文を読む
事後学習 演習内容の復習

4 授業計画 統計ソフトを用いた演習
事前学習 田中第5，６，７章
事後学習 演習内容の復習

5 授業計画 統計ソフトを用いた演習
事前学習 田中第8，9章
事後学習 演習内容の復習

6 授業計画 論文の輪読
事前学習 事前に指定された論文を読む．
事後学習 コメントを踏まえて分析を進める

7 授業計画 研究テーマ報告会
事前学習 研究のテーマ案を作成し，報告の準備（指定された形式で作成）
事後学習 コメントを踏まえたテーマの設定

8 授業計画 研究進捗報告
事前学習 報告の準備
事後学習 コメントを踏まえて分析を進める

9 授業計画 研究進捗報告
事前学習 報告の準備
事後学習 コメントを踏まえて分析を進める

10 授業計画 研究進捗報告
事前学習 報告の準備
事後学習 コメントを踏まえて分析を進める

11 授業計画 中間報告会①
事前学習 先行研究の内容を中心に報告の準備
事後学習 コメントを踏まえて分析を進める

12 授業計画 研究進捗報告
事前学習 報告の準備
事後学習 コメントを踏まえて分析を進める

13 授業計画 研究進捗報告
事前学習 報告の準備
事後学習 コメントを踏まえて分析を進める

14 授業計画 最終報告会
事前学習 分析結果を含む研究のすべての内容を報告するための準備（PPTで報告）
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事後学習 コメントを踏まえた分析とレポートの作成する
15 授業計画 まとめ

事前学習 第1-14回の復習
事後学習 演習内容の復習．

授業方法/Method of instruction
講義とプレゼンテーション

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 その他  Others 50% プレゼンテーション
2 レポート  Report 50%

教科書/Textbooks
1 著者名/Author 田中隆一

タイトル/Title 計量経済学の第一歩 - 実証分析のススメ
出版社/Publisher 有斐閣

参考書/Reference books
1 著者名/Author Wooldridge, Jeffery　M.

タイトル/Title Introductory Econometrics: A Modern Approach 6th e
d.

出版社/Publisher South-Western Pub
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年度 2019
科目名 共通　ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ演習Ⅰ
英文科目名 Management Seminar (1)
学期 単位前期 2
教員名 中野 勉
英文教員名 NAKANO, Tsutomu

講義概要/Course description
　組織と戦略に関わる現代的な課題について、ソーシャル、デザイン戦略、イノベーション、プラット
フォーム、コミュニケーション、コミュニティと組織などをキーワードとして、組織論、戦略論、ネット
ワーク、認知論、経済社会学などから広くディスカッションします。諸理論とそれらの実務への応用につ
いての理解を深めることを目的とし、各自が興味や問題意識を持つ事象を検討します。例えば、オープ
ン・イノベーション、プラットフォーム、ＣＳＲとネットワークを通じたコミュニケーション戦略、ソー
シャル・ベンチャー、ソーシャル・ネットワークと経営戦略、マネジメントと組織文化、実践主義的な探
求とイノベーション、状況的な認知と知のデザイン、組織内コミュニケーションとソーシャル・ネット
ワーク、市場や産業の制度化、クラスター、チーム作りと信頼関係、ネットワークと地域活性化など、各
自の課題について問題意識を共有しながら、輪読やディスカッションを続け、各自の報告の発表も行いま
す。

達成目標/Course objectives
ソーシャル・ネットワーク、組織と戦略、イノベーション、組織の内外のコミュニケーションに関する学
術的な先端理論を身につけるだけでなく、それらのビジネスへの応用の可能性を多角的に理解・検討し、
実践的に判断する知識及び、リサーチの方法論の応用的な知識を身につける。

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
『ソーシャル・ネットワークと組織のダイナミクス』を、事前または同時進行で履修することが望まし
い。日本語でのディスカッションに積極的に参加できる方。英語でのある程度の読解力。ビジネスを深く
考えてみたいという方。

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 授業への導入とセミナ―の意味の確認
事前学習 文献を読み、ディスカッションの準備をすること。
事後学習 ディスカッションの内容を復習し、次回のディスカッションと個人のリサーチに応用

することを検討すること。
2 授業計画 理論と文献調査について

事前学習 文献を読み、ディスカッションの準備をすること。
事後学習 ディスカッションの内容を復習し、次回のディスカッションと個人のリサーチに応用

することを検討すること。
3 授業計画 実証と方法について―現象学と定性分析、カテゴリーと計量、可視化

事前学習 文献を読み、ディスカッションの準備をすること。
事後学習 ディスカッションの内容を復習し、次回のディスカッションと個人のリサーチに応用

することを検討すること。
4 授業計画 論理思考と命題、仮説の検討

事前学習 文献を読み、ディスカッションの準備をすること。
事後学習 ディスカッションの内容を復習し、次回のディスカッションと個人のリサーチに応用

することを検討すること。
5 授業計画 受講生からの提案とディスカション

事前学習 文献を読み、ディスカッションの準備をすること。
事後学習 ディスカッションの内容を復習し、次回のディスカッションと個人のリサーチに応用

することを検討すること。
6 授業計画 ディスカッションと整理―理論、文献、データ、方法の確認

事前学習 文献を読み、ディスカッションの準備をすること。
事後学習 ディスカッションの内容を復習し、次回のディスカッションと個人のリサーチに応用

することを検討すること。
7 授業計画 ディスカッションと整理―理論、文献、データ、方法の確認

事前学習 文献を読み、ディスカッションの準備をすること。
事後学習 ディスカッションの内容を復習し、次回のディスカッションと個人のリサーチに応用

することを検討すること。
8 授業計画 簡単なプレゼンテーション―進捗報告と問題点

事前学習 文献を読み、ディスカッションの準備をすること。
事後学習 ディスカッションの内容を復習し、次回のディスカッションと個人のリサーチに応用

することを検討すること。
9 授業計画 簡単なプレゼンテーション―解決策の検討

事前学習 文献を読み、ディスカッションの準備をすること。
事後学習 ディスカッションの内容を復習し、次回のディスカッションと個人のリサーチに応用
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することを検討すること。
10 授業計画 ディスカッション―更なる批判と検討

事前学習 文献を読み、ディスカッションの準備をすること。
事後学習 ディスカッションの内容を復習し、次回のディスカッションと個人のリサーチに応用

することを検討すること。
11 授業計画 ディスカッション―更なる批判と解決策の確認

事前学習 文献を読み、ディスカッションの準備をすること。
事後学習 ディスカッションの内容を復習し、次回のディスカッションと個人のリサーチに応用

することを検討すること。
12 授業計画 レポート作成への注意点と再確認―信頼性、妥当性と再現性など

事前学習 文献を読み、ディスカッションの準備をすること。
事後学習 ディスカッションの内容を復習し、次回のディスカッションと個人のリサーチに応用

することを検討すること。
13 授業計画 プレゼンテーション―最終

事前学習 文献を読み、ディスカッションの準備をすること。
事後学習 ディスカッションの内容を復習し、次回のディスカッションと個人のリサーチに応用

することを検討すること。
14 授業計画 今後の課題の検討と評価

事前学習 文献を読み、ディスカッションの準備をすること。
事後学習 ディスカッションの内容を復習し、次回のディスカッションと個人のリサーチに応用

することを検討すること。
15 授業計画 今後の課題の検討と評価

事前学習 文献を読み、ディスカッションの準備をすること。
事後学習 ディスカッションの内容を復習し、次回のディスカッションと個人のリサーチに応用

することを検討すること。

授業方法/Method of instruction
各自の課題について問題意識を共有しながら、輪読やディスカッションを続け、各自の報告の発表も行い
ながら実践的な課題に取り組む

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 100% クラスでのディスカッションへの貢献に加え、個人の発
表やレポートでの評価

教科書/Textbooks
1 著者名/Author 中野勉

タイトル/Title 『ソーシャル・ネットワークとイノベーション戦略』
出版社/Publisher 有斐閣
出版年/Published year 2017

参考書/Reference books
1 著者名/Author 中野勉

タイトル/Title 『ソーシャル・ネットワークと組織のダイナミクス―共
感のマネジメント』

出版社/Publisher 有斐閣
出版年/Published year 2011

2 著者名/Author デヴィッド・スターク
タイトル/Title 『多様性とイノベーション―価値体系のマネジメントと

組織のネットワーク・ダイナミズム (The Sense of Dis
sonance: Accounts of Worth in Economic Life)』

出版社/Publisher マグロウヒル／日本経済新聞社
出版年/Published year 2011

キーワード/Keywords
ソーシャル  デザイン戦略  イノベーション  プラットフォーム  コミュニケーション  コミュニティと
組織  組織論  戦略論  ネットワーク  認知論  経済社会学  オープン・イノベーション  ＣＳＲとコ
ミュニケーション戦略  ソーシャル・ベンチャー  経営戦略  マネジメント  組織文化  制度論  実践主
義的な探求  状況的な認知と知のデザイン  組織内コミュニケーション  市場や産業の制度化  クラス
ター  チーム作り  ネットワークと地域活性化
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年度 2019
科目名 共通　ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ演習Ⅰ
英文科目名 Management Seminar (1)
学期 単位前期 2
教員名 澤田 直宏
英文教員名 SAWADA, Naohiro

講義概要/Course description
　本科目は昨年度まで青山アクションラーニング科目(500)｢プロジェクト・レポート」として提供してい
た内容を取り扱う．

　プロジェクト・レポートは世界のMBAコースにて総仕上げ科目として設置されている(国内MBAでは「プ
ロジェクト研究」｢プロジェクト・メソッド」等に該当する)．本科目では経営戦略論に関連するレポート
を執筆する．なお，履修者主体のプロジェクトワークという性質上，履修者数・進行状況等によって授業
計画が変更される可能性があるためあらかじめご了解頂きたい．
　　参考までに，過去のプロジェクト・レポートのテーマ例は以下のとおりである．
・日系大企業における一般スキル保有者の人材活用について
・日本企業におけるグローバル人事制度―総合商社と製薬会社の比較分析
・国内製薬企業リサーチャーのコンピテンシー・モデルの変遷
・ホテル産業における顧客満足と従業員満足ならびに利益創出の連関性について
・地域活性化における取り組みプロセスのモデル化とその適用
・戦略的CSRは持続的競争優位を導くのか？

達成目標/Course objectives
今後，ビジネスパーソンとして活躍する上でデータ分析およびレポート執筆等の能力は不可欠である．本
科目では履修期間を通じて以下の目的を達成することを目指す．　
(1)ABSで学んできた知識を総動員して現実の企業の分析を行うことによって経営分析方法を身につける．
(2)複数存在する情報から企業の全体像を導き出し，企業経営の実態について正確な認識を導き出せるよ
うにする．
(3)企業経営に関する見解を第三者に伝わるよう論理的な文章の執筆方法を身につける． 

　

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
100番台科目「経営戦略基礎」を履修済であること．

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 講義概要
事前学習 レポートのテーマについて検討．
事後学習 レポートのテーマについて講義の内容を踏まえて再検討．

2 授業計画 レポートのテーマ発表①
事前学習 レポート・テーマに関する調査・執筆
事後学習 レポート・テーマに関する調査・執筆

3 授業計画 レポート・テーマの発表②
事前学習 レポート・テーマに関する調査・執筆
事後学習 レポート・テーマに関する調査・執筆

4 授業計画 レポート・テーマの発表③
事前学習 レポート・テーマに関する調査・執筆
事後学習 レポート・テーマに関する調査・執筆

5 授業計画 個人作業＋必要に応じて担当教員との面談
事前学習 レポート・テーマに関する調査・執筆
事後学習 レポート・テーマに関する調査・執筆

6 授業計画 第1回発表
事前学習 レポート・テーマに関する調査・執筆
事後学習 レポート・テーマに関する調査・執筆

7 授業計画 個人作業＋必要に応じて担当教員との面談
事前学習 レポート・テーマに関する調査・執筆
事後学習 レポート・テーマに関する調査・執筆

8 授業計画 個人作業＋必要に応じて担当教員との面談
事前学習 レポート・テーマに関する調査・執筆
事後学習 レポート・テーマに関する調査・執筆

9 授業計画 第2回発表
事前学習 レポート・テーマに関する調査・執筆
事後学習 レポート・テーマに関する調査・執筆

10 授業計画 個人作業＋必要に応じて担当教員との面談
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事前学習 レポート・テーマに関する調査・執筆
事後学習 レポート・テーマに関する調査・執筆

11 授業計画 個人作業＋必要に応じて担当教員との面談
事前学習 レポート・テーマに関する調査・執筆
事後学習 レポート・テーマに関する調査・執筆

12 授業計画 第3回発表
事前学習 レポート・テーマに関する調査・執筆
事後学習 レポート・テーマに関する調査・執筆

13 授業計画 個人作業＋必要に応じて担当教員との面談
事前学習 レポート・テーマに関する調査・執筆
事後学習 レポート・テーマに関する調査・執筆

14 授業計画 個人作業＋必要に応じて担当教員との面談
事前学習 レポート・テーマに関する調査・執筆
事後学習 レポート・テーマに関する調査・執筆

15 授業計画 最終回発表
事前学習 レポート・テーマに関する調査・執筆
事後学習 レポート・テーマに関する調査・執筆

授業方法/Method of instruction
履修者の個人作業および担当教員とのディスカッション、発表を中心に授業を進めていきます。

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 100% 授業内での発表（50％）、レポート内容（50％）などに
基づいて成績評価を行います。

教科書/Textbooks
1 備考/Remarks 特に指定しません。

参考書/Reference books
1 備考/Remarks 必要に応じて授業内で随時説明していきます。

その他/Others
履修者数・進行状況等によって授業計画は大きく変更される可能性があるため予めご了解頂きたい．
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年度 2019
科目名 共通　ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ演習Ⅰ
英文科目名 Management Seminar (1)
学期 単位前期 2
教員名 髙橋 文郎
英文教員名 TAKAHASHI, Fumio

講義概要/Course description
この科目では、金井壽宏『リーダーシップ入門』をテキストにして、リーダーシップのあり方について議
論する。授業は討論形式で行われ、参加者には、毎回、テキストを事前に読み、テキストに載っているエ
クササイズについての小レポートを提出するとともに、討論に積極的に参加することが要求される。参加
者は、ある現実のリーダー（経営者だけでなく、政治家、思想家、芸術家なども含む）を選んで、その
リーダーの業績とリーダーシップの特質を評価するレポートを作成し、学期末に発表することが要求され
る。

達成目標/Course objectives
リーダーに要求される特質を理解し、ビジネスの実践に役立つリーダーシップの持論を身につける。

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
特になし

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 演習の進め方／テキスト第Ⅰ章
事前学習 テキストの第Ⅰ章を読み、リーダーシップとは何かについて大まかに理解する。
事後学習 テキストの第Ⅰ章の内容について十分理解する。

2 授業計画 テキスト第Ⅱ章／エクササイズ1
事前学習 テキスト第Ⅱ章を読み、エクササイズ1について小レポートを作成する。
事後学習 テキスト第Ⅱ章の内容とエクササイズ1について理解する。

3 授業計画 テキスト第Ⅲ章／エクササイズ2、3、4
事前学習 テキストの第Ⅲ章を読み、エクササイズ2、3、4についての小レポートを作成する。
事後学習 テキストの第Ⅲ章の内容とエクササイズ2、3、4について理解する。

4 授業計画 分析対象とするリーダーについての発表
事前学習 最終レポートで取り上げるリーダーの業績の概要について調べる。
事後学習 分析対象のリーダーについて分析するポイントについて理解する。

5 授業計画 第Ⅳ章1～2／エクササイズ5、6
事前学習 テキストの第Ⅳ章1～2を読み、エクササイズ5、6についての小レポートを作成する。
事後学習 テキストの第Ⅳ章1～2の内容とエクササイズ5、6について理解する。

6 授業計画 第Ⅳ章3～4／Ｒ・エンリコとＪ・ウェルチ
事前学習 第Ⅳ章3～4を読み、Ｒ・エンリコとＪ・ウェルチの業績について考察する。
事後学習 第Ⅳ章3～4の内容とＲ・エンリコとＪ・ウェルチのリーダーシップの特質について理

解する。
7 授業計画 第Ⅳ章5～6／小倉昌男と松下幸之助

事前学習 第Ⅳ章5～6を読み、小倉昌男と松下幸之助の業績について考察する。
事後学習 第Ⅳ章5～6の内容と小倉昌男と松下幸之助のリーダーシップの特質について理解す

る。
8 授業計画 中間発表（第Ⅳ章／エクササイズ7、8）

事前学習 分析対象のリーダーを念頭にエクササイズ7、8についての小レポートを作成する。　 
　 　 　 　　

事後学習 分析対象のリーダーについてエクササイズ7、8のポイントを理解する。
9 授業計画 テキスト第Ⅴ章(1)～(3)／エクササイズ9

事前学習 テキストの第Ⅴ章(1)～(3)を読み、エクササイズ9についての小レポートを作成する
事後学習 テキストの第Ⅴ章(1)～(3)の内容とエクササイズ9について理解する。

10 授業計画 テキスト第Ⅴ章(4)／12人の怒れる男　
事前学習 テキストの第Ⅴ章(4)を読む。
事後学習 映画「12人の怒れる男」の内容を理解する。　

11 授業計画 テキスト第Ⅴ章(4)／エクササイズ10
事前学習 テキストの第Ⅴ章(4)を読み、エクササイズ10の小レポートを作成する。
事後学習 テキストの第Ⅴ章(4)の内容とエクササイズ10について理解する。

12 授業計画 テキスト第Ⅴ章(5)～(9)／エクササイズ11、12
事前学習 テキストの第Ⅴ章(5)～(9)を読んで、エクササイズ11、12の小レポートを作成する。
事後学習 テキストの第Ⅴ章(5)～(9)の内容とエクササイズ11、12について理解する。

13 授業計画 テキスト第Ⅴ章(10)～(14)／エクササイズ13、14
事前学習 テキストの第Ⅴ章(10)～(14)を読み、エクササイズ13、14についての小レポートを作

成する。
事後学習 テキストの第Ⅴ章(10)～(14)の内容とエクササイズ13、14について理解する。
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14 授業計画 テキスト終章
事前学習 テキストの終章を読む。
事後学習 テキストの終章の内容を理解する。

15 授業計画 分析対象とするリーダーについての最終発表
事前学習 分析対象とするリーダーのリーダーシップの特質について分析する。
事後学習 分析対象とするリーダーのリーダーシップの特質について最終レポートにまとめる。

授業方法/Method of instruction
テキストの内容とテキストに載っているエクササイズについての討論

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 レポート  Report 40% 最終レポート（リーダーの分析）の内容
2 その他  Others 30% エクササイズについての小レポートの内容
3 平常点  In-class Points 30% 毎週の討論への参加状況

教科書/Textbooks
1 著者名/Author 金井壽宏

タイトル/Title リーダーシップ入門（日経文庫）
出版社/Publisher 日本経済新聞出版社
出版年/Published year 2005年
価格/Price 1000円＋税

メッセージ/Message
第1回目授業の際に演習の進め方について説明するので、第1回目の授業は必ず出席すること。どうしても
出席できない場合は第2回目授業の前までに必ずメールにて履修希望の旨を伝えること。折り返し、授業
の進め方と第2回目授業までの課題を記したメールを送る。
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年度 2019
科目名 共通　ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ演習Ⅰ
英文科目名 Management Seminar (1)
学期 単位後期 2
教員名 須田 敏子
英文教員名 SUDA, Toshiko

講義概要/Course description
マネジメント演習テーマ「人と組織を考える」
「人と組織」に関する履修者各人の現状認識・問題認識に基づいて、具体的なテーマを設定し、プロジェ
クトワークを行っていきます。
プロジェクトワークには、理論に基づく定性・定量調査の実施と分析という学術的研究、自分自身の業務
に関連した実践的プロジェクト、自社・他社ケースに基づくケース教材の作成などさまざまな内容が含ま
れます。
「人と組織」に関してプロジェクトワークを行ってみたい方はぜひ履修してみてください。
「人と組織」が含む内容は、科目的には人材マネジメント・組織行動分野となります。

本科目の内容について事前に担当・須田にお聞きになりたい方は、メール等で連絡をお願いします。

達成目標/Course objectives
本マネジメント演習を通じて、設定したテーマに関して、何らかの成果が得られることを目標としましょ
う！

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
履修者のプロジェクト内容に関する発表を中心に進めていきますので、ある程度は本科目で取り組みたい
テーマを決めてからの履修をお願いします（もちろん科目開始後にテーマの変更は可能です）。
「人材マネジメント」科目を履修済みであることが望ましいです。2018年度に「人材マネジメント」科目
を履修されていない場合には、なるべく2019年度に「人材マネジメント」科目を履修するようにお願いし
ます。

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 本科目のオリエンテーションと本科目で実施したいプロジェクトワークの内容を考え
る。

事前学習 本科目で実施したいプロジェクトワークのテーマを考えてきてください。
事後学習 第2回と第3回の授業時にプロジェクトワークのテーマ・概要等について発表していた

だきますので、発表に向けて準備をお願いします。
2 授業計画 本マネジメント演習で実施したいプロジェクトワークテーマ・内容に関する発表

事前学習 各人が実施するプロジェクトワークのテーマ・内容に関する発表ができるように準備
をお願いします。

事後学習 第1コンサルテーションに向けて、準備をお願いします。
3 授業計画 本マネジメント演習で実施したいプロジェクトワークテーマ・内容に関する発表

事前学習 各人が実施するプロジェクトワークのテーマ・内容に関する発表ができるように準備
をお願いします。

事後学習 第1回コンサルテーションに向けて準備をお願いします。
4 授業計画 第1回コンサルテーション

担当教員の須田と個人面談を行い、履修者各人のプロジェクトワークに関するコンサ
ルテーションを行います。

事前学習 個人コンサルテーションに向けて、準備をお願いします。
事後学習 第1回発表に向けて準備をお願いします。

5 授業計画 第1回コンサルテーション
担当教員の須田と個人面談を行い、履修者各人のプロジェクトワークに関するコンサ
ルテーションを行います。

事前学習 個人コンサルテーションに向けて準備をお願いします。
事後学習 第1回発表に向けて準備をお願いします。

6 事前学習 個人コンサルテーションに向けて準備をお願いします。
事後学習 第1回発表に向けて準備をお願いします。

7 授業計画 プロジェクトワーク第1回発表
事前学習 発表の準備をお願いします。
事後学習 第2回コンサルテーションに向けて準備をお願いします。

8 授業計画 プロジェクトワーク第1回発表
事前学習 発表の準備をお願いします。
事後学習 第2回コンサルテーションに向けて準備をお願いします。

9 授業計画 プロジェクトワーク第1回発表
事前学習 発表の準備をお願いします。
事後学習 第2回コンサルテーションに向けて準備をお願いします。
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10 授業計画 第2回コンサルテーション
担当教員の須田と個人面談を行い、履修者各人のプロジェクトワークに関するコンサ
ルテーションを行います。

事前学習 個人コンサルテーションに向けて、準備をお願いします。
事後学習 第2回発表に向けて準備をお願いします。

11 授業計画 第2回コンサルテーション
担当教員の須田と個人面談を行い、履修者各人のプロジェクトワークに関するコンサ
ルテーションを行います。

事前学習 個人コンサルテーションに向けて準備をお願いします
事後学習 第2回発表の準備をお願いします。

12 授業計画 第2回コンサルテーション
担当教員の須田と個人面談を行い、履修者各人のプロジェクトワークに関するコンサ
ルテーションを行います。

事前学習 個人コンサルテーションに向けて準備をお願いします。
事後学習 第2回発表に向けて準備をお願いします。

13 授業計画 プロジェクトワーク第2回発表
事前学習 発表の準備をお願いします。
事後学習 最終レポート作成に向けて準備をお願いします。

14 授業計画 プロジェクトワーク第2回発表
事前学習 発表の準備をお願いします。
事後学習 最終レポート作成に向けて準備をお願いします。

15 授業計画 プロジェクトワーク第2回発表
事前学習 発表の準備をお願いします。
事後学習 最終レポート作成に向けて準備をお願いします。

授業方法/Method of instruction
プロジェクトワークの発表と個人コンサルテーションを中心に授業を行っていきます。

進行方法は以下のとおりです。
・科目を通じて、2回の発表を予定しています。
・発表に先立ち、担当教員の須田と個人面談を行い、プロジェクトワークに関する個別コンサルテーショ
ンを行います。

流れは以下のとおりです。
事前準備➡個人コンサルテーション➡コンサルテーションを踏まえて内容の修正等を実施➡授業での発表

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 100% 授業内でのプロジェクトワークの発表内容：25％×2回
最終レポート：50％

参考書/Reference books
1 備考/Remarks 必要に応じてその都度、指定してきます。

メッセージ/Message
本科目を通じて「人と組織」に関して関心のあることを探求してみてください。
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年度 2019
科目名 共通　ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ演習Ⅱ
英文科目名 Management Seminar (2)
学期 単位後期 2
教員名 中野 勉
英文教員名 NAKANO, Tsutomu

講義概要/Course description
　組織と戦略に関わる現代的な課題について、ソーシャル、デザイン戦略、イノベーション、プラット
フォーム、コミュニケーション、コミュニティと組織などをキーワードとして、組織論、戦略論、ネット
ワーク、認知論、経済社会学などから広くディスカッションします。諸理論とそれらの実務への応用につ
いての理解を深めることを目的とし、各自が興味や問題意識を持つ事象を検討します。例えば、オープ
ン・イノベーション、プラットフォーム、ＣＳＲとネットワークを通じたコミュニケーション戦略、ソー
シャル・ベンチャー、ソーシャル・ネットワークと経営戦略、マネジメントと組織文化、実践主義的な探
求とイノベーション、状況的な認知と知のデザイン、組織内コミュニケーションとソーシャル・ネット
ワーク、市場や産業の制度化、クラスター、チーム作りと信頼関係、ネットワークと地域活性化など、各
自の課題について問題意識を共有しながら、輪読やディスカッションを続け、各自の報告の発表も行う。
実践としてのイベント参加やゲストとのトークなども積極的に行う予定。

達成目標/Course objectives
ソーシャル・ネットワーク、組織と戦略、イノベーション、組織の内外のコミュニケーションに関する学
術的な先端理論を身につけるだけでなく、それらのビジネスへの応用の可能性を多角的に理解・検討し、
実践的に判断する知識及び、リサーチの方法論の応用的な知識を身につける。

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
『ソーシャル・ネットワークと組織のダイナミクス』を、事前または同時進行で履修することが望まし
い。日本語でのディスカッションに積極的に参加できる方。英語でのある程度の読解力。ビジネスを深く
考えてみたいという方。

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 授業への導入とセミナ―の意味の確認
事前学習 文献を読み、ディスカッションの準備をすること。
事後学習 ディスカッションの内容を復習し、次回のディスカッションと個人のリサーチに応用

することを検討すること。
2 授業計画 理論と文献調査について

事前学習 文献を読み、ディスカッションの準備をすること。
事後学習 ディスカッションの内容を復習し、次回のディスカッションと個人のリサーチに応用

することを検討すること。
3 授業計画 実証と方法について―現象学と定性分析、カテゴリーと計量、可視化

事前学習 文献を読み、ディスカッションの準備をすること。
事後学習 ディスカッションの内容を復習し、次回のディスカッションと個人のリサーチに応用

することを検討すること。
4 授業計画 論理思考と命題、仮説の検討

事前学習 文献を読み、ディスカッションの準備をすること。
事後学習 ディスカッションの内容を復習し、次回のディスカッションと個人のリサーチに応用

することを検討すること。
5 授業計画 受講生からの提案とディスカション

事前学習 文献を読み、ディスカッションの準備をすること。
事後学習 ディスカッションの内容を復習し、次回のディスカッションと個人のリサーチに応用

することを検討すること。
6 授業計画 ディスカッションと整理―理論、文献、データ、方法の確認

事前学習 文献を読み、ディスカッションの準備をすること。
事後学習 ディスカッションの内容を復習し、次回のディスカッションと個人のリサーチに応用

することを検討すること。
7 授業計画 ディスカッションと整理―理論、文献、データ、方法の確認

事前学習 文献を読み、ディスカッションの準備をすること。
事後学習 ディスカッションの内容を復習し、次回のディスカッションと個人のリサーチに応用

することを検討すること。
8 授業計画 簡単なプレゼンテーション―進捗報告と問題点

事前学習 文献を読み、ディスカッションの準備をすること。
事後学習 ディスカッションの内容を復習し、次回のディスカッションと個人のリサーチに応用

することを検討すること。
9 授業計画 簡単なプレゼンテーション―解決策の検討

事前学習 文献を読み、ディスカッションの準備をすること。
事後学習 ディスカッションの内容を復習し、次回のディスカッションと個人のリサーチに応用
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することを検討すること。
10 授業計画 ディスカッション―更なる批判と検討

事前学習 文献を読み、ディスカッションの準備をすること。
事後学習 ディスカッションの内容を復習し、次回のディスカッションと個人のリサーチに応用

することを検討すること。
11 授業計画 ディスカッション―更なる批判と解決策の確認

事前学習 文献を読み、ディスカッションの準備をすること。
事後学習 ディスカッションの内容を復習し、次回のディスカッションと個人のリサーチに応用

することを検討すること。
12 授業計画 レポート作成への注意点と再確認―信頼性、妥当性と再現性など

事前学習 文献を読み、ディスカッションの準備をすること。
事後学習 ディスカッションの内容を復習し、次回のディスカッションと個人のリサーチに応用

することを検討すること。
13 授業計画 プレゼンテーション―最終

事前学習 文献を読み、ディスカッションの準備をすること。
事後学習 ディスカッションの内容を復習し、次回のディスカッションと個人のリサーチに応用

することを検討すること。
14 授業計画 今後の課題の検討と評価

事前学習 文献を読み、ディスカッションの準備をすること。
事後学習 ディスカッションの内容を復習し、次回のディスカッションと個人のリサーチに応用

することを検討すること。
15 授業計画 今後の課題の検討と評価

事前学習 文献を読み、ディスカッションの準備をすること。
事後学習 ディスカッションの内容を復習し、次回のディスカッションと個人のリサーチに応用

することを検討すること。

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 100% クラスでのディスカッションへの貢献に加え、個人の発
表やレポートでの評価

教科書/Textbooks
1 著者名/Author 中野勉

タイトル/Title 『ソーシャル・ネットワークとイノベーション戦略』
出版社/Publisher 有斐閣
出版年/Published year 2017

参考書/Reference books
1 著者名/Author 中野勉

タイトル/Title 『ソーシャル・ネットワークと組織のダイナミクス―共
感のマネジメント』

出版社/Publisher 有斐閣
出版年/Published year 2011

キーワード/Keywords
ソーシャル  デザイン戦略  イノベーション  プラットフォーム  コミュニケーション  コミュニティと
組織  組織論  戦略論  ネットワーク  認知論  経済社会学  オープン・イノベーション  ＣＳＲとコ
ミュニケーション戦略  ソーシャル・ベンチャー  経営戦略  マネジメント  組織文化  制度論  実践主
義的な探求  状況的な認知と知のデザイン  組織内コミュニケーション  市場や産業の制度化  クラス
ター  チーム作り  ネットワークと地域活性化
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年度 2019
科目名 共通　ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ演習Ⅱ
英文科目名 Management Seminar (2)
学期 単位後期 2
教員名 髙橋 文郎
英文教員名 TAKAHASHI, Fumio

講義概要/Course description
この科目では、フレデリック・ラルー『ティール組織』をテキストにして、近未来の企業組織のあり方に
ついて議論する。授業は討論形式で行われ、参加者には、毎回、テキストを事前に読んで、討論に積極的
に参加することが要求される。参加者は、テキストを読んで示唆を受けた点をもとに期末レポートを作成
し、学期末に発表することが要求される。

達成目標/Course objectives
近未来社会における企業組織のあり方を考察する際の考慮点について理解する。

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
特になし

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 演習の進め方／第Ⅰ部第1章
事前学習 テキストの第Ⅰ部第1章を読む。
事後学習 テキストの第Ⅰ部第1章の内容について理解する。

2 授業計画 テキスト第Ⅰ部第2章、第3章
事前学習 テキストの第Ⅰ部第2章、第3章を読む。
事後学習 テキストの第Ⅰ部第2章、第3章の内容について理解する。

3 授業計画 テキスト第Ⅱ部第1章、第2章
事前学習 テキストの第Ⅱ部第1章、第2章を読む。
事後学習 テキストの第Ⅱ部第1章、第2章のの内容について理解する。

4 授業計画 テキスト第Ⅱ部第2章（続き）
事前学習 テキストの第Ⅱ部第2章を読む。
事後学習 テキストの第Ⅱ部第2章の内容について理解する。

5 授業計画 テキスト第Ⅱ部第3章
事前学習 テキストの第Ⅱ部第3章を読む。
事後学習 テキストの第Ⅱ部第3章の内容について理解する。

6 授業計画 テキスト第Ⅱ部第3章(続き)
事前学習 テキストの第Ⅱ部第3章を読む。
事後学習 テキストの第Ⅱ部第3章の内容について理解する。

7 授業計画 テキスト第Ⅱ部第4章
事前学習 テキストの第Ⅱ部第4章を読む。
事後学習 テキストの第Ⅱ部第4章の内容について理解する。

8 授業計画 テキスト第Ⅱ部第5章
事前学習 テキストの第Ⅱ部第5章を読む。
事後学習 テキストの第Ⅱ部第5章の内容について理解する。

9 授業計画 テキスト第Ⅴ章(1)～(3)／エクササイズ9
事前学習 テキストの第Ⅴ章(1)～(3)を読み、エクササイズ9についての小レポートを作成する
事後学習 テキストの第Ⅴ章(1)～(3)の内容とエクササイズ9について理解する。

10 授業計画 テキスト第Ⅱ部第7章
事前学習 テキストの第Ⅱ部第7章を読む。
事後学習 テキストの第Ⅱ部第7章の内容を理解する。　

11 授業計画 テキスト第Ⅲ部第1章
事前学習 テキストの第Ⅲ部第1章を読む。
事後学習 テキストの第Ⅲ部第1章の内容について理解する。

12 授業計画 テキスト第Ⅲ部第2章
事前学習 テキストの第Ⅲ部第2章を読む。
事後学習 テキストの第Ⅲ部第2章の内容について理解する。

13 授業計画 テキスト第Ⅲ部第3章
事前学習 テキストの第Ⅲ部第3章を読む。
事後学習 テキストの第Ⅲ部第3章の内容について理解する。

14 授業計画 テキスト第Ⅲ部第4章、第5章
事前学習 テキストの第Ⅲ部第4章、第5章を読む。
事後学習 テキストの第Ⅲ部第4章、第5章の内容を理解する。

15 授業計画 まとめ（期末レポートの内容の発表）
事前学習 期末レポートをまとめる。
事後学習 他の参加者の発表を参考にしてテキストの理解を深め。
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授業方法/Method of instruction
テキストの内容についての討論

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 レポート  Report 60% 最終レポート（近未来の企業組織のあり方）の内容
2 平常点  In-class Points 40% 毎週の討論への参加状況

教科書/Textbooks
1 著者名/Author フレデリック・ラルー

タイトル/Title ティール組織
出版社/Publisher 英治出版
出版年/Published year 2018年
価格/Price 2500円＋税

メッセージ/Message
第1回目授業の際に演習の進め方について説明するので、第1回目の授業は必ず出席すること。どうしても
出席できない場合は第2回目授業の前までに必ずメールにて履修希望の旨を伝えること。折り返し、授業
の進め方と第2回目授業までの課題を記したメールを送る。
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年度 2019
科目名 FULL・FLEX　消費者購買行動
英文科目名 Consumer Behavior(in English)
学期 単位後期 2
教員名 MAYHEW,Glenn E.
英文教員名 MAYHEW, Glenn E.

講義概要/Course description
The course uses lectures and 7 cases to help students understand consumer behavior.  It is a c
onsumer marketing oriented class and does not deal with business-to-business marketing.

達成目標/Course objectives
The course will cover 1) the psychological foundations of consumer behavior, 2) the internal d
eterminants of consumer behavior and the external influences on consumer behavior, and 3) how 
consumer behavior can be influenced by marketing.  An understanding of consumer behavior bring
s insight into every aspect of consumer marketing.

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 Understanding Consumer Behavior
事前学習 Read text chapter 1
事後学習 Review lecture notes and text

2 授業計画 Getting to Perception
事前学習 Read text chapters 2, 3
事後学習 Review lecture notes and text

3 授業計画 Knowledge, Understanding, and Memory
事前学習 Read text chapter 4
事後学習 Review lecture notes and text

4 授業計画 Attitudes
事前学習 Read text chapters 5, 6
事後学習 Review lecture notes and text

5 授業計画 Case: Introducing New Coke
事前学習 Read case and prepare for group discussion, meet with group to prepare case 

solution
事後学習 Review case discussion notes

6 授業計画 Pre-Purchase, Purchase, Post-Purchase
事前学習 Read text chapters 7-10
事後学習 Review lecture notes and text

7 授業計画 Case: Sony Digital Entertainment
事前学習 Read case and prepare for group discussion, meet with group to prepare case 

solution
事後学習 Review case discussion notes

8 授業計画 The Consumer's Culture
事前学習 Skim text chapters 11-14
事後学習 Review lecture notes and text

9 授業計画 Case: Nestle's Nescafe Partners' Blend: The Fairtrade Decision
事前学習 Read case and prepare for group discussion, meet with group to prepare 
事後学習 Review case discussion notes

10 授業計画 Symbolic Consumer Behavior, Innovation
事前学習 Read text chapters 15, 16
事後学習 Review lecture notes and text

11 授業計画 Case:Aqualisa Quartz: Simply a Better Shower
事前学習 Read case and prepare for group discussion, meet with group to prepare case 

solution
事後学習 Review case discussion notes

12 授業計画 Case: RKS Guitars
事前学習 Read case and prepare for group discussion, meet with group to prepare case 

solution
事後学習 Review case discussion notes

13 授業計画 Case: Seiko Watch Corp.: Moving Upmarket
事前学習 Read case and prepare for group discussion, meet with group to prepare case 

solution
事後学習 Review case discussion notes

14 授業計画 Case: Metabical
事前学習 Read case and prepare for group discussion, meet with group to prepare case 
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solution
事後学習 Review case discussion notes

15 授業計画 まとめ
事前学習 Review consumer decision process model
事後学習 Review lecture notes and text

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 100% Final paper (30%), seven group case write-ups (60
%) and class participation (10%)

教科書/Textbooks
1 備考/Remarks Hoyer, MacInnis, and Pieters 『Consumer Behavior 

(6th Ed., International Ed.)』
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年度 2019
科目名 共通　ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ･ﾘｻｰﾁ
英文科目名 Marketing Research
学期 単位前期 2
教員名 萩原 雅之
英文教員名 HAGIHARA, Masashi

講義概要/Course description
マーケティング・リサーチは、消費者や顧客を理解しマーケティング戦略に反映させるためのあらゆる活
動の総称である。情報やデータに基づく正しい洞察ができれば、ビジネス機会発見、ブランド活性化、新
商品開発など経営戦略上の課題解決にとって大きな力となる。本授業では、マーケターやブランドマネ
ジャーが知っておくべき消費者理解の方法とビジネスプロセスへの適用について、現実の環境や技術を踏
まえた実践的な講義を行う。伝統的な質問紙調査やインタビューのみならず、ソーシャルメディアやビッ
グデータ活用など最先端の手法、海外動向についても幅広く取り上げる。

達成目標/Course objectives
マーケティング課題解決に対して適切な調査の企画、実施、分析、活用のプロセスを理解する。

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
理解をより深めるため、マーケティング関連科目（消費者行動、ブランド戦略、マーケティングコミュニ
ケーション等）および統計学等もあわせて履修することが望ましい。

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 経営課題としての消費者インサイト
事前学習 マーケティング分野でインサイトという言葉がどう使われているかを考えておく
事後学習 配布資料や参考書で理解を深める

2 授業計画 マーケティング・リサーチ・プロセス
事前学習 前日までに配布するレジュメを読んで質問等を考えておく
事後学習 配布資料や参考書で理解を深める

3 授業計画 マーケティング・リサーチの企画・設計
事前学習 前日までに配布するレジュメを読んで質問等を考えておく
事後学習 配布資料や参考書で理解を深める

4 授業計画 サンプリングとフィールドワークの実際
事前学習 前日までに配布するレジュメを読んで質問等を考えておく
事後学習 配布資料や参考書で理解を深める

5 授業計画 インターネット調査・モバイルサーベイの考え方と活用
事前学習 前日までに配布するレジュメを読んで質問等を考えておく
事後学習 配布資料や参考書で理解を深める

6 授業計画 データプロセシングとアナリティクス
事前学習 前日までに配布するレジュメを読んで質問等を考えておく
事後学習 配布資料や参考書で理解を深める

7 授業計画 定性的手法（インタビュー、行動観察）の考え方と活用
事前学習 前日までに配布するレジュメを読んで質問等を考えておく
事後学習 配布資料や参考書で理解を深める

8 授業計画 新手法(1)：ソーシャルリスニングと行動分析
事前学習 前日までに配布するレジュメを読んで質問等を考えておく
事後学習 配布資料や参考書で理解を深める

9 授業計画 新手法(2)：共創・集合知とインサイトコミュニティ
事前学習 前日までに配布するレジュメを読んで質問等を考えておく
事後学習 配布資料や参考書で理解を深める

10 授業計画 新手法(3)：ビッグデータとリサーチテクノロジー
事前学習 前日までに配布するレジュメを読んで質問等を考えておく
事後学習 配布資料や参考書で理解を深める

11 授業計画 応用(1)：顧客満足度調査とCRM戦略
事前学習 CRM戦略について基本的な理解をしておく
事後学習 配布資料や参考書で理解を深める

12 授業計画 応用(2)：ブランド評価、広告効果測定とコミュニケーション戦略
事前学習 ブランド戦略、広告戦略について基本的な理解をしておく
事後学習 配布資料や参考書で理解を深める

13 授業計画 応用(3)：アイディア創出、コンセプトテストと商品開発戦略
事前学習 商品開発戦略について基本的な理解をしておく
事後学習 配布資料や参考書で理解を深める

14 授業計画 応用(4)：国際調査、BtoB調査
事前学習 グローバルビジネス、BtoBビジネスについて基本的な理解をしておく
事後学習 配布資料や参考書で理解を深める
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15 授業計画 まとめ、マーケティング・リサーチを活かすマネジメントと組織
事前学習 講義全体を通して感じたことをまとめておく
事後学習 自分のキャリアや会社への適用について考えてみる

授業方法/Method of instruction
講義とディスカッション

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 レポート  Report 50% 期末レポート提出（0～50点で採点）
2 平常点  In-class Points 50% 授業での課題達成度・貢献度（0～50点で採点）

教科書/Textbooks
1 備考/Remarks 特に指定しません。教材は講師が前日までに準備、配布

します。

参考書/Reference books
1 著者名/Author 岸川茂／JMRX

タイトル/Title マーケティングリサーチの基本　※Ａ
出版社/Publisher 日本実業出版社
出版年/Published year 2016
ISBN 4534054335
価格/Price 2,160円

2 著者名/Author 田中　洋（編著）
タイトル/Title 課題解決！マーケティングリサーチ入門　※Ｂ
出版社/Publisher ダイヤモンド社
出版年/Published year 2010
ISBN 4478014035
価格/Price 2,520円

3 著者名/Author 萩原雅之
タイトル/Title 次世代マーケティングリサーチ　※Ｃ
出版社/Publisher SB Creative
出版年/Published year 2011
ISBN 4797361913
価格/Price 1,680円（Kindle版）

メッセージ/Message
企業経営におけるマーケティングおよび消費者理解の重要性を感じている方の参加を希望します。

その他/Others
参考書は必須ではありませんが、第1～7回はAを、第8～10回はＣを、第11～15回はＢを参照すると理解が
深まります。

キーワード/Keywords
マーケティング、消費者インサイト、データサイエンス、マーケティング・リサーチ、市場調査、世論調
査
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年度 2019
科目名 共通　ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ戦略
英文科目名 Brand Strategy/Branding Strategy
学期 単位後期 2
教員名 松浦 良高
英文教員名 MATSUURA, Yoshitaka

講義概要/Course description
ビジネスの現場では、グローバル化とデジタル化の進展に伴い、いまブランディングの重要性が世界中で
改めて高まっている。特に2020年に向けて世界から日本市場・日本企業が再び注目される中、多くの日本
企業はグローバル市場においてブランド価値を高める必要性に直面している。
本講では、ブランドおよびブランディングに関する基本的な知識・理論を学ぶとともに、ビジネス現場の
最前線におけるブランド戦略のリアルな取り組みなど実践的なスキルを学ぶ。理論の体得とともに、実際
に自分がブランディング作業を実施できるような基本スキルの習得機会を提供する。
そのため、講師をはじめとする業界内の専門家を招き、統合的なブランド戦略の最新知見を学ぶ機会を提
供する。また、講師の経験や職位を活かし、グローバルでの動向や視点を積極的に共有する。
　本講は講義のみならず、ケーススタディ、業界内専門家の招聘、個人課題、およびグループ実習などを
含む。

達成目標/Course objectives
・ブランドに関する基本的な理論と実践をケースと共に体得する。
・プロフェッショナルに運用できる戦略思考とスキルを身につける。
・ブランディングに関する戦略的・クリエイティブ的側面を学ぶ
・実務界におけるブランド業務の実践的な取り組みを把握する。

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
・マーケティング戦略について学んでおくことが望ましい。

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 ブランドとは？：ブランドに関する総合的な理解
事前学習 シラバスを読み講義内容の全体像を把握する。
事後学習 授業の振り返り

2 授業計画 強いブランドをどのようにつくるか？：ブランド価値規定
事前学習 各回授業時に指定した部分のテキストを予習する。
事後学習 授業の振り返り

3 授業計画 強いブランドをどのようにつくるか？：ブランド価値規定（演習）
事前学習 各回授業時に指定した部分のテキストを予習する。
事後学習 授業の振り返り

4 授業計画 ブランド価値測定：ゲストスピーカー招聘（グローバルリサーチ会社のディレクター
を想定）

事前学習 各回授業時に指定した部分のテキストを予習する。
事後学習 授業の振り返り

5 授業計画 デジタルとブランディング：ソーシャル時代のブランディングとは
事前学習 事前資料
事後学習 授業の振り返り

6 授業計画 ブランド構築の現場：ゲストスピーカー招聘（企業経営者を想定）
事前学習 事前配布資料を予習する
事後学習 講演に対するフィードバック

7 授業計画 個人課題発表：ブランドエキスペリエンス事例研究
事前学習 指定されたブランドに関する情報収集、店舗訪問など足を使ったブランド接点の現地

調査
事後学習 発表ケースからの気づきをまとめる

8 授業計画 ブランド構築の現場：ゲストスピーカー招聘（ブランディング専門家を想定）
事前学習 事前配布資料を予習する
事後学習 講演に対するフィードバック

9 授業計画 グローバル・ブランディング：真にグローバルなブランドになるための要件
事前学習 テキスト・事前配布資料を予習する
事後学習 授業の振り返り

10 授業計画 B2Bとブランド： CXM（カスタマー・エクスペリエンス・マネージメント）の時代
事前学習 各回授業時に指定した部分のテキストを予習する
事後学習 授業の振り返り

11 授業計画 ブランディング・ケーススタディ：リアルなブランディングケースを学ぶ
事前学習 各回授業時に指定した部分のテキストを予習する
事後学習 授業の振り返り

12 授業計画 ブランドとイノベーション：グローバルブランドの最新潮流
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事前学習 事前配布資料
事後学習 授業の振り返り

13 授業計画 存在意義のあるブランドのつくり方
事前学習 課題に対してグループで討議し資料作成をする
事後学習 発表に対するフィードバック

14 授業計画 グループプレゼンテーション発表
事前学習 課題に対してグループで討議し資料作成をする
事後学習 発表に対するフィードバック

15 授業計画 【全体総括】強いブランドを創れるプロフェッショナルになるために
事前学習 事前配布資料
事後学習 これまでの内容を総復習する。アンケート提出

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 100% クラスディスカッション（20%）、個人課題発表（40
%）、グループプレゼンテーション（40%）

教科書/Textbooks
1 著者名/Author 小川孔輔

タイトル/Title ブランド戦略の実際
出版社/Publisher 日経文庫
価格/Price 860円＋税

参考書/Reference books
1 著者名/Author D・A・アーカー

タイトル/Title ブランド・エクイティ戦略
出版社/Publisher ダイヤモンド社
出版年/Published year 3,800円＋税

2 著者名/Author D・A・アーカー
タイトル/Title ブランド優位の戦略
出版社/Publisher ダイヤモンド社
価格/Price 4,400円＋税

3 著者名/Author 田中洋
タイトル/Title ブランド戦略論
出版社/Publisher 有斐閣
価格/Price 4,000円＋税

4 著者名/Author 松浦祥子
タイトル/Title グローバル・ブランディング
出版社/Publisher 碩学舎ビジネス双書
価格/Price 1,800円＋税

5 著者名/Author 松浦良高
タイトル/Title マーケティング英語の教科書
出版社/Publisher 宣伝会議
価格/Price 1,800円＋税

メッセージ/Message
ケーススタディや、リーディング課題は適宜配布する。
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年度 2019
科目名 FULL・FLEX　価格戦略
英文科目名 Strategic Pricing(in English)
学期 単位前期 2
教員名 MAYHEW,Glenn E.
英文教員名 MAYHEW, Glenn E.

講義概要/Course description
1) Optimal prices depend on costs. We will discuss which costs are relevant in pricing decisio
ns and how they should be used in determining optimal prices. 2) Finding the optimal price req
uires an understanding of how sales change with price changes. We will discuss both customer a
nd competitive behavior, including broad principles for anticipating competitive behavior. 3) 
Segmentation is often key to profitability. We will discuss segmentation from a pricing point 
of view and how to keep price segments separate.

達成目標/Course objectives
Pricing has a very immediate and visible impact on profit, so companies often turn to price ch
anges when they face a strategic dilemma. Unfortunately, pricing is often not the best way to 
address competitive issues. Students will learn when pricing is an appropriate strategic weapo
n, and how to use it when it is needed.

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 Strategic Pricing
事前学習 Read text chapter 1
事後学習 Review lecture notes and text

2 授業計画 Value Creation, Price Structure
事前学習 Read text chapters 2, 3
事後学習 Review lecture notes and text

3 授業計画 Price and Value Communication, Pricing Policy
事前学習 Read text chapters 4, 5
事後学習 Review lecture notes and text

4 授業計画 Price Level, Costs
事前学習 Read text chapters 6, 9
事後学習 Review lecture notes and text

5 授業計画 Case: Cumberland Metal Industries
事前学習 Read case and prepare for group discussion, meet with group to prepare case 

solution
事後学習 Review case discussion notes

6 授業計画 Case: Priceline.com
事前学習 Read case and prepare for group discussion, meet with group　 to prepare case

 solution
事後学習 Review case discussion notes

7 授業計画 Case: Culinarian Cookware: Pondering Price Promotion
事前学習 Read case and prepare for group discussion, meet with group to prepare case 

solution
事後学習 Review case discussion notes

8 授業計画 Competition
事前学習 Read text chapter 11
事後学習 Review lecture notes and text

9 授業計画 Case: Marlboro Friday (A)
事前学習 Read case and prepare for group discussion, meet with group to prepare case 

solution
事後学習 Review case discussion notes

10 授業計画 Case: The Swatch Group
事前学習 Read case and prepare for group discussion, meet with group to prepare case 

solution
事後学習 Review case discussion notes

11 授業計画 Measuring price sensitivity
事前学習 Read text chapter 12
事後学習 Review lecture notes and text

12 授業計画 Case: Yamato Transport (A)
事前学習 Read case and prepare for group discussion, meet with group to prepare case 

solution
事後学習 Review case discussion notes
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13 授業計画 Case: Netflix: Pricing Decision 2011
事前学習 Read case and prepare for group discussion, meet with group to prepare case 

solution
事後学習 Review case discussion notes

14 授業計画 Case: Keurig at Home: Managing a New Product Launch
事前学習 Read case and prepare for group discussion, meet with group to prepare case 

solution
事後学習 Review case discussion notes

15 授業計画 Final exam
事前学習 Review text, review lecture notes
事後学習 Check accuracy of your test answers using text and notes

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 100% Final exam (30%), eight group case write-ups (60%)
 and class participation (10%)

教科書/Textbooks
1 備考/Remarks Nagle, Hogan, and Zale　『The Strategy and Tactics

 of Pricing (5th Ed., International Ed.)』　Pearso
n
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年度 2019
科目名 共通　ﾌｧｯｼｮﾝ･ﾘﾃｲﾘﾝｸﾞ
英文科目名 Fashion Retailing
学期 単位後期 2
教員名 宮副 謙司
英文教員名 MIYAZOE, Kenshi

講義概要/Course description
従来の「流通チャネル」を科目名変更し、内容をファッション・アパレル領域に重点化し、その川上から
川下まで、今起こっている構造変化をいち早く捉え、先の対応を議論する科目にしたいと考える。　

授業のテーマとして、①川上：情報通信技術（ICT）の進化がもたらす生産・ものづくりの変化（素材・
テキスタイル・縫製メーカーの新動向、オンライン型オーダー/SPAなど）、②川中：総合商社やアパレル
ブランドの変化、③川下：新しい動きをみせるファッション小売業、D2C、フューチャーストアなどを取
り上げる予定である。　

達成目標/Course objectives
マーケティング論の立場からメーカーの流通チャネル、小売業の戦略展開などについて学び
①流通（流通チャネル）の構造とその変化を理解する
②新しい市場環境におけるファッションアパレルビジネスのあり方について構想する力を養成する

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 授業ガイダンス
事前学習 シラバスを読み講義内容の全体像を把握する
事後学習 自身の問題意識・関心と授業の目指すところが乖離していないかを確認する

2 授業計画 流通の基本（メーカーと小売の取引関係・小売の基本指標）、ファッションの現状課
題

事前学習 適宜指示
事後学習 適宜指示

3 授業計画 流通の基本構造の理解①-メーカーにとっての流通チャネル、業界別のチャネル戦略
とその動向（トヨタ、花王、資生堂など）

事前学習 教科書第1章-第3章を読む
事後学習 教科書第1章-第3章を読みなおす

4 授業計画 流通の基本構造の理解②-小売・卸の機能、マーチャンダイジング、売場・店舗の編
成・組織

事前学習 教科書第4章を読む
事後学習 教科書第4章を読みなおす

5 授業計画 流通の基本構造の理解③-小売業態の動向（店舗小売業、ネット小売業）（小売業の
４つのバリュー、ビジネスモデル）セブン-イレブン、ZOZOなどの事例

事前学習 教科書第5章を読む
事後学習 教科書第5章を読みなおす

6 授業計画 流通の基本構造の理解④-卸売業の動向、総合商社の機能と動向、ICTで変化する流通
構造
（三菱商事、伊藤忠商事、国分など）

事前学習 教科書第6章、第7章、第8章を読む
事後学習 教科書第6章、第7章、第8章を読みなおす

7 授業計画 現在の流通テーマ①-アマゾンの動向とアマゾン・エフェクト
事前学習 授業内で指示
事後学習 適宜指示

8 授業計画 現在の流通テーマ②-メルカリの動向、メルカリエフェクト、C2Cシェアリングエコノ
ミー

事前学習 授業内で指示
事後学習 適宜指示

9 授業計画 ファッションアパレル産業の川上・川中・川下の構造、その変化、新たな担い手
（東レ、オンワード、DCブランド、西武、ユニクロ）

事前学習 授業内で指示
事後学習 適宜指示

10 授業計画 ファッション・アパレルの新たな担い手-SPA、セレクトショップ、オーダー、ネット
ワーク（ユニクロ、ZARA,ビームス、ファクトリエなど）

事前学習 授業内で指示
事後学習 適宜指示

11 授業計画 企業事例①-ファッションアパレル（川上企業の消費者とのむすびつき）オンワー
ド、ゲストスピーカーの授業内講演（調整中）

事前学習 授業内で指示
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事後学習 適宜指示
12 授業計画 企業事例②-ファッション小売、ファッションライフスタイルの広がり（ストライプ

インターナショナル、マッシュなど）
事前学習 授業内で指示
事後学習 適宜指示

13 授業計画 新しい流通のあり方①（小売業）-米国ポートランドの地域活性化にみる生活スタイ
ルと、小売業の意味付け（オロックス、エッグプレス、WEバイクスなど）

事前学習 授業内で指示
事後学習 適宜指示

14 授業計画 新しい流通のあり方②（メーカー）-生活者との関係づくり、コミュニティ戦略から
の事業変化（アンバーアーマー、パタゴニアなど）

事前学習 授業内で指示
事後学習 適宜指示

15 授業計画 総括：学びのまとめ
事前学習 期末レポートの発表準備
事後学習 期末課題レポートの学修成果の共有化

授業方法/Method of instruction
講義、事例研究、フィールドリサーチ、レポート作成

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 平常点  In-class Points 50% 授業時のクラス貢献（クラス全体の学びを促進するよう
な発言・質問、行動など）

2 レポート  Report 50% 課題レポート（個人研究）（最終成果物の完成度-着眼
点、創造性、論理的整合性、説得性などの観点から評価
する）

教科書/Textbooks

参考書/Reference books
1 著者名/Author 宮副謙司

タイトル/Title コアテキスト流通論
出版社/Publisher 新世社
出版年/Published year 2010 
価格/Price 2600E

キーワード/Keywords
オムニチャネル・マーケティング  2030年の百貨店  ファッション各段階の構造的変化
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年度 2019
科目名 共通　ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
英文科目名 Marketing Communication
学期 単位後期 2
教員名 赤井 俊一
英文教員名 AKAI, Shunichi

講義概要/Course description
本授業は、㈱電通の現役シニア・プランニング・ディレクターかつ、㈱電通コンサルティングのディレク
ターが講師を務め、実践的な知識や知見を提供します。狭義のマーケティング・コミュニケーションは、
4Pのひとつであるプロモーションを指し、広告、販促、広報活動を包括したコミュニケーション活動を意
味しますが、本講義の前半でその実際を学ぶとともに、後半では「ブランド戦略」「商品開発」など、企
業が行う生産から販売にいたる企業コミュニケーション活動=広義のマーケティング・コミュニケーショ
ン戦略の考え方や手法も学びます。

達成目標/Course objectives
マーケティング・コミュニケーションに関する立案スキルを習得するとともに、それらを実践するうえで
留意すべき点、実践上の課題と対応方法を理解する

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
マーケティング基礎単位を取得し、基本スキルを習得している。

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 ガイダンスとイントロダクション：マーケティング・コミュニケーションの概念につ
いて

事前学習 授業内で指示
事後学習 自身の問題・関心と授業の目指すところが乖離していないかどうか確認する。

2 授業計画 マーケティング・コミュニケーションの「戦略発想」 ～　パーセプションチェン
ジ、戦略の枠組み

事前学習 授業内で指示
事後学習 授業中に解説した発想法とフレームワークを身につけること

3 授業計画 誰に対してどのように向き合うか「戦略的ポジショニング」　～　オーバーテイクと
カテゴリメイク

事前学習 授業内で指示　
事後学習 枠組みへの理解を深めるとともに設定した対象での分析を行う

4 授業計画 顧客とのエンゲージメントを高める「カスタマージャーニー」　～　購買行動プロセ
スと顧客体験

事前学習 授業内で指示
事後学習 枠組みへの理解を深めるとともに設定した対象での分析を行う

5 授業計画 課題を解決するための「プロモーションミックス」　～　キャンペーン思考の型
事前学習 授業内で指示
事後学習 枠組みへの理解を深めるとともに設定した対象での分析を行う

6 授業計画 マーケティング・コミュニケーションの「広告話法」　～　情報処理モデルからのHo
w to say開発

事前学習 授業内で指示
事後学習 適宜指示

7 授業計画 マーケター/アカウントプランナーのための「統合コミュニケーション戦略」～　イ
ンテグレーションモデル

事前学習 授業内で指示
事後学習 適宜指示

8 授業計画 マーケティング・コミュニケーションにおける効果と理論 ～ ビッグデータによる
マーケティング強化、CRM

事前学習 授業内で指示
事後学習 適宜指示

9 授業計画 企業の持続的競争優位をつくり出す「ブランド・コミュニケーション」　～　育成戦
略、再活性のコツ

事前学習 授業内で指示
事後学習 枠組みへの理解を深めるとともに設定した対象での分析を行う

10 授業計画 マーケティング・コミュニケーションとしての「商品開発」「マーチャンダイジング
発想」

事前学習 授業内で指示
事後学習 適宜指示

11 授業計画 デジタルトランスフォーメーション時代のマーケティング・コミュニケーション（ゲ
スト講師による）

事前学習 学習成果の確認
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事後学習 適宜指示
12 授業計画 戦略ファームのマーケティング・コミュニケーションへのアプローチ（ゲスト講師に

よる）
事前学習 学習成果の確認
事後学習 適宜指示

13 授業計画 マーケティング・コミュニケーション戦略（グループワーク）
事前学習 授業内で指示
事後学習 適宜指示

14 授業計画 マーケティング・コミュニケーション戦略（グループ発表）
事前学習 授業内で指示
事後学習 適宜指示

15 授業計画 総括と振り返り
事前学習 授業内で指示
事後学習 学習成果の確認

授業方法/Method of instruction
レクチャーメソッド、演習など、多様な方法を併用する。

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 100% クラス貢献（30％）、グループ発表（20%）、理解度テ
スト（25%）、期末レポート（25％）で評価する

教科書/Textbooks
1 備考/Remarks 講師のレジュメを使用する

参考書/Reference books
1 著者名/Author C.フィル

タイトル/Title マーケティング・コミュニケーション
出版社/Publisher 白桃書房

2 著者名/Author 水野由多加
タイトル/Title 統合広告論
出版社/Publisher ミネルバ書房

3 著者名/Author 恩蔵直人
タイトル/Title マーケティング
出版社/Publisher 日本経済新聞社

4 著者名/Author 丸岡吉人/田中洋
タイトル/Title 広告心理
出版社/Publisher 電通

5 著者名/Author 島村和恵監修
タイトル/Title 新しい広告
出版社/Publisher 電通

6 著者名/Author 電通クロスメディア開発プロジェクトチーム　赤井俊一
他

タイトル/Title クロスイッチ
出版社/Publisher ダイヤモンド社

7 著者名/Author D.A.アーカー
タイトル/Title ブランド論
出版社/Publisher ダイヤモンド社

8 備考/Remarks その他 各回の授業で提示する。

メッセージ/Message
講義を中心に進めますが、理解を深めるために授業内課題を併用します。また、ビジネスの現状に関する
理解を深めていただくために、外部ゲスト講師を招いてお話をうかがいます。ゲストは今後の交渉によっ
て決定するため、授業計画とスケジュールは変更になる可能性を鑑み、これについての詳細は第1回目の
授業時に説明します。

キーワード/Keywords
マーケティング・コミュニケーション　ブランド戦略
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年度 2019
科目名 共通　CRM戦略
英文科目名 CRM Strategy
学期 単位後期 2
教員名 坂本 雅志
英文教員名 SAKAMOTO, Masashi

講義概要/Course description
消費者ニーズや消費者行動が多様化する中で、企業においては、自社の顧客を的確により深く知り、強い
関係性を構築・維持することが求められています。そのため、顧客関係性マネジメント（CRM：Customer 
Relationship Management）という手法が様々な業界で取り組まれています。本科目ではCRMの基本的な概
念や取組事例を学び、その観点からの新たな顧客マーケティング戦略を構想する能力の修得を目指しま
す。また、昨今のソーシャルメディアの普及により、顧客との関係性構築の在り方もパラダイムシフトし
つつある中で、CRMはどのように在るべきなのか、最新事例等も学んでいきます。
授業のスタイルは、理論の講義にとどまらず、ケースメソッドを取り入れたグループ及びクラスディス
カッションで進めていきます。個人でも本テーマに関する事例研究を行い、最終レポートでの提出、個々
人のテーマと研究概要を個人発表する予定です。ゲストスピーカーによる事例紹介も予定しています。
（下記の授業計画はあくまで概略であり、第1回の授業時に日程と計画を説明します。）

達成目標/Course objectives
・CRMの定義についての基本的な理解を確実にする。
・様々な業界や企業のCRM関連問題を分析し、あるべき姿を導出できる能力の獲得。

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
特になし

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 授業概要
事前学習 テキスト第1章を予習する
事後学習 テキスト第1章で講義内容の振り返りを行う

2 授業計画 顧客の捉え方
事前学習 第1回での配布資料を予習し、ディスカッションに備える
事後学習 テキスト第2-3章で講義内容の振り返りを行う

3 授業計画 優良顧客の明確化①
事前学習 第2回での配布資料を予習し、ディスカッションに備える
事後学習 テキスト第3章で講義内容の振り返りを行う

4 授業計画 優良顧客の明確化②
事前学習 第3回での配布資料を予習し、ディスカッションに備える
事後学習 テキスト第3章で講義内容の振り返りを行う

5 授業計画 経営戦略としてのCRM 顧客接点の持ち方
事前学習 第4回での配布資料を予習し、ディスカッションに備える
事後学習 テキスト第4章で講義内容の振り返りを行う

6 授業計画 顧客の維持・育成
事前学習 第5回での配布資料を予習し、「自身の見解レポート」を作成し、ディスカッション

に備える
事後学習 テキスト第4章で講義内容の振り返りを行う

7 授業計画 自治体におけるCRM
事前学習 第6回での配布資料を予習し、ディスカッションに備える
事後学習 テキスト第4章、第5章で講義内容の振り返りを行う

8 授業計画 某企業CRMプログラム検討①_Group Discussion 
事前学習 事前配布資料を予習し、「自身の見解レポート」を作成、グループディスカッション

に備える
事後学習 グループメンバーの意見を参考にし、自身の見解を深める

9 授業計画 次世代型CRM①
事前学習 テキスト第6章を予習する
事後学習 授業内配布資料で、振り返りを行う

10 授業計画 次世代型CRM②
事前学習 テキスト第6章を予習する
事後学習 授業内配布資料で、振り返りを行う

11 授業計画 某企業CRMプログラム検討②_Presentation
事前学習 プレゼンテーション資料の作成
事後学習 他グループのプレゼンを参考に、自身の見解を更に深める

12 授業計画 顧客データの取得と分析
事前学習 テキスト第6章を予習する
事後学習 授業内配布資料で、振り返りを行う
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13 授業計画 ソーシャルCRM
事前学習 発表資料の作成（発表者のみ）
事後学習 期末レポート課題を踏まえ、自社の在るべきCRM戦略を検討する

14 授業計画 CRM事例研究
事前学習 発表資料の作成（発表者のみ）
事後学習 期末レポート課題を踏まえ、自社の在るべきCRM戦略を検討する

15 授業計画 まとめ
事前学習 事前配布資料を予習し、ディスカッションに備える
事後学習 授業の達成目標に到達している事を確認し、期末レポートに反映させる

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 レポート  Report 30% 「自社のCRM戦略について」講義で学ぶ理論、視点で分
析・評価し、今後の方向性（戦略・改善施策等）を文書
としてまとめた最終課題レポート

2 平常点  In-class Points 45% グループ及びクラスディスカッションへの貢献、小レ
ポート提出等を総合的に評価

3 その他  Others 25% グループ発表、クラス発表等

教科書/Textbooks
1 著者名/Author 坂本雅志

タイトル/Title この1冊ですべてわかる「CRMの基本」
出版社/Publisher 日本実業出版社
価格/Price 2,160円

参考書/Reference books
1 著者名/Author 木村達也

タイトル/Title 実践CRM
出版社/Publisher 生産性出版
価格/Price 2,625円

2 著者名/Author アクセンチュア
タイトル/Title CRM顧客はそこにいる
出版社/Publisher 東洋経済新報社
価格/Price 2,520円

3 著者名/Author 嶋口充輝・内田和成
タイトル/Title 顧客ロイヤルティの時代
出版社/Publisher 同文舘出版
価格/Price 2,940円

4 備考/Remarks その他、授業の中で適宜紹介する
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年度 2019
科目名 FULL・FLEX　ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ意思決定ﾓﾃﾞﾙ
英文科目名 Marketing Decision-making model(in English)
学期 単位前期 2
教員名 MAYHEW,Glenn E.
英文教員名 MAYHEW, Glenn E.

講義概要/Course description
Modern marketing managers have more than just intuition and broad “rules of thumb” to guide 
their decisions. There is a wealth of data and sophisticated models that can yield amazing in 
sights. This class is an introduction to the use of models in marketing. Students learn to use
 some basic models, but more generally learn how models can be applied to make better decision
s. All of the models use either Excel or an Excel add-in software package written by the autho
rs of the text. Significant class time is spent demonstrating how to use the models

達成目標/Course objectives
 Students will gain an appreciation of how much decisions can be improved when managers use ev
en simple models to understand marketing's impact on customers and competitors.

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 The Role of Models in Marketing Decision Making
事前学習 Read text chapters 1, 8
事後学習 Review text and lecture notes

2 授業計画 Assessing Customer Value and Valuing Customers
事前学習 Read text chapter 2
事後学習 Review text and lecture notes

3 授業計画 Using the MEXL software
事前学習 Install MEXL on your computer
事後学習 Review example from class

4 授業計画 Case: ABB Electric
事前学習 Prepare case solution
事後学習 Review how the solution in class differed from your own and be sure that you

 can produce the same results
5 授業計画 Segmentation and Targeting

事前学習 Read text chapter 3
事後学習 Review text and lecture notes

6 授業計画 Case: ConneCtor PDA 2001
事前学習 Prepare case solution
事後学習 Review how the solution in class differed from your own and be sure that you

 can produce the same results
7 授業計画 Positioning

事前学習 Read text chapter 4
事後学習 Review text and lecture notes

8 授業計画 Case: BlackBerry Pearl
事前学習 Prepare case solution
事後学習 Review how the solution in class differed from your own and be sure that you

 can produce the same results
9 授業計画 Forecasting

事前学習 Read text chapter 5
事後学習 Review text and lecture notes

10 授業計画 Case: Ford Hybrid Cars
事前学習 Prepare case solution
事後学習 Review how the solution in class differed from your own and be sure that you

 can produce the same results
11 授業計画 New Product Design

事前学習 Read text chapter 6
事後学習 Review text and lecture notes

12 授業計画 Case: Durr Environmental Controls Inc.
事前学習 Prepare case solution
事後学習 Review how the solution in class differed from your own and be sure that you

 can produce the same results
13 授業計画 The Marketing Mix

事前学習 Read text chapter 7
事後学習 Review text and lecture notes
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14 授業計画 Case: Blue Mountain Coffee
事前学習 Prepare case solution
事後学習 Review how the solution in class differed from your own and be sure that you

 can produce the same results
15 授業計画 まとめ

事前学習 Review text and lecture notes
事後学習 Confirm that you have done everything necessary to pass the course

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 100% Final case (30%), 6 homework assignments (60%), an
d class participation (10%)

教科書/Textbooks
1 備考/Remarks Lillian, Rangaswamy and De Bruyn 『Principles of M

arketing Engineering 』 Trafford Publishing (e-tex
t is provided along with the software and cases fo
r the course)
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年度 2019
科目名 共通　ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ･ｽﾄﾗﾃｼﾞｰ･ｹﾞｰﾑ
英文科目名 Marketing Strategy Game(in English)
学期 単位後期 2
教員名 MAYHEW,Glenn E.
英文教員名 MAYHEW, Glenn E.

講義概要/Course description
ABS has a tradition of excellence in management simulation exercises.  This course uses a new 
marketing strategy simulation that ABS students successfully tested the last few years.  It si
mulates an electronics market in which demand for hardware and content are intertwined.  Stude
nt firms produce both hardware and content and must compete for market dominance.  There is pa
rticular emphasis on creating competitive advantage and forecasting the outcomes of strategic 
decisions, and the game provides a rich array of data.  Most weeks, instead of formal class me
etings, groups will meet with the instructor for consultation on strategies and tactics.

達成目標/Course objectives
Unlike case-based courses, this course uses a marketing strategy simulation game to give stude
nts the opportunity to create and execute a complete marketing strategy.  Particular emphasis 
will be given to building a product portfolio and the use of marketing research to guide strat
egic choices.

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
マーケティング基礎

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 Introduction to the Msim Marketing Strategy Simulation
事前学習 Access the simulation website and read the Game Guide
事後学習 Review the Game Guide once again

2 授業計画 Product development, Segmentation
事前学習 Read about segmentation in the Game Guide, read lecture notes
事後学習 Study the segmentation data and complete the Segmentation Assignment

3 授業計画 The marketing mix I, Conjoint analysis, Team formation, Period 2 decision
事前学習 Read about Conjoint Analysis in the Game Guide, read the lecture notes
事後学習 Complete the Conjoint Analysis Assignment

4 授業計画 The marketing mix II, Period 3 decision
事前学習 Study the latest game output, meet as a group to discuss your decision; Read

 the lecture notes
事後学習 Finalize your decision

5 授業計画 Forecasting, Period 4 decision
事前学習 Study the latest game output, meet as a group to discuss your decision; Read

 the lecture notes
事後学習 Finalize your decision

6 授業計画 Using market research I, Period 5 decision
事前学習 Study the latest game output, meet as a group to discuss your decision; Read

 the lecture notes
事後学習 Finalize your decision

7 授業計画 Using market research II, Period 6 decision
事前学習 Study the latest game output, meet as a group to discuss your decision; Read

 the lecture notes
事後学習 Finalize your decision

8 授業計画 Period 7 decision
事前学習 Study the latest game output, meet as a group to discuss your decision
事後学習 Finalize your decision

9 授業計画 Period 8 decision
事前学習 Study the latest game output, meet as a group to discuss your decision
事後学習 Finalize your decision

10 授業計画 Period 9 decision
事前学習 Study the latest game output, meet as a group to discuss your decision
事後学習 Finalize your decision

11 授業計画 Period 10 decision
事前学習 Study the latest game output, meet as a group to discuss your decision
事後学習 Finalize your decision

12 授業計画 Period 11 & 12 decision
事前学習 Study the latest game output, meet as a group to discuss your decision
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事後学習 Finalize your decision
13 授業計画 Period 13 & 14 decisions

事前学習 Study the latest game output, meet as a group to discuss your decision
事後学習 Finalize your decision

14 授業計画 Period 15-20 decisions
事前学習 Study the latest game output, meet as a group to discuss your decision
事後学習 Finalize your decision

15 授業計画 Final presentations
事前学習 Prepare group presentation
事後学習 Review the presentations of all teams and integrate their points into you le

arning for the course

授業方法/Method of instruction
There will be lectures at the beginning of the course, plus weekly meetings with the professor
 for each group. The simulation is the key learning tool.

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 100% Game performance (65%), Final group presentation 
(20%), Individual final report (15%)

教科書/Textbooks
1 備考/Remarks Mayhew『Msim Marketing Strategy Simulation Game』
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年度 2019
科目名 共通　地域活性化のﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ
英文科目名 Marketing for Regional Vitalization
学期 単位前期 2
教員名 宮副 謙司
英文教員名 MIYAZOE, Kenshi

講義概要/Course description
近年の地域経済の低迷などを背景に地域再生・街おこしなどが叫ばれ、取り組まれてきたが、今求められ
る地域活性化とは、話題づくりや一過性の盛り上がりでなく、地域社会の本質的な豊かさ、持続的な活性
化へ向けて、地域資源を捉えなおし新たな着眼と編集での地域価値として創造し、さらにその価値伝達・
提供であると考える。

本科目では、地域活性化の捉え方（マーケティングモデル）・実現への手法・評価ポイント（マネジメン
トモデル）などを学び、そのフレームワークに沿って、各地・各企業の取組みの事例研究を行う。

達成目標/Course objectives
① マーケティングの観点から地域活性化の取り組みを理解する 
②地域活性化の取組事例について評価基準あるいはモデルを適用して分析し評価できる

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
地域活性化の活動に関心があること

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 コースガイダンス（概要、授業の進め方、学修方法など）地域活性化の捉え方、従来
のマーケティング論（地域ブランド論）、マーケティング視点で捉える新たな地域活
性化の捉え方（分析の枠組み） 

事前学習 シラバスを読み講義内容の全体像を把握しておく
事後学習 自分自身の問題意識・関心と授業の目指すところが乖離していないかを確認する

2 授業計画 地域価値の創造①地域産品のブランド化-中川政七商店
事前学習 教科書「地域活性化マーケティング」第1章を読む
事後学習 教科書「地域活性化マーケティング」第1章を読みなおす

3 授業計画 地域価値の創造②地域のブランド化（場づくり）-地方菓子企業の飲食コミュニ
ティ、文化事業、地域開発などへの拡大展開（たねや、六花亭など）、徳島県上勝町
「RISE ＆ WIN」など

事前学習 教科書「地域活性化マーケティング」第2章を読む
事後学習 教科書「地域活性化マーケティング」第2章を読みなおす

4 授業計画 地域価値の創造③コトを起こす-観光、プロモーション、学び体験など　SASEBO時
旅、シブヤ大学、民藝、古民家見学ツアーなど 

事前学習 教科書「地域活性化マーケティング」第3章を読む
事後学習 教科書「地域活性化マーケティング」第3章を読みなおす

5 授業計画 地域価値の伝達-マーケティング理論の適用、先行事例からの戦略の定石とその適
用、共感のコミュニティ、価値の表示、アイコンの形成など

事前学習 教科書「地域活性化マーケティング」第5章を読む
事後学習 教科書「地域活性化マーケティング」第5章を読みなおす

6 授業計画 地域価値の提供-マーケティング理論の適用、先行事例の戦略の定石の適用、タダフ
サ（新潟県燕三条）

事前学習 教科書「地域活性化マーケティング」第4章を読む
事後学習 教科書「地域活性化マーケティング」第4章を読みなおす

7 授業計画 地域活性化のマーケティングの取り組み評価、評価の考え方、取り組み企業・行政の
評価

事前学習 教科書「地域活性化マーケティング」第6章を読む
事後学習 教科書「地域活性化マーケティング」第6章を読みなおす

8 授業計画 地域活性化のマーケティングの評価-事例研究①-担い手NPO、徳島県神山町の事例
事前学習 教科書「地域活性化マーケティング」第11章を読む、ケースを読む
事後学習 教科書「地域活性化マーケティング」第11章を読みなおす、ケースを読みなおす

9 授業計画 地域活性化のマーケティングの評価-事例研究②-山形県鶴岡・酒田（授業内講演を予
定）

事前学習 対象の地域・行政のネット記事・情報を入手する
事後学習 授業内講演のノートを読み返す

10 授業計画 地域活性化のマーケティングの評価-事例研究③-担い手企業、花王、キリンビール
事前学習 対象の企業の地域活性化の取り組みのネット記事・情報を入手する
事後学習 地域活性化のマーケティングについて、自分が所属する企業・業界でできることを考

える
11 授業計画 地域活性化のマーケティングの評価-事例研究④-米国ポートランドの事例
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事前学習 教科書「地域活性化マーケティング」第12章を読む
事後学習 教科書「地域活性化マーケティング」第12章を読みなおす

12 授業計画 地域活性化のマーケティングの評価-事例研究⑤-伊予西条の事例
事前学習 ケースを読む
事後学習 ケースを読みなおす

13 授業計画 グループ別での事例研究発表 （前半）
事前学習 グループ別での研究発表資料の作成
事後学習 各グループの研究発表を聞いた感想をまとめる、自分たちのグループ研究の成果と課

題を検討する 
14 授業計画 グループ別での事例研究発表（後半）

事前学習 グループ別での研究発表資料の作成
事後学習 各グループの研究発表を聞いた感想をまとめる、自分たちのグループ研究の成果と課

題を検討する
15 授業計画 総括　授業のまとめ、この授業からの学びの総括

事前学習 教科書「地域活性化マーケティング」第13章を読む
事後学習 教科書「地域活性化マーケティング」第13章を読みなおす、授業資料のすべてを読み

なおす

授業方法/Method of instruction
講義、ケースディスカッション、事例研究（受講生メンバーによる自主研究）

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 平常点  In-class Points 50% 授業時のクラス貢献（クラス全体の学びを促進するよう
な発言・質問、行動など）

2 レポート  Report 10% 課題レポート（最終成果物の完成度-着眼点、創造性、
論理的整合性、説得性などの観点から評価する）

3 その他  Others 40% グループを編成し、グループごとに研究対象の地域ある
いは商品を決めて、それについて授業で習った観点で評
価する　そしてそのグループ発表を行う

教科書/Textbooks
1 著者名/Author 宮副謙司

タイトル/Title 地域活性化マーケティング-地域価値を創る・高める方
法論

出版社/Publisher 同友館
出版年/Published year 2014

参考書/Reference books
1 著者名/Author 宮副謙司・内海里香

タイトル/Title 米国ポートランドの地域活性化戦略
出版社/Publisher 同友館
出版年/Published year 2017

キーワード/Keywords
地域資源の着眼と編集  地域価値の創造  地域価値の伝達  地域価値の提供
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年度 2019
科目名 共通　地域活性化のﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ
英文科目名 Planning for Regional Vitalization
学期 単位後期 2
教員名 宮副 謙司
英文教員名 MIYAZOE, Kenshi

講義概要/Course description
近年の地域経済の低迷などを背景に地域再生・街おこしなどが叫ばれ、取り組まれてきたが、今求められ
る地域活性化とは、話題づくりや一過性の盛り上がりでなく、地域社会の本質的な豊かさ、持続的な活性
化へ向けて、地域資源を捉えなおし新たな着眼と編集での地域価値として創造し、さらにその価値伝達・
提供であると考える。

本科目では、地域活性化の捉え方（マーケティングモデル）・実現への手法・評価ポイント（マネジメン
トモデル）などを学び、そのフレームワークに沿って、１つの地域の活性化戦略プランニングに取り組
む。

地域コミュニティを知り参画する活動（コミュニティベースト・ラーニング：CBL）を基本スタンスとし
て、その地域価値が充実し、対象とする人々に確実にその地域価値を伝達し提供するように戦略や具体策
を提案する人材：地域政策デザイナー、地域活性化マーケティング戦略策定プランナーを養成する科目と
位置付ける。

達成目標/Course objectives
①  マーケティングの観点から地域活性化の取り組み（地域活性化のマーケティング手法）を理解する 
②　地域活性化のプランニング方法論を体系的に学び、実際の地域に適用してマーケティングの観点から
地域活性化取組事例について評価基準あるいはモデルを適用して分析し、今後の対応方向を構想する実践
的な戦略構築力の習得を目指す

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
地域活性化の活動に関心があること（ABS授業「地域活性化のマーケティング」を事前に受講し単位を取
得していることが望ましい）

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 コースガイダンス（概要、授業の進め方、学修方法など）
事前学習 シラバスを読み講義内容の全体像を把握しておく
事後学習 自分自身の問題意識・関心と授業の目指すところが乖離していないかを確認する

2 授業計画 プランニング方法論、GHILフレーム、地域資源の着眼・編集から地域価値の創造、コ
ンセプト・テーマの導出、地域価値の具体的施策（モノづくり、コトづくり、場づく
り、人づくり）

事前学習 GHIL論文を読む
事後学習 GHIL論文を読みなおす

3 授業計画 プランニング事例の理解、昨年度受講生のプランニング事例（伊予西条、川越、茅ヶ
崎、鹿児島　指宿、長野-峰の原高原）

事前学習 プランニング資料を読む
事後学習 プランニング資料を読みなおす

4 授業計画 プランニング方法論①-モノづくり：地域ブランドづくり、事例-奥茨城よろず堂
事前学習 教科書「地域活性化のマーケティング」第1章・第2章を読む
事後学習 教科書「地域活性化のマーケティング」第1章・第2章を読みなおす

5 授業計画 プランニング方法論②-コトづくり：観光、イベント、コミュニティ活動の企画開発
事前学習 教科書「地域活性化のマーケティング」第3章・第8章を読む
事後学習 教科書「地域活性化のマーケティング」第3章・第8章を読みなおす

6 授業計画 プランニング方法論③-地域価値の伝達と提供、マーケティング戦略理論の適用、先
行事例からの戦略の定石の適用

事前学習 教科書「地域活性化マーケティング」第5章を読む
事後学習 教科書「地域活性化マーケティング」第5章を読みなおす

7 授業計画 グループワークの準備-プランニンググループの編成、メンバーでのプランニング計
画の検討

事前学習 戦略策定対象地域・テーマの事前検討
事後学習 グループワークのスケジュール表の作成、メンバー承認

8 授業計画 グループワーク、対象地域の現地調査
事前学習 適宜指示
事後学習 適宜指示

9 授業計画 グループワーク、戦略策定資料の作成（地域の概要、地域資源の確認）
事前学習 適宜指示
事後学習 適宜指示
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10 授業計画 地域活性化のプランニング　グループ別中間進捗発表（対象地域の概要、地域資源の
確認、地域価値の創造-コンセプトと具体的な取り組み領域の確認）（前半）

事前学習 グループ別に中間進捗発表用資料を準備
事後学習 グループごとに提出した資料の加筆修正

11 授業計画 地域活性化のプランニング　グループ別中間進捗発表（対象地域の概要、地域資源の
確認、地域価値の創造-コンセプトと具体的な取り組み領域の確認）（後半） 

事前学習 適宜指示
事後学習 適宜指示

12 授業計画 地域活性化のプランニング-地域価値の創造のブラッシュアップ
事前学習 適宜指示

13 授業計画 地域活性化のプランニング-地域価値の伝達と提供のブラッシュアップ（ブラッシュ
アップ）

事前学習 適宜指示
事後学習 適宜指示

14 授業計画 グループワークの研究発表（策定した地域活性化のマーケティング戦略の発表）
事前学習 グループ別での研究発表資料の作成
事後学習 各グループの研究発表を聞いた感想をまとめる、自分たちのグループ研究の成果と課

題を検討する
15 授業計画 総括　授業のまとめ、この授業からの学びの総括

事前学習 教科書「地域活性化マーケティング」第13章を読む
事後学習 教科書「地域活性化マーケティング」第13章を読みなおす、授業資料のすべてを読み

なおす

授業方法/Method of instruction
講義、ケースディスカッション、戦略プランニング（受講生メンバーによる自主研究）

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 平常点  In-class Points 40% 授業時のクラス貢献（クラス全体の学びを促進するよう
な発言・質問、行動など）

2 その他  Others 50% グループを編成し、グループごとに研究対象の地域を決
めて、それについて授業で習った観点で地域活性化の
マーケティング戦略を策定する　そしてそれについてグ
ループ発表を行う

3 レポート  Report 10% プランニングプロジェクトに関しての個人レポート

教科書/Textbooks
1 著者名/Author 宮副謙司

タイトル/Title 地域活性化マーケティング-地域価値を創る・高める方
法論

出版社/Publisher 同友館
出版年/Published year 2014

参考書/Reference books
1 著者名/Author 宮副謙司・内海里香

タイトル/Title 米国ポートランドの地域活性化戦略
出版社/Publisher 同友館
出版年/Published year 2017

2 著者名/Author 宮副謙司・佐伯悠・藤井祐剛
タイトル/Title GHILフレーム-地域価値の創造に向けた地域資源の着

眼・編集の方法論
出版社/Publisher 日本マーケティング学会
出版年/Published year 2017

キーワード/Keywords
地域資源の着眼と編集  GHILフレーム  コミュニティ・ベースト・ラーニング（CBL）
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年度 2019
科目名 共通　地方創生実践論-神山ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
英文科目名 Regional Revitalization - Kamiyama  Project
学期 単位後期 2
教員名 大南 信也
英文教員名 OMINAMI, Shinya

講義概要/Course description
本科目は、NPO法人グリーンバレーの寄附講座です。本科目は、徳島県神山町地域で取り組んでいる地方
創生・地域活性化の考え方や事例を、現地で実際に推進しているメンバーから直接に話をし、受講生に伝
え、その取り組みの本質を理解してもらい、受講生自らの関心地域での地方創生に生かしてもらいたいと
いうことが授業の狙いです。
本科目では、NPO法人グリーンバレーの理事を中心に複数の神山メンバーが、青山キャンパスあるいは現
地からの遠隔講義によりオムニバス形式で授業を担当し、発想法や取り組み手法の事例を説明します。受
講生はクラスでのディスカッションをへて自分事として考えるとともに、現地あるいは東京都内での神山
関連イベントや施設のフィールドリサーチも行い、今後、自らの地方創生・地域活性化の取り組みにつな
げていただきたいと考えます。

達成目標/Course objectives
①徳島県神山町地域で取り組んでいる地域活性化の取り組み事例を理解する。
②その背景や運営の実際を踏まえ、受講生各自の関心地域での活性化の取り組みに生かすべきことを考
え、実践する能力を高める。

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
地方創生、地域活性化に関心があること。

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 コースガイダンス　授業の進め方などについて説明
事前学習 シラバスを読み講義内容の全体像を把握する
事後学習 配布資料の復習

2 授業計画 地方創生の考え方、神山プロジェクトの全体概要
事前学習 教科書「はじめに」を読む
事後学習 教科書「はじめに」及び講義資料を復習する

3 授業計画 神山プロジェクトの経緯-不思議な田舎ができるまで
事前学習 教科書「第1章」を読む
事後学習 教科書「第1章」及び講義資料を復習する

4 授業計画 IT企業が実験する創造的な働き方
事前学習 教科書「第2章」を読む
事後学習 教科書「第2章」及び講義資料を復習する

5 授業計画 なぜ移住者は神山を目指すのか
事前学習 教科書「第3章」を読む
事後学習 教科書「第3章」及び講義資料を復習する

6 授業計画 地方創生戦略づくり-町の未来を自分ごとにする
事前学習 教科書「第4章」を読む
事後学習 教科書「第

7 授業計画 神山つなぐ公社-官民連携の実行部隊
事前学習 教科書「第5章」を読む
事後学習 教科書「第5章」及び講義資料を復習する

8 授業計画 フード・ハブ・プロジェクト-農業の未来をつくる
事前学習 教科書「第6章」を読む
事後学習 教科書「第6章」及び講義資料を復習する

9 授業計画 集合住宅プロジェクト-林業・建設業の未来をつくる
事前学習 教科書「第7章」を読む
事後学習 教科書「第7章」及び講義資料を復習する

10 授業計画 地域のリーダーを育てる-新しい教育の実践
事前学習 教科書「第8章」を読む
事後学習 教科書「第8章」及び講義資料を復習する

11 授業計画 現地滞在学習（あるいは東京における徳島関連施設のリサーチ）
事前学習 フィールドリサーチ事前準備
事後学習 調査内容のまとめ

12 授業計画 フィールドリサ―チ内容のまとめ、リフレクション
事前学習 調査内容のまとめ
事後学習 発表へのまとめ直し

13 授業計画 個人の研究発表（その１）
事前学習 発表準備
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事後学習 発表総括・振り返り
14 授業計画 個人の研究発表（その2）

事前学習 発表準備
事後学習 発表総括・振り返り

15 授業計画 授業の総括、なぜ神山の地方創生が前進するのか
事前学習 教科書「第9章」を読む
事後学習 授業の総復習

授業方法/Method of instruction
地方創生の考え方や取り組み事例の講義、クラスディスカッション、現地あるいは都内でのフィールドリ
サーチ、受講生各自個人の地方創生・地域活性化の取り組みの考察まとめと発表など。

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 レポート  Report 20% 個人研究発表-神山プロジェクトからの学び、自らの地
方創生への活かし方について（ワード文書で

2 平常点  In-class Points 40% 受講態度（ディスカッション参加及び貢献、毎回授業後
リアクションペーパー提出などの基準で評価）

3 その他  Others 40% 個人研究発表-クラスでのプレゼンテーション（内容の
創造性・成長性・実現可能性・論理性の基準で評価）

教科書/Textbooks
1 著者名/Author 神田誠司

タイトル/Title 神山進化論
出版社/Publisher 学芸出版社
出版年/Published year 2018年
ISBN 9784761526924
価格/Price 2000（＋税）円

参考書/Reference books
1 著者名/Author 篠原 匡

タイトル/Title 神山プロジェクト 未来の働き方を実験する
出版社/Publisher 日経BP社
出版年/Published year 2014年
ISBN 9784822274436
価格/Price 1500（＋税）円

2 著者名/Author NPO法人グリーンバレー、信時正人
タイトル/Title 神山プロジェクトという可能性-地方創生、循環の未来

について
出版社/Publisher 廣済堂出版
出版年/Published year 2016年
ISBN 9784331520413
価格/Price 2000（＋税）円
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年度 2019
科目名 共通　ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ･ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ
英文科目名 Advanced Marketing
学期 単位後期 2
教員名 黒岩 健一郎
英文教員名 KUROIWA, Kenichirou

講義概要/Course description
現代は、たんに価格やプロモーションだけでモノやサービスが売れる時代ではありません。顧客のニーズ
を的確に満たす価値を提供するには、マーケティング部門だけが独自に活動するのではなく、研究開発部
門や製造部門、財務部門などの他部門との調整が必要となります。したがって、経営者が深く関与して意
思決定が行われなくてはなりません。

本講義では、プロダクト・マネジャーやブランド・マネジャーのレベルが考えるべきイシューいわゆる
マーケティング・マネジメントではなく、経営者およびＣＭＯ（チーフ・マーケティング・オフィサー）
が考えるべきイシュー、について議論します。

達成目標/Course objectives
経営者およびＣＭＯとして企業のマーケティング活動を統合する技能を習得することです。

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
「マーケティング基礎」を履修済みであることです。

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 ガイダンス、CMOの役割
ケース：ピーキュー

事前学習 シラバスを読み講義内容の全体像を把握する。
事後学習 授業内容を復習する。

2 授業計画 テーマ：体験消費
ケース：AKB48

事前学習 ケースの予習
事後学習 授業内容の復習

3 授業計画 テーマ：ビジネスモデル
ケース：ウーバー

事前学習 ケースの予習
事後学習 授業内容の復習

4 授業計画 テーマ：ビジネスモデル
ケース：パンドララジオ

事前学習 ケースの予習
事後学習 授業内容の復習

5 授業計画 テーマ：複数ビジネスモデルのシナジー
ケース：デルタ航空

事前学習 ケースの予習
事後学習 授業内容の復習

6 授業計画 授業内講演
事前学習 授業内講演の予習
事後学習 授業内容の振り返り

7 授業計画 テーマ：イノベーションマネジメント
ケース：スリーエム

事前学習 ケースの予習
事後学習 授業内容の復習

8 授業計画 テーマ：成長戦略
ケース：レゴ

事前学習 ケースの予習
事後学習 授業内容の復習

9 授業計画 テーマ：デザインシンキング
ケース：アップルのデザイン哲学

事前学習 ケースの予習
事後学習 授業内容の復習

10 授業計画 テーマ：市場志向組織
ケース：テトラパック

事前学習 ケースの予習
事後学習 授業内容の復習

11 授業計画 テーマ：親会社子会社関係
ケース：レベンダリーカフェ
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事前学習 講演テーマの予習
事後学習 授業内容の復習

12 授業計画 テーマ：企業ブランド
ケース：ゴディバ・ジャパン

事前学習 ケースの予習
事後学習 授業内容の復習

13 授業計画 テーマ：ポストマージャーブランディング
ケース：レノボ

事前学習 ケースの予習
事後学習 授業内容の復習

14 授業計画 テーマ：社会戦略
ケース：ナラヤナ・フルダヤラヤ心臓病院

事前学習 ケースの予習
事後学習 授業内容の復習

15 授業計画 授業の振り返り
事前学習 予習
事後学習 授業内容の復習

授業方法/Method of instruction
　本講義は、ケースメソッドで実施します。受講者間での討議に多くの時間を費やします。また、実務家
による講演も予定しています。

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 平常点  In-class Points 70% クラス貢献
2 レポート  Report 30% ケース分析レポート

教科書/Textbooks
1 備考/Remarks ケース教材は、授業内で配布します。

参考書/Reference books
1 備考/Remarks 初回の授業で提示します。

メッセージ/Message
ケース討議を毎週1本ずつ行いますので、予習の負荷がかなりかかります。

その他/Others
ケースは変更になる場合があります。

キーワード/Keywords
マーケティング
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年度 2019
科目名 共通　ｾｰﾙｽ･ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ
英文科目名 Sales Marketing
学期 単位後期 2
教員名 髙木 研太郎
英文教員名 TAKAGI, Kentaro

講義概要/Course description
B2Bにおけるセールス・マーケティングは、マーケティング領域においてB2Cと比較すると体系だった学修
が難しいのではないでしょうか。本科目では、B2Bを中心とした企業のセールス・マーケティングの基本
的な理論とともに、主要なB2B業界のベストプラクティスを具体的に学び、B2B企業におけるセールス・
マーケティングの高度化に役立つ着眼点を得ることを目的としています。特に、B2B業界の中でも、IT・
コンサルティング業界、消費財メーカー、通信・ハイテク業界などについて取り上げる予定です。
授業のスタイルは、理論の講義にとどまらず、コンサルティング実務をベースにした主要な業界の具体的
な取り組みの紹介や、特定の企業を取り上げてのケース演習形式も織り交ぜて進めて行きます。

達成目標/Course objectives
B2Bセールス・マーケティングの基本的なアプローチを理解し、自分の所属する企業や想定する企業での
ケースを自ら考えられるようになる。

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
特になし

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 コースガイダンス、授業の進め方、学習方法
事前学習 シラバスを読み講義内容の全体像を把握する。
事後学習 自身の問題・関心と授業の目指すところが乖離していないかどうか確認する。

2 授業計画 B2Bとは、B2Bのセールス・マーケティングの難しさ
事前学習 授業内で指示
事後学習 適宜指示

3 授業計画 B2Bのマーケティング：製品戦略、顧客戦略
事前学習 授業内で指示
事後学習 適宜指示

4 授業計画 B2Bのセールス（１）：ﾀｰｹﾞﾃｨﾝｸﾞ、ﾌﾟﾛｾｽ管理
事前学習 授業内で指示
事後学習 適宜指示

5 授業計画 B2Bのセールス（２）：営業組織設計、営業人材育成
事前学習 授業内で指示
事後学習 適宜指示

6 授業計画 B2Bのセールス（３）：ﾌﾞﾗﾝﾃﾞｨﾝｸﾞや広告販促
事前学習 授業内で指示
事後学習 適宜指示

7 授業計画 業界別のセールス・マーケティング：コンサルティング業界（新規事業）
事前学習 ※取り上げる業界は受講生の所属業界を考慮して設定しますので、表記は昨年実績の

ものとなります。
事後学習 適宜指示

8 授業計画 業界別のセールス・マーケティング：コンサルティング業界（マーケティング）
事前学習 ※同上
事後学習 適宜指示

9 授業計画 業界別のセールス・マーケティング：小売業界（B to B to Cマーケティング）
事前学習 ※同上
事後学習 適宜指示

10 授業計画 ケース演習（グループワーク）
事前学習 授業内で指示
事後学習 適宜指示

11 授業計画 ケース演習（グループワーク）
事前学習 授業内で指示
事後学習 適宜指示

12 授業計画 ケース演習（グループワーク）
事前学習 授業内で指示
事後学習 適宜指示

13 授業計画 ケース演習（グループ別発表、クラスディスカッション）
事前学習 約2グループずつ
事後学習 適宜指示

14 授業計画 ケース演習（グループ別発表、クラスディスカッション）
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事前学習 約2グループずつ
事後学習 適宜指示

15 授業計画 コースの総括
事前学習 授業内で指示
事後学習 学習成果の確認

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 レポート  Report 30% ケース演習をもとにした期末レポート（文字数5,000字
程度）

2 平常点  In-class Points 50% 授業態度（クラスおよびグループディスカッションへの
参加、クラス貢献を含む）

3 その他  Others 20% グループ発表

教科書/Textbooks
1 備考/Remarks 特になし

参考書/Reference books
1 著者名/Author 余田 拓郎

タイトル/Title BtoBマーケティング―日本企業のための成長シナリオ
出版社/Publisher 東洋経済新報社
価格/Price 2,940円

2 著者名/Author トーマス・H・ダベンポート , ジェーン・G・ハリス
タイトル/Title 分析力を武器とする企業 強さを支える新しい戦略の科

学
出版社/Publisher 東洋経済新報社
価格/Price 2,310円
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年度 2019
科目名 FULL・FLEX　ｻｰﾋﾞｽ･ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ
英文科目名 Service Marketing
学期 単位後期 2
教員名 黒岩 健一郎
英文教員名 KUROIWA, Kenichirou

講義概要/Course description
　近年、経済におけるサービスの存在感は、ますます高まっています。日本の国内総生産に占める第3次
産業の割合は、約75％にもなっています。

　本講義では、サービスのマーケティングに関する論点について体系的、かつ網羅的に学びます。具体的
には、顧客満足とサービス品質、顧客との関係性、サービス・リカバリー、インターナル・マーケティン
グ、サービス・イノベーション＆デザイン、需給のマネジメント、などを取り上げます。

達成目標/Course objectives
　本講義の目標は、第一に、サービス・マーケティングの基礎的な理論や概念を体系的に理解することで
す。第二に、それらの理論や概念を使って意思決定する技能を身につけることです。

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
　「マーケティング基礎」を履修済みであることです。

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 ガイダンス、テーマ：サービス・マーケティングの基礎概念
ケース：コイヤ

事前学習 シラバスを読み講義内容の全体像を把握する。
事後学習 授業内容を復習する。

2 授業計画 テーマ：顧客満足とサービス品質
ケース：エムケイ・タクシー

事前学習 ケースの予習
事後学習 授業内容の復習

3 授業計画 テーマ：顧客満足とサービス品質
ケース：エムケイ・タクシー

事前学習 ケースの予習
事後学習 授業内容の復習

4 授業計画 テーマ：顧客との関係性
ケース：ハウスオブローゼ

事前学習 ケースの予習
事後学習 授業内容の復習

5 授業計画 テーマ：顧客との関係性
ケース：ハウスオブローゼ

事前学習 ケースの予習
事後学習 授業内容の復習

6 授業計画 テーマ：サービス・リカバリー
ケース：資生堂お客さまセンター

事前学習 ケースの予習
事後学習 授業内容の復習

7 授業計画 テーマ：サービス・リカバリー
ケース：資生堂お客さまセンター

事前学習 ケースの予習
事後学習 授業内容の復習

8 授業計画 授業内講演
事前学習 講演テーマの予習
事後学習 授業内容の復習

9 授業計画 テーマ：インターナル・マーケティング
ケース：TESSEIの苦境

事前学習 ケースの予習
事後学習 授業内容の復習

10 授業計画 テーマ：インターナル・マーケティング
ケース：TESSEIの苦境

事前学習 ケースの予習
事後学習 授業内容の復習

11 授業計画 テーマ：サービス・イノベーション＆デザイン
ケース：フェーズ・ゼロ：IDEOによる新サービスの導入

事前学習 ケースの予習
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事後学習 授業内容の振り返り
12 授業計画 テーマ：サービス・イノベーション＆デザイン

ケース：フェーズ・ゼロ：IDEOによる新サービスの導入
事前学習 ケースの予習
事後学習 授業内容の復習

13 授業計画 テーマ：需給のマネジメント
ケース：アラヴィンド眼科医院

事前学習 ケースの予習
事後学習 授業内容の復習

14 授業計画 テーマ：需給のマネジメント
ケース：アラヴィンド眼科医院

事前学習 ケースの予習
事後学習 授業内容の復習

15 授業計画 テーマ：振り返り

授業の総括
事前学習 ケースの予習
事後学習 授業内容の復習

授業方法/Method of instruction
　本講義は、主にケースメソッドで実施します。受講者間での討議に多くの時間を費やします。論点を整
理するためのショートレクチャーも所々で実施します。また、実務家による講演も予定しています。

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 平常点  In-class Points 70% クラス貢献は、クラス討議での発言の量と質で評価しま
す。

2 レポート  Report 30% 期末レポート（ケース分析レポート）

教科書/Textbooks
1 備考/Remarks ケース教材は、授業内で配布します。

参考書/Reference books
1 備考/Remarks 初回の授業で提示します。

その他/Others
ケースは変更になる場合があります。
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年度 2019
科目名 共通　ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ戦略
英文科目名 Marketing Strategy
学期 単位後期 2
教員名 宮副 謙司
英文教員名 MIYAZOE, Kenshi

講義概要/Course description
1年前期「マーケティング基礎」で学んだ統合マーケティングの知識を継承し、さらに自分で主体的に
マーケティング戦略を策定し、推進できる能力を高めるための科目です。可能な限り、広告代理店の戦略
プランニングエグゼクティブや企業のマーケティング戦略策定実務者をゲストに招き、実務最前線のマー
ケティング能力水準を理解しそれにむけて能力向上ができるようにしていきます。

＊1年後期から本格的に受講できるマーケティング専門科目が、マーケティング領域で専門化・細分化し
ていくので、この科目はそれらを統合的に戦略展開できるようにするための科目です。（2年次に500番台
科目「MPP」を履修したいと思う学生はこの科目「マーケティング戦略」を履修することを推奨します）

達成目標/Course objectives
①マーケティング戦略の構想・策定能力（外部・内部環境分析から統合的な戦略立案まで）を高める
②個人のマーケティング着想力、まとめ、ライティング、ディスカッションファシリテーション力を高め
る

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
「マーケティング基礎」を履修し単位を得ていること。マーケティングの能力を高め、ビジネスに生かそ
うと意欲をもっていること

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 コースガイダンス-コース概要、授業の進め方、MBAとしてのマーケティングの学び方
事前学習 マーケティングの学びについて、自主的な関心領域・能力獲得目標を持って受講する
事後学習 MBAとしてのマーケティングの学び方を再度認識する

2 授業計画 マーケティング戦略策定のプロセス-マーケティングの捉え方、マーケティング戦略
とその策定のプロセス、STP

事前学習 「マーケティング基礎」で学んだマーケティング戦略策定のプロセスを復習し、この
授業に臨むこと

事後学習 適宜指示
3 授業計画 青山企業のマーケティング戦略①-青山フラワーマーケットの戦略についての評価

事前学習 ケース予習、「青山企業のマーケティング戦略」第1章を読む
事後学習 「青山企業のマーケティング戦略」第1章を読みなおす

4 授業計画 青山企業のマーケティング戦略②-ナチュラルハウスのマーケティング戦略の評価
事前学習 「青山企業のマーケティング戦略」第8章を読む
事後学習 「青山企業のマーケティング戦略」第8章を読みなおす

5 授業計画 青山企業のマーケティング戦略③-エイベックスのマーケティング戦略の評価
事前学習 「青山企業のマーティング戦略」第7章を読む
事後学習 「青山企業のマーティング戦略」第7章を読みなおす

6 授業計画 青山企業のマーケティング戦略④-ほぼ日のマーケティング戦略の評価
事前学習 適宜指示
事後学習 適宜指示

7 授業計画 中間まとめ-新しい製品戦略-新しい製品の概念、新しい生産の概念、従来は異業種
だったものがコラボして価値を創造する、価値を高めるアクション、パーソナルに対
応する動きなど、新しい価格戦略-サブスクリプションの概念と設定の考え方、導入
展開事例（ソニー、エイベックス、ストライプインターナショナルなど）、新しいコ
ミュニケーション戦略-コトラー「マーケティング4.0」にみる「5A」の考え方 、新
しい流通チャネル戦略-コミュニティ型小売業、オムニチャネルマーケティング、所
有と使用の概念

授業後半の進め方：プロジェクトのテーマ、検討の進め方、チーム編成
事前学習 適宜指示
事後学習 適宜指示

8 授業計画 戦略構想の手法とワークショップ①-電通メンバーによるコミュニティ型マーケティ
ング戦略策定のワークショップ（全体概要）

事前学習 適宜指示
事後学習 適宜指示

9 授業計画 戦略構想の手法とワークショップ②-電通メンバーによるコミュニティ型マーケティ
ング戦略策定のワークショップ顧客の捉え方（ペルソナ）（カスタマージャーニー）

事前学習 適宜指示
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事後学習 グループワークの復習
10 授業計画 戦略構想の手法とワークショップ③-電通メンバーによるコミュニティ型マーケティ

ング戦略策定のワークショップ顧客の捉え方（コミュニティのつくり方）（コミュニ
ティのサービスデザイン）

事前学習 適宜指示
事後学習 グループワークの復習

11 授業計画 キリンのマーケティング戦略の策定（グループワーク）①-戦略対象顧客の検討、ミ
レニアム世代の消費意識・行動など（グループワーク＋発表）

事前学習 適宜指示
事後学習 グループワークの復習、戦略策定への反映

12 授業計画 キリンのマーケティング戦略の策定（グループワーク）②-新しい製品（価値創造）
のあり方の検討、新しい製品概念での製品・サービス開発など（グループワーク＋発
表）

事前学習 適宜指示
事後学習 グループワークの復習、戦略策定への反映

13 授業計画 キリンのマーケティング戦略の策定（グループワーク）③-ICT・デジタルを活用した
コミュニケーション戦略、リテイリング戦略（グループワーク＋発表）

事前学習 適宜指示
事後学習 グループワークの復習、戦略策定への反映

14 授業計画 統合戦略-グループ別に策定してきたマーケティング戦略（11-13回の積み上げ）発表
事前学習 グループ別に発表の準備をする
事後学習 クラスディスカッションの内容を復習する

15 授業計画 コースの総括-学びのまとめ
事前学習 期末課題レポートの作成、ケースライティング、この科目を通して学んだこと、高め

られたと思うマーケティング能力を振り返っておく
事後学習 期末課題レポート（ケースライティング）の学習成果の共有化

授業方法/Method of instruction
講義、ケース、グループディスカッション、クラスディスカッション、ゲスト授業内講演、グループワー
ク、レポート作成

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 平常点  In-class Points 40%
2 レポート  Report 30%
3 その他  Others 30% グループ別発表

教科書/Textbooks
1 著者名/Author 宮副謙司編著

タイトル/Title ケースに学ぶ青山企業のマーケティング戦略
出版社/Publisher 中央経済社
出版年/Published year 2015
価格/Price 2900E

参考書/Reference books
1 著者名/Author 宮副謙司他

タイトル/Title 流通業のためのMBA入門
出版社/Publisher ダイヤモンド社
出版年/Published year 2013
価格/Price 2000E

キーワード/Keywords
新しいマーケティング論  概念図で考える
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年度 2019
科目名 共通　農業ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ
英文科目名 Agricultural Marketing
学期 単位前期 2
教員名 名川 知志
英文教員名 NAGAWA, Satoshi

講義概要/Course description
本講座は、暗黙知の形式知化・デジタル化に取り組む一般社団法人「グリーンカラー・プラネット」によ
る寄附講座です。農業・次世代農業(Smart Agriculture)の業界からオムニパス形式で毎回異なる講師を
招き、「農業 × 異なるモノ＝イノベーション」のコンセプトで講義を進め、最後に学生たち自身が考え
たアイデアを発表するスタイルを採用します。社会的課題を起点に、食のバリューチェーン（生産・加
工・流通ロジスティックス・小売・飲食・健康美等のサービスまで）における、農業と異業種を掛け合わ
せた未来価値創造を探求する傍ら、自然農の畑（千葉県柏市）での農業体験実習も授業の中に組み込み、
実践的な考察を深めるコースです。

達成目標/Course objectives
次世代農業＝「農業 × 異なるモノ」を掛け合わせたイノベーションであると定義し、次世代の農業の事
例を幾つか学び、考察を深めることで、戦略立案を各自ができることを目指します。

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
地方創生など農業の社会的課題、および新しい農業のあり方に関心があること。

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 農業×異なるモノ＝イノベーション 本講座全体の紹介とコースガイダンス
事前学習 シラバスを読み本講座のコース全体像を把握する
事後学習 配布資料の復習

2 授業計画 農業×デジタル×教育
事前学習 適宜指示
事後学習 レポート提出

3 授業計画 農業×ブロックチェーン
事前学習 適宜指示
事後学習 レポート提出

4 授業計画 農業×自然農のこだわり野菜（※畑での体験実習＋懇親会）
事前学習 適宜指示
事後学習 レポート提出

5 授業計画 農業×気象・気候
事前学習 適宜指示
事後学習 レポート提出

6 授業計画 農業×グローバル植物工場
事前学習 適宜指示
事後学習 レポート提出

7 授業計画 農業×古都京都のお茶
事前学習 適宜指示
事後学習 レポート提出

8 授業計画 農業×エレクトロニクス企業
事前学習 適宜指示
事後学習 レポート提出

9 授業計画 農業×東北復興×グローバル展開
事前学習 適宜指示
事後学習 レポート提出

10 授業計画 農業×IoT×フェラーリ
事前学習 適宜指示
事後学習 レポート提出

11 授業計画 農業×食×健康美
事前学習 適宜指示
事後学習 レポート提出

12 授業計画 農業×クラウド
事前学習 適宜指示
事後学習 レポート提出

13 授業計画 「農業×異なるモノ=イノベーション」ワークショップ
事前学習 各自研究情報収集・発表準備
事後学習 各自研究情報収集・発表準備

14 授業計画 「農業×異なるモノ=イノベーション」学生の個人研究発表①
事前学習 発表準備・発表感想総括
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事後学習 適宜指示
15 授業計画 「農業×異なるモノ=イノベーション」学生の個人研究発表②

事前学習 発表準備・発表感想総括
事後学習 適宜指示

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 レポート  Report 30% 期末レポート
個人研究発表内容の文書化（3,000文字程度）
提出期限: 第15回（最終回）
立案した戦略構想案の論理性、整合性を中心に評価す
る。

2 平常点  In-class Points 20% 受講態度、クラス貢献
各回の講義内容について小レポート（要点、感想、気づ
き等）所定の用紙1枚に記述し提出する。
欠席の際には、同テーマについてのレポート（ネットを
使った情報収集、自らの考察）を提出する。
提出期限: 講義日
各回のテーマについての学習度合、学習態度を中心に評
価する。

3 その他  Others 50% 個人研究発表
一連の授業から学ぶ、様々な「農業 X 異なるモノ＝イ
ノベーション」のシナジー（相乗効果）事例を参考に、
学生自らのアイデア・戦略構想を立案し発表する（第14
回・第15回、一人10分程度）。
魅力的かつ説得力を持って伝えられるよう、発表内容は
もちろん、発表資料や発表方法なども工夫する。
評価は、講師陣に加えて学生自身による相互評価を行
う。
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年度 2019
科目名 共通　ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ(上級)/博士　ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ特論
英文科目名 Marketing(Advanced)/Special Topics in Marketing
学期 単位後期 2
教員名 黒岩 健一郎
英文教員名 KUROIWA, Kenichirou

講義概要/Course description
本授業の目的は、マーケティング分野の最新の研究動向をつかむことです。Journal of Marketingなどの
主要な雑誌に掲載されている論文を輪読していきます。

達成目標/Course objectives
マーケティング分野の最新の研究動向をつかみ、自らの研究に資する概念や方法論を得ることである。

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
MBAコースの受講者は、DBAコースへの進学を検討している者が対象である。

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 授業ガイダンス、輪読する論文の抽出
事前学習 授業内容の理解
事後学習 授業内容の振り返り

2 授業計画 論文の輪読
事前学習 論文の予習。発表担当者は、レジュメの作成。
事後学習 論文の復習

3 授業計画 論文の輪読
事前学習 論文の予習。発表担当者は、レジュメの作成。
事後学習 論文の振り返り

4 授業計画 論文の輪読
事前学習 論文の予習。発表担当者は、レジュメの作成。
事後学習 論文の復習

5 授業計画 論文の輪読
事前学習 論文の予習。発表担当者は、レジュメの作成。
事後学習 論文の復習

6 授業計画 論文の輪読
事前学習 論文の予習。発表担当者は、レジュメの作成。
事後学習 論文の復習

7 授業計画 論文の輪読
事前学習 論文の予習。発表担当者は、レジュメの作成。
事後学習 論文の復習

8 授業計画 論文の輪読
事前学習 論文の予習。発表担当者は、レジュメの作成。
事後学習 論文の復習

9 授業計画 論文の輪読
事前学習 論文の予習。発表担当者は、レジュメの作成。
事後学習 論文の復習

10 授業計画 論文の輪読
事前学習 論文の予習。発表担当者は、レジュメの作成。
事後学習 論文の復習

11 授業計画 論文の輪読
事前学習 論文の予習。発表担当者は、レジュメの作成。
事後学習 論文の復習

12 授業計画 論文の輪読
事前学習 論文の予習。発表担当者は、レジュメの作成。
事後学習 論文の復習

13 授業計画 論文の輪読
事前学習 論文の予習。発表担当者は、レジュメの作成。
事後学習 論文の復習

14 授業計画 論文の輪読
事前学習 論文の予習。発表担当者は、レジュメの作成。
事後学習 論文の復習

15 授業計画 論文の輪読
事前学習 論文の予習。発表担当者は、レジュメの作成。
事後学習 論文の復習
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授業方法/Method of instruction
論文の輪読

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 平常点  In-class Points 70% 授業でのクラス貢献、担当論文の発表
2 レポート  Report 30% 期末レポート

2019年03月05日 12時35分

− 141 −



181S100-0030 1 2[ / ]

年度 2019
科目名 共通　ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ演習Ⅰ
英文科目名 Marketing Seminar (1)(in English)
学期 単位前期 2
教員名 MAYHEW,Glenn E.
英文教員名 MAYHEW, Glenn E.

講義概要/Course description
The marketing of luxury goods and services is not the same as marketing everything else, somet
hing that is not perfectly understood even by some luxury brands. This seminar focuses on luxu
ry marketing.  As a seminar, the course content depends very much on the students.  The course
 will have no lectures. Instead, we will have discussions of topics related to luxury marketin
g, visits to luxury brand retailers, case discussions, and student presentations. Discussion i
s the key.  Students should come to every session prepared with questions, observations, and o
pinions.

達成目標/Course objectives
Students will learn what is unique about luxury marketing, as well as what offerings are suite 
d to a luxury strategy.  Most of the products and services that claim to be luxury items are not 
at all suited to a luxury strategy.

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 Introduction
事前学習 Read chapter 1 of text, read lecture notes
事後学習 Review lecture notes

2 授業計画 Premium v. luxury
事前学習 Read chapter 2 of text, read lecture notes
事後学習 Review lecture notes

3 授業計画 Case: Louis Vuitton in Japan
事前学習 Read case and prepare for group discussion, meet with group to prepare case 

solution
事後学習 Review case discussion notes

4 授業計画 What is luxury?
事前学習 Read chapters 4 and 5 of text, read lecture notes
事後学習 Review lecture notes

5 授業計画 A stroll down Omotesando
事前学習 Familiarize yourself with the major brands that have Omotesando boutiques
事後学習 Go to another luxury shopping area (e.g., Ginza) and talk to the employees i

n the boutiques
6 授業計画 Branding

事前学習 Read chapters 6 and 7 of text, read lecture notes
事後学習 Review lecture notes

7 授業計画 Product
事前学習 Read chapter 8 of text, read lecture notes
事後学習 Review lecture notes

8 授業計画 Case: Porsche: The Cayenne Launch
事前学習 Read case and prepare for group discussion, meet with group to prepare case 

solution
事後学習 Review case discussion notes

9 授業計画 Guest speaker
事前学習 Read articles (announced via email), define a research project
事後学習 Review lecture notes

10 授業計画 Presentations: Product
事前学習 Prepare presentation
事後学習 Integrate information from other presentations into your notes

11 授業計画 Pricing
事前学習 Read chapter 9 of text, read lecture notes, prepare list of data sources
事後学習 Review lecture notes

12 授業計画 Case: The Eleganzia Group
事前学習 Read case and prepare for group discussion, meet with group to prepare case 

solution
事後学習 Review case discussion notes

13 授業計画 Guest speaker
事前学習 Read articles (announced via email), prepare a research plan
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事後学習 Review lecture notes
14 授業計画 Presentations: Product

事前学習 Prepare presentation
事後学習 Integrate information from other presentations into your notes

15 授業計画 Individual research meetings
事前学習 Prepare a summary of your research progress
事後学習 Continue research and writing

授業方法/Method of instruction
The course will be heavily oriented towards discussion, with many case studies.  There will al
so be a few guest speakers.  Students will be expected to read texts and articles to learn mor
e about Luxury Marketing.  Students will also begin research for a case study that they will c
omplete in the Fall term.

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 100% Grades will be based on participation in discussio
ns (20%), two small presentations (30%), and a res
earch plan (50%).
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年度 2019
科目名 共通　ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ演習Ⅰ
英文科目名 Marketing Seminar (1)
学期 単位後期 2
教員名 黒岩 健一郎
英文教員名 KUROIWA, Kenichirou

講義概要/Course description
本演習では、「サービス・デザイン」について学びます。前半は、サービス・デザインの概念の理解のた
めに、文献を輪読します。後半は、サービス・デザインの手法を使いこなすために、演習を行います。

達成目標/Course objectives
第一に、サービス・デザインの概念を理解することです。第二に、サービス・デザインの実践の一部を実
行できる技能を養うことです。

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
サービス・マーケティングを履修済み、もしくは並行履修していることが望ましい。

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 ガイダンス
事前学習 シラバスの確認
事後学習 授業内容の振り返り

2 授業計画 文献の輪読
事前学習 文献の予習
事後学習 授業の振り返り

3 授業計画 文献の輪読
事前学習 文献の予習
事後学習 授業の振り返り

4 授業計画 文献の輪読
事前学習 文献の予習
事後学習 授業の振り返り

5 授業計画 文献の輪読
事前学習 文献の予習
事後学習 授業の振り返り

6 授業計画 文献の輪読
事前学習 文献の予習
事後学習 授業の振り返り

7 授業計画 文献の輪読
事前学習 文献の予習
事後学習 授業の振り返り

8 授業計画 サービス・デザインの手法の演習
事前学習 内容の予習
事後学習 授業の振り返り

9 授業計画 サービス・デザインの手法の演習
事前学習 内容の予習
事後学習 授業の振り返り

10 授業計画 サービス・デザインの手法の演習
事前学習 内容の予習
事後学習 授業の振り返り

11 授業計画 サービス・デザインの手法の演習
事前学習 内容の予習
事後学習 授業の振り返り

12 授業計画 サービス・デザインの手法の演習
事前学習 内容の予習
事後学習 授業の振り返り

13 授業計画 サービス・デザインの手法の演習
事前学習 内容の予習
事後学習 授業の振り返り

14 授業計画 サービス・デザインの手法の演習
事前学習 内容の予習
事後学習 授業の振り返り

15 授業計画 授業の振り返り
事前学習 内容の予習
事後学習 授業全体の振り返り
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授業方法/Method of instruction
前半は文献の輪読、後半は演習を行う。

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 平常点  In-class Points 100% 輪読では担当箇所の発表、そして議論での発言を評価す
る。演習では、積極的なグループ貢献を評価する。
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年度 2019
科目名 共通　ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ演習Ⅱ
英文科目名 Marketing Seminar (2)(in English)
学期 単位後期 2
教員名 MAYHEW,Glenn E.
英文教員名 MAYHEW, Glenn E.

講義概要/Course description
The marketing of luxury goods and services is not the same as marketing everything else, somet
hing that is not perfectly understood even by some luxury brands. This seminar focuses on luxu
ry marketing. As a seminar, the course content depends very much on the students.  Whereas the
 Spring Term seminar (I) used primarily case studies, Fall Term seminar (II) will give student
s a chance to delve into a luxury marketing research topic of their own choosing.

達成目標/Course objectives
Students will gain a richer understand of luxury marketing in general and a much deeper unders
tanding of a specific luxury marketing topic of their choosing.

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
マーケティング演習I

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 Promotion (marketing communication)
事前学習 Read chapter 11 of text, read lecture notes
事後学習 Review lecture notes

2 授業計画 Guest speaker
事前学習 Read articles (announced via email)
事後学習 Review lecture notes

3 授業計画 Presentations: Promotion (marketing communication)
事前学習 Prepare presentation
事後学習 Integrate information from other presentations into your notes

4 授業計画 Place (marketing channels)
事前学習 Read chapter 10 of text, read lecture notes
事後学習 Review lecture notes

5 授業計画 Case: Mauboussin Japan: A French Gem in Asia
事前学習 Read case and prepare for group discussion, meet with group to prepare case 

solution
事後学習 Review case discussion notes

6 授業計画 Luxury and the Internet
事前学習 Read lecture notes
事後学習 Review lecture notes

7 授業計画 Case: Kering: Luxury in the Digital World?
事前学習 Read case and prepare for group discussion, meet with group to prepare case 

solution
事後学習 Review case discussion notes

8 授業計画 Presentations: Place (marketing channels)
事前学習 Prepare presentation
事後学習 Integrate information from other presentations into your notes

9 授業計画 Interim progress report
事前学習 Prepare progress report
事後学習 Update research plan

10 授業計画 Luxury business models
事前学習 Read chapter 13 of text, read lecture notes
事後学習 Review lecture notes

11 授業計画 Case: Steinway & Sons: Buying a Legend
事前学習 Read case and prepare for group discussion, meet with group to prepare case 

solution
事後学習 Review case discussion notes

12 授業計画 Work meeting
事前学習 Write first draft of report
事後学習 Write second draft of report

13 授業計画 Work meeting
事前学習 Polish second draft of report
事後学習 Write third draft of report

14 授業計画 Final presentations
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事前学習 Prepare final presentation
事後学習 Review other students’ presentations

15 授業計画 Final presentations
事前学習 Review your own presentation
事後学習 Review other students’ presentations

授業方法/Method of instruction
The course will be heavily oriented towards discussion, with many case studies.  There will al
so be a few guest speakers.  Students will be expected to read texts and articles to learn mor
e about Luxury Marketing.  Students will also complete research for a case study that they beg
an in the Spring term.

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 100% Students will be graded on their participation in 
class discussions (10%), two small presentations 
(20%), a final presentation (20%), and a final res
earch paper (50%)
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年度 2019
科目名 FULL・FLEX　ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ･ﾌｧｲﾅﾝｽ
英文科目名 Corporate Finance
学期 単位前期 2
教員名 伊藤 晴祥
英文教員名 ITO, Haruyoshi

講義概要/Course description
コーポレート・ファイナンスでは企業が株主価値あるいは企業価値を最大にするためにはどのような財務
戦略をとるべきかについて考察する。そのために、企業価値評価の手法について、財務諸表分析、割引現
在価値法(Discount Cash Flow Method, DCF法)やMarket Multiple法などの基本的な手法から、リアルオ
プション(Real Options)などの応用的な評価手法まで講義する。講義では具体的な財務戦略として、クロ
スボーダーM&A、LBO&MBO、ベンチャービジネスへの投資、デリバティブや保険によるリスクマネジメント
などを扱う予定である。コーポレート・ファイナンスでは、ファイナンスの理論の実務への適用する実践
的な能力を涵養するために多く事例（Case Study）を利用する。ケースディスカッションでは、出席者の
積極的な参加が求められる。また、行動ファイナンス、FinTechや、InsurTechなどの新しいファイナンス
の課題についても、授業内で議論する。

達成目標/Course objectives
1. コーポレート・ファイナンスの理論を理解すること。
2. コーポレート・ファイナンス理論の実務への適用が可能になること。
3. DCF法、Market Multiple法、リアルオプション法などによる、プロジェクト価値や企業価値の算定が
可能になること。

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
1. ファイナンス基礎及びアカウンティング基礎の既修者
2. 統計分析I及びII及びデリバティブについても履修済みであることが望ましい
3. 2. に記載の授業を履修していない場合は担当者の承諾

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 シラバスの説明、ファイナンスにおける基礎概念の復習
・現在価値　・債券評価　・株式評価の基礎

事前学習 シラバスの確認、BMA Ch. 1-4の確認、Hull Ch. 1, 9, 10の確認
事後学習 講義内容の復習

2 授業計画 財務諸表分析の復習
・財務諸表分析(比率分析)　・プロフォーマ(Pro Forma)財務諸表の作成　・運転資
本管理の基礎

事前学習 BMA Ch. 28-30の確認
事後学習 講義内容の復習、Case 1の分析、発表者はその準備

3 授業計画 ケースディスカッション1
Case1: AT&T Versus Verizon: A Financial Comparison (HBS Case)(仮)
・財務諸表分析の実践　・デュポン分析 ・企業価値評価に必要なフリーキャッシュ
フローの予測

事前学習 Case 1の分析、発表者はその準備
事後学習 講義内容の復習

4 授業計画 正味現在価値法（Net Present Value, NPV）とその他の投資決定基準
・内部収益率（Internal Rate of Return、IRR）　・投資回収期間　
・NPV法を利用した意思決定方法

事前学習 BMA Ch. 5, 6の確認
事後学習 講義内容の復習

5 授業計画 資本資産価格決定モデル（Capital Asset Pricing Model, CAPM）
加重平均資本コストの推計

事前学習 BM Ch. 8, 9の確認
事後学習 講義内容の復習

6 授業計画 企業の買収と合併 (M&A)
事前学習 BMA Ch. 31の確認
事後学習 講義内容の復習

7 授業計画 ケースディスカッション2
Case2: Monmouth, Inc. (HBS Case) (仮)
・M&Aにおける定性的分析　・M&Aにおける買収価値の算定・DCF法の実践

事前学習 Case 2の分析、発表者はその準備
事後学習 講義内容の復習

8 授業計画 企業のリストラクチャリング
・レバレッジドバイアウト(Leveraged Buyouts, LBO)　・マネジメントバイアウト(M
anagement Buyouts, MBO)
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事前学習 BMA Ch. 32の確認
事後学習 講義内容の復習、Case 3の分析、発表者はその準備

9 授業計画 Case3: Frank Baker: Siris Capital Group and Titan Systems(仮)
・LBOにおける買収価値の算定　・LBOにおけるリスク分析

事前学習 Case 3の分析、発表者はその準備
事後学習 講義内容の復習

10 授業計画 投資意思決定基準の応用
・リアルオプション

事前学習 BMA Ch. 10, 20-22の確認
事後学習 講義内容の復習、Case 4の分析、発表者はその準備

11 授業計画 Case4: Real Options Exercises (HBS) (仮)
・リアルオプション法の理解　・リアルオプション法の実践

事前学習 Case 4の分析、発表者はその準備
事後学習 講義内容の復習

12 授業計画 応用コーポレートファイナンス
・行動ファイナンス　・資金調達手段の決定　・資本構成　・配当政策

事前学習 BMA Ch. 13-19の確認
事後学習 講義内容の復習

13 授業計画 全社的リスクマネジメント(Enterprise Risk Management)
・企業価値を向上させるリスクマネジメントとは？
・ボラティリティーを減少させることは必ずしも企業価値の向上を意味しない

事前学習 BMA Ch. 26, 27の確認, (Optional: HN Ch. 10, 20-23, 26の確認)
事後学習 講義内容の復習

14 授業計画 最終発表（3グループ）
・評価プロジェクト

事前学習 最終発表の準備
事後学習 発表に対するコメントを受けた最終レポートの改善

15 授業計画 最終発表(残りの3グループ)
・評価プロジェクト

事前学習 最終発表の準備
事後学習 発表に対するコメントを受けた最終レポートの改善

授業方法/Method of instruction
講義、ケースディスカッション、演習、プレゼンテーション、レポート
ケースディスカッションについては、人数が少ない（24名以下）場合は、各グループ（1グループ6名以
下）に1ケースを発表してもらい、それをもとに議論をする。人数が多い（24名超）場合は、演習形式
（グループディスカッション）により進行する。

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 レポート  Report 100% ケースレポート: 40% (含むプレゼンテーション)
最終レポート: 60% (含むプレゼンテーション)

教科書/Textbooks
1 著者名/Author Brealey, R. A., Myers, S. C. and Allen, F.

タイトル/Title (BMA) Principles of Corporate Finance, Global Edit
ion

出版社/Publisher McGraw Hill Higher Education
出版年/Published year 2016
ISBN 9781259253331

2 著者名/Author  藤井 眞理子、國枝 繁樹 訳
タイトル/Title コーポレートファイナンス　第10版　上
出版社/Publisher 日経BP社
ISBN 9784822248604
備考/Remarks 日本語版。ただし、できる限り英語版を利用すること。

3 著者名/Author 藤井 眞理子、國枝 繁樹 訳
タイトル/Title コーポレートファイナンス　第10版　下
出版社/Publisher 日経BP社
ISBN 9784822248611
備考/Remarks 日本語版。ただし、できる限り英語版を利用すること。

参考書/Reference books
1 著者名/Author Harrington, S. and Niehaus G.

タイトル/Title (H&N) Risk Management & Insurance, Second Internat
ional Edition

出版社/Publisher McGraw-Hill/Irwin
出版年/Published year 2007
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ISBN 9780071232449
備考/Remarks 絶版。図書館で閲覧あるいは必要箇所のコピーなどで対

応。

メッセージ/Message
レポートは6回のケースのうち1つを選択し(1ケースにつき1グループが担当する)担当者が設定した問題に
対する回答とケースの要約をwordファイルにて作成してケースの議論が行われる授業の前までに提出をす
る。
レポートの形式: 
1. ケースの要約をA4 1ページ程度で書く
2. 用意された設問に対する回答とその結論に至った理由や計算過程などを、グラフや表などを利用しな
がら文章にて説明する。
3. レポートの分量に制限は設けない。上限も下限もないため、レポート作成者の裁量で結論が十分に説
明できるように執筆すること。
4. レポートはグループワークとする。1グループあたり6名以下とすること。
5. 必要に応じて、ピアレビューもレポートの評価対象とする。
※ソフトコピーとハードコピーの両方を提出すること
プレゼンテーションは、各グループ1回選択したケースについてプレゼンテーションを行う
プレゼンテーションの形式:
1. ケースの要約、結論から発表する
2. 各設問に対する回答とその理由、分析などを図や表を利用してわかりやすく説明する
3. Q&Aセッションを設ける
4. プレゼン中もできる限り議論が活発になるように努める
5. 全体で30分程度
期末レポート: 評価プロジェクト
　授業で扱った価値評価手法(DCFやリアルオプション法)を利用し、現実のプロジェクトや企業の価値評
価を行う。考えられるテーマは、M&A、MBO、LBOなどにおける株価評価、アナリストレポートの執筆、プ
ロジェクトファイナンス、資金調達手段や資本構成の評価などであるが、価値評価手法を利用している限
り、どのような経営上の問題を扱ってもよい。
期末レポートの形式: 
1. ケースの要約をA4 1ページ程度で書く
2. 結論をまず執筆する
3. そのような結論に至った理由について、問題意識を述べ、利用したモデル、計算結果、図や表を利用
してわかりやすく説明する
4. 行った分析や結論に焦点をあてる。既存のモデルを利用した分析であれば理論的な詳細について説明
は不要。
5. レポートの分量に制限は設けない。上限も下限もないため、レポート作成者の裁量で結論が十分に説
明できるように執筆すること。
6. レポートはグループワークとする。1グループあたり6名以下とすること。
7. 必要に応じて、ピアレビューもレポートの評価対象とする。
※ソフトコピーとハードコピーの両方を提出すること
ファイナンスは面白い学問分野です。数式などとっつきにくい部分もあるかもしれませんがその背景を理
解することはそれほど難しいことではありません。講義であっても双方向(Interactive)ですので、分か
らないことがあれば授業中にいつでも聞いてください。授業の進行を阻害すると思った場合には、授業の
後に必ず聞いてください。面白さを少しでも理解してもらえるような授業にしたいと思います。

その他/Others
正当な理由なく（含む無断欠席）4回以上欠席した者の単位は認めない。

キーワード/Keywords
DCF、市場マルチプル、リアルオプション、エージェンシー問題、資本構成、M&A、LBO、MBO、ERM
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年度 2019
科目名 FULL・FLEX　国際ﾌｧｲﾅﾝｽ
英文科目名 International Finance
学期 単位前期 2
教員名 武田 澄広
英文教員名 TAKEDA, Sumihiro

講義概要/Course description
企業は、世界中で起こるめまぐるしい経済変動の中でリスクにさらされながら運営されています。この科
目では、世界の経済システム、特に外国為替システムを中心に概観し、その決定要因を分析したうえで、
その中での企業の財務政策を学んでゆきます。

達成目標/Course objectives
国際企業が直面する外国為替変動を中心とするリスクを理解する。
外国為替システムを概観し、外国為替変動の基礎的な理論を理解する。
外国為替リスクに対応する基礎的な手法を理解する。

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 はじめに/ Introduction
事前学習 教科書の調達、シラバス（授業計画）の確認。
事後学習 教科書の該当する章の確認、シラバス（授業計画）の確認。

2 授業計画 国際企業の直面する財務関連の諸問題/ Multinational Financial Management:　Opp
ortunities and Challenges.

事前学習 Chap.1. Multinational Financial Management: Opportunities and Challenges.
事後学習 授業を振り返る。

3 授業計画 国際通貨システム/ 　The International Monetary System.
事前学習 Chap.2. The International Monetary System.
事後学習 授業を振り返る。

4 授業計画 国際収支/ The Balance of Payments.
事前学習 Chap.3. The Balance of Payments.
事後学習 授業を振り返る。

5 授業計画 財務政策の目的と、コーポレートガバナンス/Financial Goals and Corporate Gover
nance.

事前学習 Chap 4. Financial Goals and Corporate Governance.
事後学習 授業を振り返る。

6 授業計画 外国為替市場/ 　The Foreign Exchange Market.
事前学習 Chap.5. The Foreign Exchange Market.
事後学習 授業を振り返る。

7 授業計画 外国為替の価格関係/ 　International Parity Conditions.
事前学習 Chap.6. 　International Parity Conditions.
事後学習 授業を振り返る。

8 授業計画 外国為替先物とオプション/ Chap.7.　 Foreign Currency Derivatives: Futures and
 Options.

事前学習 Chap.7.　 Foreign Currency Derivatives: Futures and Options.
事後学習 授業を振り返る。 課題　I

9 授業計画 金利リスクとスワップ／　Interest Rate Risk and Swaps
事前学習 Chap.8. Interest Rate Risk and Swaps
事後学習 授業を振り返る。

10 授業計画 外国為替の決定要因/ Foreign Exchange Rate Determination.
事前学習 Chap.9. Foreign Exchange Rate Determination.
事後学習 授業を振り返る。

11 授業計画 取引為替リスク/ Transaction Exposure.
事前学習 Chap.10. Transaction Exposure.
事後学習 授業を振り返る。

12 授業計画 国際資金調達/ Raising Equity and Debt Globally
事前学習 Chap.14. Raising Equity and Debt Globally
事後学習 授業を振り返る。

13 授業計画 Mini Case
事前学習 Mini Case を読む。
事後学習 授業を振り返る。　

14 授業計画 まとめ/ Summarizing Key Issues
事前学習 授業前半の内容
事後学習 授業前半の内容

15 授業計画 復習/ Course Review
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事前学習 授業後半の内容
事後学習 授業後半の内容

授業方法/Method of instruction
講義 および 討論/ Lecture and Discussion

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 100% 授業参加度/ Class Participation 40%　　課題/ Take 
Home Exam　 30%　 　テスト／Exam 30％

教科書/Textbooks
1 著者名/Author David K. Eiteman et al.

タイトル/Title Multinational Business Finance, 14th ed., Global E
dition (Soft Cover)

出版社/Publisher Pearson
出版年/Published year 2016
備考/Remarks Book Caffeで販売予定。

キーワード/Keywords
国際ファイナンス  
  外国為替レート  為替デリバティブ  国際財務
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年度 2019
科目名 FULL・FLEX　ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ
英文科目名 Investment
学期 単位前期 2
教員名 武田 澄広
英文教員名 TAKEDA, Sumihiro

講義概要/Course description
ポートフォリオ理論・CAPMにはじまる現代投資理論は、最近、20年ほどの間に起こった行動ファイナンス
に代表される実証研究等の成果によって修正を迫られている。この科目では現代投資理論の現在を概観
し、その結果を踏まえた投資技術を学ぶ。

達成目標/Course objectives
科学的分析による投資手法について理解を深める。

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 はじめに/ Introduction
事前学習 教科書の調達、シラバス（授業計画）の確認。
事後学習 教科書の該当章の確認、シラバス（授業計画）の確認。

2 授業計画 リターン、分散・共分散/ Introduction to risk, return, and the historical rec
ord.

事前学習 Chap 5 Introduction to risk, return, and the historical record.
事後学習 授業を振り返る。

3 授業計画 リスク資産への投資行動/ Risk Averse and capital allocation to risky assets.
事前学習 Chap 6 Risk Averse and capital allocation to risky assets.
事後学習 授業を振り返る。

4 授業計画 最適なリスク・ポートフォリオ/ Optimal Risky Portfolios.
事前学習 Chap 7 Optimal Risky Portfolios.
事後学習 授業を振り返る。

5 授業計画 インデックス・モデル/ Index Models.
事前学習 Chap 8 Index Models.
事後学習 授業を振り返る。

6 授業計画 CAPM/ The capital asset pricing model.
事前学習 Chap 9 The capital asset pricing model.
事後学習 授業を振り返る。

7 授業計画 APT, その他/　 Chap 10 Arbitrage pricing theory and multifactor models of ris
k and return.

事前学習 Chap 10 Arbitrage pricing theory and multifactor models of risk and return.
事後学習 授業を振り返る。

8 授業計画 市場効率仮説/ The efficient market hypothesis. 
事前学習 Chap 11 The efficient market hypothesis.
事後学習 授業を振り返る。

9 授業計画 行動ファイナンス/ Behavioral Finance and technical analysis.
事前学習 Chap 12 Behavioral Finance and technical analysis.
事後学習 授業を振り返る。

10 授業計画 ファンダメンタル分析 1/ Macroeconomic and Industry analysis.
事前学習 Chap 17 Macroeconomic and Industry analysis.
事後学習 授業を振り返る。

11 授業計画 ファンダメンタル分析 2　/ Equity valuation models.
事前学習 Chap 18 Equity valuation models.
事後学習 授業を振り返る。

12 授業計画 パフォーマンス評価/ Portfolio performance evaluation.(1)
事前学習 Chap 24 　Portfolio performance evaluation.
事後学習 授業を振り返る。

13 授業計画 パフォーマンス評価/ Portfolio performance evaluation.(2)
事前学習 Chap 24 　Portfolio performance evaluation.
事後学習 授業を振り返る。

14 授業計画 まとめ/ Summarizing Key Issues
事前学習 授業前半の内容
事後学習 授業前半の内容

15 授業計画 復習/ Course Review
事前学習 授業後半の内容
事後学習 授業後半の内容
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授業方法/Method of instruction
講義 および 討論/ Lecture and Discussion

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 100% 授業参加度/ Class Participation 40%　　課題/ Take 
Home Exam　 30%　　 テスト/ Exam 30%

教科書/Textbooks
1 著者名/Author Bodie, Kane, and Marcus

タイトル/Title Investments 10tｈ,　Asian Global Edition (SoftCove
r)

出版社/Publisher McGraw-Hill
備考/Remarks BookCaffeで販売予定。

メッセージ/Message
「インベストメント」　と　「デリバティブ」は、同じテキストを使用します。

キーワード/Keywords
ポートフォリオ理論  CAPM  投資理論  行動ファイナンス  投資パフォーマンス評価
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年度 2019
科目名 共通　証券市場分析
英文科目名 Analyzing Security Markets
学期 単位前期 2
教員名 中里 宗敬
英文教員名 NAKASATO, Munenori

講義概要/Course description
この授業では実際の証券市場のデータを用いて様々なファイナンス理論やモデルの検証を行う。証券のリ
スク・リターン特性や証券市場の仕組みを理解し、証券投資や市場についての理解を深めることが目的で
ある。扱うテーマとしては株式のリターン分布、市場の効率性、CAPM、現物先物パリティ、オプション評
価、デルタヘッジなどである。これらと並行して、グループワークとしてパッシブ運用の投資プロジェク
トを行う。また、毎回の演習を通じて、Excelによるデータ分析の方法や、大規模データの取り扱い方な
どを修得してもらいたい。

達成目標/Course objectives
ファイナンス理論の有効性と限界を理解し、適切な応用方法を身に付ける。

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
「ファイナンス基礎」と「統計分析Ⅰ」を履修済みであること。また、「インベストメント」、「デリバ
ティブ」、「統計分析Ⅱ」を履修済み、あるいは並行履修することが望ましい。PCを用いた演習が中心の
授業なので、毎回(初回を含む）の出席が必須である。

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 株価データの扱い
事前学習 参考文献の該当箇所の読了と関連する理論の確認
事後学習 テータ分析と課題レポートの作成

2 授業計画 投資収益率の分布(正規分布、歪度、尖度、Fat-tail）
事前学習 参考文献の該当箇所の読了と関連する理論の確認
事後学習 テータ分析と課題レポートの作成

3 授業計画 効率的市場仮説（弱度の効率性、収益率の自己相関）
事前学習 参考文献の該当箇所の読了と関連する理論の確認
事後学習 テータ分析と課題レポートの作成

4 授業計画 リスクとリターン
事前学習 参考文献の該当箇所の読了と関連する理論の確認
事後学習 テータ分析と課題レポートの作成

5 授業計画 CAPM（βの推定、SMLの検証）
事前学習 参考文献の該当箇所の読了と関連する理論の確認
事後学習 テータ分析と課題レポートの作成

6 授業計画 CAPM（βの推移、修正β）
事前学習 参考文献の該当箇所の読了と関連する理論の確認
事後学習 テータ分析と課題レポートの作成

7 授業計画 プロジェクト説明
ポートフォリオ選択（2次計画問題、ソルバー利用の注意点）

事前学習 プロジェクトの準備
事後学習 プロジェクトのグループワーク

8 授業計画 ポートフォリオ選択（有効フロンティアの解法、マクロの利用）
事前学習 参考文献の該当箇所の読了と関連する理論の確認
事後学習 テータ分析と課題レポートの作成

9 授業計画 ポートフォリオ選択（バックテスト）
事前学習 参考文献の該当箇所の読了と関連する理論の確認
事後学習 テータ分析と課題レポートの作成

10 授業計画 プロジェクト中間報告会
事前学習 グループワークとプロジェクト発表の準備
事後学習 ディスカッションの確認と修正個所のグループワーク

11 授業計画 先物市場（現先パリティ、先物によるヘッジ）
事前学習 参考文献の該当箇所の読了と関連する理論の確認
事後学習 テータ分析と課題レポートの作成

12 授業計画 オプション市場（ブラック＝ショールズ・モデル）
事前学習 参考文献の該当箇所の読了と関連する理論の確認
事後学習 テータ分析と課題レポートの作成

13 授業計画 オプション市場（インプライド・ボラティリティ）
事前学習 参考文献の該当箇所の読了と関連する理論の確認
事後学習 テータ分析と課題レポートの作成

14 授業計画 オプション市場（デルタヘッジ、プロテクティブ・プット）
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事前学習 参考文献の該当箇所の読了と関連する理論の確認
事後学習 テータ分析と課題レポートの作成

15 授業計画 プロジェクト最終報告会
事前学習 グループワークとプロジェクト発表の準備
事後学習 ディスカッションの確認

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 平常点  In-class Points 60% 平常時レポート（トピックス毎、10回程度）
2 その他  Others 40% グループワーク、課題プロジェクトのプレゼンテーショ

ン

教科書/Textbooks

参考書/Reference books
1 著者名/Author 小林孝雄、芹田敏夫

タイトル/Title 新証券投資論Ⅰ（理論編）
出版社/Publisher 日本経済新聞社
出版年/Published year 2009
ISBN 9784532133726
価格/Price 本体4,000円+税

2 著者名/Author 伊藤敬介,　 諏訪部貴嗣,　 荻島誠治
タイトル/Title 新証券投資論Ⅱ（実務編）
出版社/Publisher 日本経済新聞社
出版年/Published year 2009
ISBN 9784532133733
価格/Price 本体4,800円+税
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年度 2019
科目名 FULL・FLEX　ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞ
英文科目名 Derivatives
学期 単位後期 2
教員名 武田 澄広
英文教員名 TAKEDA, Sumihiro

講義概要/Course description
「デリィバティブ」は、金融派生商品と言われ、金融のプロになるには不可欠な知識です。金融商品とし
て単体で取引されるものもありますが、様々な金融商品の中に組み込まれて使われています。
この授業では、はじめに、デリィバティブを取り巻く金融市場を概観し、次に債券市場から得られる金利
をもとに価格付けの基礎を学びます。次にオプション、先物、スワップ等を使ったリスク管理や価格付け
について学んでゆきます。 

達成目標/Course objectives
債券市場を概観し、金利を理解する。
価格付けの基礎を学ぶ。
金利の期間構造を理解する。
デリィバティブを取り巻く金融市場を概観し、デリィバティブが金融市場で果たす役割を理解する。
デリィバティブの価格付け理論の基本を習得する。
デリィバティブによるリスク管理を学ぶ。

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 はじめに/ Introduction
事前学習 教科書の調達、シラバス（授業計画）の確認。
事後学習 教科書の該当章の確認、シラバス（授業計画）の確認。

2 授業計画 金融市場
事前学習 Chap 1 The Investment Environment
事後学習 授業を振り返る。

3 授業計画 債券と金利
事前学習 Chap 14 Bond prices and yields.
事後学習 授業を振り返る。

4 授業計画 金利の期間構造
事前学習 Chap 15 The term structure of interest rates.
事後学習 授業を振り返る。

5 授業計画 債券ポートフォリオ管理 (1)
事前学習 Chap 16 Managing bond portfolios
事後学習 授業を振り返る。

6 授業計画 債券ポートフォリオ管理 (2)
事前学習 Chap 16　 Managing bond portfolio 
事後学習 授業を振り返る。

7 授業計画 オプション市場と、その利用　
事前学習 Chap 20 Options Markets: Introduction.
事後学習 授業を振り返る。

8 授業計画 オプション価格（１）
事前学習 Chap 21 Option valuation
事後学習 授業を振り返る。

9 授業計画 オプション価格（２）
事前学習 Chap 21 Option valuation
事後学習 授業を振り返る。

10 授業計画 先物市場　
事前学習 Chap 22 Futures markets
事後学習 授業を振り返る。

11 授業計画 リスク管理（１）
事前学習 Chap 23 Futures, swaps, and risk management
事後学習 授業を振り返る。

12 授業計画 リスク管理（２）
事前学習 Chap 23 Futures, swaps, and risk management
事後学習 授業を振り返る。

13 授業計画 ヘッジファンド/ Hedge Funds.
事前学習 Chap 26 　Hedge Funds.
事後学習 授業を振り返る。

14 授業計画 まとめ/ Summarizing Key Issues
事前学習 授業前半の内容
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事後学習 授業前半の内容
15 授業計画 復習/ Course Review

事前学習 授業後半の内容
事後学習 授業後半の内容

授業方法/Method of instruction
講義 および 討論/ Lecture and Discussion

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 100% 授業参加度/ Class Participation 40%　　課題/ Take 
Home Exam　 30%　　テスト/ Exam 30%

教科書/Textbooks
1 著者名/Author Bodie, Kane, and Marcus

タイトル/Title Investments 10tｈ,　Asian Global Edition (SoftCove
r)

出版社/Publisher McGraw-Hill
備考/Remarks Book Caffeで　販売予定。

メッセージ/Message
「インベストメント」　と　「デリバティブ」は、同じテキストを使用します。

キーワード/Keywords
債券  
  金利  デリバティブ  オプション  先物  リスク管理
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年度 2019
科目名 共通　証券投資の理論
英文科目名 Security Investment Theory
学期 単位前期 2
教員名 北村 智紀
英文教員名 KITAMURA, Tomoki

講義概要/Course description
資産運用に関する理論と実務への応用を履修できます。 
重要な理論についてじっくり学習します。
数学的なことは最小限にして、エクセルを利用した実習を重視します。
理論を応用した論文を読み、理解を深めます。
講義の最後にこれまで履修した知識を生かすケーススタディーを行います。
講義を履修した結果、ファイナンス好きになって頂くと嬉しいです。そのために頑張ります。

達成目標/Course objectives
ファイナンスの重要な理論について、よく理解する。
理論の内容について、エクセルを利用して自分で計算できる。
理論を資産運用実務に応用できる。

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
ファイナンス基礎を同時に履修、あるいは履修済であること。
エクセルが利用できること。

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 イントロダクション
事前学習 講義資料をダウンロードできるようにするなど、受講のための環境を整えよう
事後学習 どのような講義か想像して、関心がある事を次回にリクエストしよう

2 授業計画 ポートフォリオ理論１（リスクとリターン）
事前学習 テキスト第2章
事後学習 課題エクセルシート１の該当部分を完成させよう

3 授業計画 ポートフォリオ理論２（ポートフォリオのリスクとリターン）
事前学習 テキスト第2章
事後学習 課題エクセルシート１の該当部分を完成させよう

4 授業計画 ポートフォリオ理論３（最適ポートフォリオ)
事前学習 テキスト第2章
事後学習 課題エクセルシート１の該当部分を完成させよう

5 授業計画 CAPM1（CAPMとは？）
事前学習 テキスト第3章
事後学習 課題エクセルシート２の該当部分を完成させよう

6 授業計画 CAPM２（β値の推計）
事前学習 テキスト第3章
事後学習 課題エクセルシート２の該当部分を完成させよう

7 授業計画 CAPM３（資産運用の評価）
事前学習 テキスト第3章
事後学習 課題エクセルシート２の該当部分を完成させよう

8 授業計画 マルチファクター・モデル１（マルチファクター・モデルとは？）
事前学習 テキスト第4章
事後学習 課題エクセルシート３の該当部分を完成させよう

9 授業計画 マルチファクター・モデル２（マルチファクター・モデルを使って投資信託の運用を
評価しよう！）

事前学習 テキスト第4章
事後学習 課題エクセルシート３の該当部分を完成させよう

10 授業計画 論文１（参加者の関心で決めます）
事前学習 事前に論文をみておいてください
事後学習 難しかった箇所を整理して、次回に質問しよう

11 授業計画 論文２（参加者の関心で決めます）
事前学習 事前に論文をみておいてください
事後学習 難しかった箇所を整理して、次回に質問しよう

12 授業計画 ケーススタディー（ハーバート・ケース、ケース内容の把握）
事前学習 ケースを事前に読んできてください
事後学習 グループワークによるケース課題を把握しよう

13 授業計画 ケーススタディー（ハーバート・ケース、ケース分析）
事前学習 分析方法を事前に考えてきてください
事後学習 グループワークによる分析を実施し、プレゼンの準備をしよう
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14 授業計画 ケーススタディー（報告）
事前学習 分析をまとめて、プレゼンの準備をしよう
事後学習 改善点を検討しよう

15 授業計画 Q&Aセッション
事前学習 参加者の関心で決めます
事後学習 過去分の課題エクセルシートの全完成を目指そう

授業方法/Method of instruction
講義の前半では理論部分を解説し、後半ではエクセルを利用した実習を行います。

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 平常点  In-class Points 100% 課題エクセルシート提出(30%、課題部分が適切にできて
いるかを評価します)，
ケース報告(50%、分析内容の正確性、独創性、プレゼン
スキル、質疑応答への対応を総合評価します)、
授業貢献(20%、各自が持つ課題の提示や分析、討論、他
の参加者への貢献を総合評価します)

教科書/Textbooks
1 著者名/Author 小林孝雄,芹田敏夫著

タイトル/Title 新・証券投資論I
出版社/Publisher 日本経済新聞出版社
価格/Price \4,320

メッセージ/Message
ファイナンス専門ではない方も歓迎！講義内容は参加者の関心により基礎的な内容を組み入れます。

その他/Others
コンピュータを利用します。

キーワード/Keywords
ポートフォリオ理論、CAPM、マルチファクター・モデル、ケーススタディー、アクティブ・ラーニング、
双方向型講義、実務経験者担当科目
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年度 2019
科目名 FULL・FLEX　ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ﾚﾎﾟｰﾃｨﾝｸﾞ
英文科目名 Financial Reporting(in English)
学期 単位後期 2
教員名 伊藤 晴祥
英文教員名 ITO, Haruyoshi

講義概要/Course description
Financial Reporting will cover the foundation of financial statements analysis in order for th
e corporation to maximize their corporate value or stakeholder’s value. First of all, the cla
ss covers traditional financial statement analysis so that participants should be able to inte
rpret these financial statements. Second, the class discuss how to prepare the pro-forma finan
cial statements based on the historical financial statement analysis and the those of other co
rporations in the same industry. Third, we also discuss how to incorporate non-financial infor
mation into the valuation of the corporation. Non-financial information include 1. Understandi
ng the business model of the model and market perspectives, 2. Corporate governance structure,
 and 3. Corporate Social Responsibility (CSR). How the firm’s commitment to sustainable devel
opment goals (SDGs) should be incorporate into the valuation will be briefly discussed. Finall
y, we conduct the stock valuation taking financial and non-financial factors into consideratio
n using Discount Cash Flow (DCF) method and Market Multiples method. 

達成目標/Course objectives
1. be able to answer most questions in CFA level I&II and CMA level 1&2 (CMA: Chartered Member
 of the Securities Analysts Association of Japan)
2. acquire the fundamental knowledge and skills to conduct the financial statement analysis
3. acquire the fundamental knowledge and skills to evaluate the value of corporation using bot
h financial and non-financial information from financial reports

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
1. Fundamental Finance and 2. Fundamental Accounting or consent.

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 Financial Statement Analysis (1): Common Size Statement Analysis
Preliminary Quiz

事前学習 Preview what you learned from 1. Fundamental Finance and 2. Fundamental Acco
unting

事後学習 Review the class material
2 授業計画 Financial Statement Analysis (2): Ratio Analysis, DuPont Analysis

事前学習 Preview the class material
事後学習 A short report on financial statement analysis and review the class material

3 授業計画 Case 1: Anandam Manufacturing Company: Analysis of Financial Statement (Ivey
 Case)

事前学習 Analyze Case 1 and bring your solutions to the class
事後学習 Review the class material

4 授業計画 Case 1: Anandam Manufacturing Company: Analysis of Financial Statement (Ivey
 Case), continued.

事前学習 Analyze Case 1 and bring your solutions to the class
事後学習 Review the class material

5 授業計画 Pro-forma financial statements and reverse financial statements
Valuation of the firm using financial information
Discounted Cash Flow Method and Market Multiple Method

事前学習 Preview the class material
事後学習 Review the class material

6 授業計画 Case 2: Teuer Furniture (A): Discounted Cash Flow Valuation
事前学習 Analyze Case 2 and bring your solutions to the class
事後学習 Review the class material

7 授業計画 Case 3: Teuer Furniture (B): Multiples Valuation
事前学習 Analyze Case 3 and bring your solutions to the class
事後学習 Review the class material

8 授業計画 Mid-term Presentation
事前学習 Prepare for the mid-term presentation
事後学習 Improve and prepare the final report and presentation

9 授業計画 Analysis of non-financial information
Overview of non-financial information reported
Importance of non-financial information on the evaluation
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Analysis and evaluation of business model etc.
事前学習 Preview the class material
事後学習 Review the class material

10 授業計画 Standards and regulations related to SDGs, ESG, and CSR.
Principal of Responsible Investment (PRI)
Sustainable Accounting Standards Boards (SASB)
Sustainable Finance in EU
International Standard Organization (ISO) for green finance etc.
Evaluation of the Firm’s Commitment to SDGs, ESG, and CSR.

事前学習 Preview the class material
事後学習 Review the class material

11 授業計画 Case 4: CLP Group: Environmental, Social and Governance Factors and Their Ef
fects on Valuation (A)

事前学習 Analyze Case 4 and bring your solutions to the class
事後学習 Review the class material

12 授業計画 Case 5: CLP Group: Environmental, Social and Governance Factors and Their Ef
fects on Valuation (B)

事前学習 Analyze Case 5 and bring your solutions to the class
事後学習 Review the class material

13 授業計画 Advanced Topics in Financial Reporting
International Trends related to Financial Reporting
Leeway

事前学習 Preview the class material
事後学習 Review the class material

14 授業計画 Final Presentation
事前学習 Preparation for the Final Presentation
事後学習 Incorporate the feedback during the presentation to the final report

15 授業計画 Final Presentation
事前学習 Preparation of the Final Presentation
事後学習 Finalize the Final Report

授業方法/Method of instruction
Lectures, Case Discussions, Scheduled Presentations, Short Reports, and Final Report

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 100% Contribution to in-class Discussion: 25%
Short Reports: 25%
Presentations: 25%
Final Report: 25%

教科書/Textbooks
1 備考/Remarks N/A

Cases show in the lecture plans must be purchased 
through the administration office

参考書/Reference books
1 備考/Remarks Introduced in the class

Relevant papers will be distributed before the cla
ss

メッセージ/Message
Final report: Analyst Report / Internal Report on Financial Analysis
1. Using the actual financial statements of existing corporations
2. Conduct financial statement analysis such as ratio analysis, liquidity analysis etc.
3. Incorporate the non-financial information to the valuation analysis
4. Calculate the rational stock price of the corporation
5. Write recommendations
Note: This is a Group work. Your report could be an analyst report written by outsider of corp
orations for investors. In this sense, recommendations would be buy or sell. Your report could
 be internal consulting report as CFO (or to CFO). In this case, recommendations should includ
e what kinds of actions needed to improve the corporate value. Recommendations should be concr
ete and practical. 
Short report: for each case
1. For all cases: Write an executive summary of the case. Length: 1-2 page A4-sized
Note: This is an INDIVUDUAL work
2. For selected one case: Write a full report on the case
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Note: This is a GROUP work

Please enjoy the valuation of the corporation using several information. 

その他/Others
If you are absent from the class more than three times without professionally acceptable reaso
ns, F grade shall be given.

キーワード/Keywords
Financial Statement Analysis, ESG, SDGs, PRI, SASB, Integrated Report, Investor Relations
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年度 2019
科目名 FULL・FLEX　企業合併･買収
英文科目名 Mergers and Acquisitions
学期 単位前期(FULL)・後期(FLEX) 2
教員名 吉永 康樹
英文教員名 YOSHINAGA, Yasuki

講義概要/Course description
Ｍ＆Ａプランニングを行うための実践的能力を養成することを目的とする。毎回Ｍ＆Ａに関する具体的事
例について、コーポレート・ファイナンス理論を前提にした、会社法、租税法、金商法、企業会計を巡る
包括的な議論を受講者全員で行う。したがって、受講者は、事前に配布される参考資料を読み、条文に当
り、課題を解いた上で講義に出席することが求められる。議論は単なるプランニング技法の領域に止まら
ず、コーポレートガバナンス論、経営倫理、資本主義論といった広範な領域に渡る。この講義を受講する
学生には、安直に解答を求めるのではなく、自分自身で問いを立て、その問いに対し徹底して論理的に考
える堅牢な意志を要求する。講義では王子・北越、ブルドック、HOYA・ペンタックス、ヤフー・IDCF、中
外製薬によるジェン・プローブのスピンオフ、パナソニック・三洋、伊勢丹・三越、花王・カネボウ、ア
プライド・東京エレクトロン、サンスターのＭＢＯといった事例を取り上げる予定である。

達成目標/Course objectives
Ｍ＆Ａプランニングを行うための実践的能力を養成すること

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
「アカウンティング基礎」、「コーポレート・ファイナンス」を履修済み、あるいは同等の知識を有する
こと。

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 Ｍ＆Ａ手法の類型と特徴
事前学習 シラバスを読み講義内容の全体像を把握する
事後学習 自身の問題・関心と授業の目指すところが乖離していないかどうか確認する

2 授業計画 ＴＯＢ(1)
事前学習 課題を解く
事後学習 課題を再検討する

3 授業計画 ＴＯＢ(2)
事前学習 課題を解く
事後学習 課題を再検討する

4 授業計画 敵対的買収防衛策
事前学習 課題を解く
事後学習 課題を再検討する

5 授業計画 敵対的買収防衛策
事前学習 課題を解く
事後学習 課題を再検討する

6 授業計画 合併(1)
事前学習 課題を解く
事後学習 課題を再検討する

7 授業計画 合併(2)
事前学習 課題を解く
事後学習 課題を再検討する

8 授業計画 会社分割(1)
事前学習 課題を解く
事後学習 課題を再検討する

9 授業計画 会社分割(2)
事前学習 課題を解く
事後学習 課題を再検討する

10 授業計画 株式交換
事前学習 課題を解く
事後学習 課題を再検討する

11 授業計画 株式交換
事前学習 課題を解く
事後学習 課題を再検討する

12 授業計画 事業再生(1)
事前学習 課題を解く
事後学習 課題を再検討する

13 授業計画 事業再生(2)
事前学習 課題を解く
事後学習 課題を再検討する
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14 授業計画 クロスボーダーM&A
事前学習 課題を解く
事後学習 課題を再検討する

15 授業計画 ＭＢＯ
事前学習 課題を解く
事後学習 課題を再検討する

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 レポート  Report 20% 期末レポート
2 平常点  In-class Points 80% 毎回の課題の提出・授業内討論への参加

教科書/Textbooks
1 備考/Remarks 開講日に指示する。

参考書/Reference books
1 備考/Remarks 適宜プリントを配布する。
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年度 2019
科目名 共通　企業財務戦略
英文科目名 Corporate Financial Strategy
学期 単位後期 2
教員名 山本 功
英文教員名 YAMAMOTO, Isao

講義概要/Course description
企業財務戦略担当者の基本的責務は、企業価値・株主価値の番人機能を発揮することである。ここでの番
人機能とは、企業経営の攻めと守りの両方の側面のサポートを意味する。このような認識に基づき、本講
義は、資本の調達・配分・分配を巡る企業財務戦略上の課題発見力と解決案立案力などを鍛錬することに
主眼を置く。海外企業との対比を行いつつ、日本企業の象徴的もしくは現在進行形のケースを可能な限り
取り上げる。

達成目標/Course objectives
コーポレートファイナンスに関連する基本的な理論やモデルを習得するとともに、それらを現実に適用す
る際にどのような点に留意するべきか、現実と理論のギャップへの基本的な対応方法を理解する。

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
財務諸表、ファイナンスの基礎等を履修していることが望ましい。

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 企業財務戦略とは？
事前学習 企業、戦略、企業財務の定義を考える
事後学習 社会の中の企業の位置づけ、企業の中での財務の位置づけを自分なりに整理する

2 授業計画 財務分析の基本
事前学習 事前配布資料に目を通す（財務諸表の基本、損益分岐点分析、ビジネスモデルを理解

する）
事後学習 財務数値と企業活動・ビジネスモデルの関連を自分なりに整理する

3 授業計画 バリュエーション①　CAPMとDCF
事前学習 事前配布資料に目を通す（ファイナンス理論におけるリスクとリターン、ＣＦを理解

する）
事後学習 企業価値の多様性、投資家にとっての企業価値を自分なりに整理する

4 授業計画 バリュエーション②　アップル　株主価値と株価
事前学習 事前配布資料に目を通す（具体的なバリュエーション方法と留意点を理解する）
事後学習 CAPMの使用上の落とし穴を自分なりに整理する

5 授業計画 資本構成を考える：運転資本と余剰資金（アップルを題材に）
事前学習 事前配布資料に目を通す（短期の資金繰りと資本政策を理解する）
事後学習 簿価ベースと時価ベースの資本構成の問題を巡る論点を整理する

6 授業計画 負債資本を考える　：銀行借入と社債の相違、金利の本質
事前学習 事前配布資料に目を通す（直接金融、間接金融　金利を理解する）
事後学習 短中期的なマクロ金融環境・事業環境に相応した負債調達のあり方を自分なりに整理

する
7 授業計画 負債資本を考える②：CDS、格付、リース、アセット・ファイナンス

事前学習 事前配布資料に目を通す（デフォルト、格付、CDS、負債資本形態を理解する）
事後学習 短中期的なマクロ金融環境・事業環境に相応した負債調達のあり方を自分なりに整理

する
8 授業計画 株主資本を考える　：株式の基本を理解する

事前学習 事前配布資料の例題を考える（株式を巡る基本的論点と）
事後学習 例題を再吟味する

9 授業計画 株主資本を考える②：増資、IPOを巡る諸問題
事前学習 事前配布資料に目を通す（増資、IPOを巡る利益相反などの問題、ディスカウント問

題等を理解する）
事後学習 米国におけるIPO市場の分解動向の含意を考えてみる

10 授業計画 オプション・バリュエーション
事前学習 オプションの基本を理解する
事後学習 事前配布資料に目を通す

11 授業計画 キャッシュフローの分解と合成：転換社債と種類株式を中心に
事前学習 事前配布資料に目を通す（証券デザインの基本を理解する）
事後学習 分解と合成を企業の事業活動にも応用し、新しい証券のデザインを考えてみる

12 授業計画 資本配分①：資本コストを意識した経営を考える
事前学習 事前配布資料に目を通す（企業と投資の間に存在するトレードオフに着目する）
事後学習 戦略的資本配分における組織問題（戦略のソーシャル・サイド）を理解する

13 授業計画 資本配分②：Ｍ＆Ａとスピン・オフ
事前学習 事前配布資料に目を通す（買い手と売り手の論理、アクティビスト投資家の論理を理
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解する）
事後学習 企業にとっての空売りの功罪を整理してみる

14 授業計画 成果分配：株主還元（自社株買いと配当金）と報酬問題
事前学習 事前配布資料に目を通す（再投資と分配の問題を理解する）
事後学習 ガバナンス問題との関連を考えてみる

15 授業計画 CFOの役割を考える：リスク・マネジメントを中心に
事前学習 事前配布資料に目を通す（機会消失リスクも視野に入れる）
事後学習 資本市場動向からの企業経営に対する含意を捉えるためにどうするか、を考える

授業方法/Method of instruction
基本的には講義形式とするが、質疑・議論を可能な限り行う。学生の理解と興味に応じて、授業計画を変
更、修正する。

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 レポート  Report 100% 期末レポート

教科書/Textbooks
1 備考/Remarks 講師のレジュメを使用する。

参考書/Reference books
1 著者名/Author 新井富雄・高橋文郎・芹田敏夫

タイトル/Title コーポレートファイナンス　基礎と応用
出版社/Publisher 中央経済社
出版年/Published year 2016年

2 著者名/Author 井手正介・高橋文郎
タイトル/Title 経営財務入門
出版社/Publisher 日本経済新聞社
出版年/Published year 2009年

3 著者名/Author Chris Bradley, Martin Hirt, and Sven Smit
タイトル/Title Strategy beyond the Hockey Stick
出版社/Publisher John Wiley & Sons, Inc.
出版年/Published year 2018年

メッセージ/Message
正解のない問題を議論することになる。受講者の積極的な発言・質問が期待される。企業財務戦略のダイ
ナミズムと実務的な視点とその面白さを受講者に感じてもらいたい。

キーワード/Keywords
企業戦略、企業ビジョン、バリュエーション、ＤＣＦ、株主価値、株価、株式投資、格付け、ＣＡＰＭ、
オプション、金利、ＣＤＳ、ハイブリッド証券、転換社債、種類株式、ＩＰＯ、子会社公開、資本配分、
スピン・オフ、Ｍ＆Ａ、配当政策、自社株買い、役員報酬、コーポレート・ガバナンス
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年度 2019
科目名 共通　企業の資金調達
英文科目名 Corporate Finance Practices
学期 単位後期 2
教員名 小野 博道
英文教員名 ONO, Hiromichi

講義概要/Course description
デフレ脱出目的のアベノミクスの「三本の矢」など、グローバルな超金融緩和環境では忘れられがちです
が、リーマンショック(2008)、欧州財政危機(2010)や東日本大震災(2011)に際し、市場流動性（Liquidit
y)の枯渇に起因する景気後退やそれに伴う事業継続性へのリスク意識の高まりは記憶に新しいところで
す。
□あらためて円滑で安定的な資金調達活動を、コーポレートファイナンスの基本理論に立ち戻って学ぶこ
とが、近時の欧米での金融緩和策からの「出口」の動きやフィンテックなどICTの発達により企業を取巻
くファイナンス環境のボラティリティが高まる環境での企業経営に一層求められています。
□本講座では、企業財務や金融業務分野の初学者を受講対象とし、経営幹部として今後ビジネスの意思決
定を行う際に不可欠なファクターである、資金調達についての基本概念や知識の習得を目的とします。
□講座全体を、「Ⅰ.ファイナンス基礎理論」、「Ⅱ.資金調達活動」、「Ⅲ.新しいファイナンス」の　
３部構成とし、資金調達に関連したファイナンス理論の習得と共に、実際の企業活動における関連事例の
紹介・解説をおこない、企業活動における実践的な資金調達のあり方の大局観をつかむことを目指しま
す。また、資金調達関連の最新トピックスについても、時間の許す限り紹介してまいります。

達成目標/Course objectives
・経営幹部がビジネスの意思決定を行う際に不可欠な構成要素である資金調達の大局的な知識取得と、
「ファイナンス理論」との関連性の理解を目的とします。（*実務セミナーではありませんのでご注意く
ださい）

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
企業ファイナンスや金融業務分野の初学者が受講対象だが、「ファイナンス基礎」および「コーポレー

ト・ファイナンス」（専門科目）の履修終了を必須条件とします。

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 PartⅠ「資金調達に関連するファイナンス基礎理論」～(1)序論
事前学習 参考図書および日本経済新聞等経済紙に目を通しておくこと。
事後学習 講義レジュメ（講師作成・当日配布）復習

2 授業計画 (2)現在価値
事前学習 講義レジュメ予習
事後学習 講義レジュメ復習・課題提出（都度指示します）

3 授業計画 (3)CAPM（資本・資産評価モデル）
事前学習 同上
事後学習 同上

4 授業計画 (4)資本政策①（WACC・企業価値評価・最適資本構成）
事前学習 同上
事後学習 同上

5 授業計画 (5)資本政策②（配当政策・自社株買い）
事前学習 同上
事後学習 同上

6 授業計画 PartⅡ「企業の資金調達活動」～(1)資金調達の決定要因
事前学習 同上
事後学習 同上

7 授業計画 (2)資金調達メニュー①（借入）
事前学習 同上
事後学習 同上

8 授業計画 (3)資金調達メニュー②（コミットメントライン）
事前学習 同上
事後学習 同上

9 授業計画 (4)資金調達メニュー③（シンジケートローン）
事前学習 同上
事後学習 同上

10 授業計画 (5)資金調達メニュー④（社債・格付）
事前学習 同上
事後学習 同上

11 授業計画 PartⅢ「新しいファイナンスの潮流」～(1)デリバティブとファイナンス①（スワッ
プ取引）

事前学習 同上
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事後学習 同上
12 授業計画 (2)デリバティブとファイナンス②（オプション取引）

事前学習 同上
事後学習 同上

13 授業計画 (3)資産ファイナンス①（概論）
事前学習 同上
事後学習 同上

14 授業計画 (4)資産ファイナンス②（プロジェクトファイナンス）
事前学習 同上
事後学習 同上

15 授業計画 (5)資産ファイナンス③（ノンリコースローン・証券化）
事前学習 同上
事後学習 同上

授業方法/Method of instruction
●事前学習（基礎理論）
・履修済みの「ファイナンス基礎」や「コーポレート・ファイナンス」の該当箇所を復習しておいてくだ
さい。
●事前学習（各回授業）
・第２回以降は、レジュメを事前に配布しますので予習しておいてください。
●授業計画
・あくまで目安です。受講生の基礎分野の習得度や受講生の人数等により適宜変更します。

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 100% クラス討議や課題への参加度、および学期末レポートを
総合評価する。

教科書/Textbooks
1 タイトル/Title 講師作成レジュメ

備考/Remarks 講師が準備したレジュメを基本テキストとして使用する

参考書/Reference books
1 著者名/Author 新井 富雄, 高橋 文郎, 芹田 敏夫

タイトル/Title コーポレート・ファイナンス 
出版社/Publisher 中央経済社
出版年/Published year 2016
ISBN 9784502183515

2 タイトル/Title 内閣府　経済財政白書（平成31年版）
出版社/Publisher 日経印刷
出版年/Published year 2019
備考/Remarks 8月発行予定

メッセージ/Message
・講義時間の延長（約2～30分/回）や補講を行う場合があることをあらかじめ理解のうえ受講願います。
・受講希望多数の場合には、双方向の講義を目的に受講生の数を制限する場合もあることにご注意くださ
い。
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年度 2019
科目名 FULL・FLEX　財務会計
英文科目名 Financial Accounting
学期 単位後期 2
教員名 福井 義高
英文教員名 FUKUI, Yoshitaka

講義概要/Course description
　企業経営においては，財務会計情報が何を意味するか正確に理解した上で意思決定を行う必要がある．
そのためには，内外の会計基準の動向や実務の詳細ではなく，企業会計の根底にある考え方を理解するこ
と，具体的には，（リスクからの解放という意味での）実現利益という伝統的な基本概念を核に，企業会
計を体系的に理解することが求められる．知識を増やすことではなく，基本となる概念を自ら納得いくま
でよく考えることが重要である． 
　指定教科書『企業会計入門』はまさにそのような主旨に基づいて書かれており，本授業の目的はこの教
科書を理解することといってもよい．毎回，授業のはじめに小テストで前回授業の理解を確認する．ただ
し，採点はしない． 
　

達成目標/Course objectives
　合理的経営判断に資する財務会計情報の正確な理解

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
　高校1年程度の数学の知識と「アカウンティング基礎」の履修（あるいは同等の知識）

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 会計情報の概要と用途・企業会計の仕組み
事前学習 教科書第1章第4節・第2章前半の予習
事後学習 教科書第1章第4節・第2章前半の復習

2 授業計画 企業会計の仕組み
事前学習 教科書第2章後半の予習
事後学習 教科書第2章後半の復習

3 授業計画 資本と利益の情報
事前学習 教科書第3章前半の予習
事後学習 教科書第3章前半の復習

4 授業計画 資本と利益の情報
事前学習 教科書第3章後半の予習
事後学習 教科書第3章後半の復習

5 授業計画 収益認識のルール
事前学習 教科書第4章前半の予習
事後学習 教科書第4章前半の復習

6 授業計画 収益認識のルール
事前学習 教科書第4章後半の予習
事後学習 教科書第4章後半の復習

7 授業計画 費用の認識と配分
事前学習 教科書第5章前半の予習
事後学習 教科書第5章前半の復習

8 授業計画 費用の認識と配分
事前学習 教科書第5章後半の予習
事後学習 教科書第5章後半の復習

9 授業計画 負債の認識と測定
事前学習 教科書第6章前半の予習
事後学習 教科書第6章前半の復習

10 授業計画 負債の認識と測定
事前学習 教科書第6章後半の予習
事後学習 教科書第6章後半の復習

11 授業計画 純資産の開示と規制
事前学習 教科書第7章の予習
事後学習 教科書第7章の復習

12 授業計画 企業結合の会計情報
事前学習 教科書第8章前半の予習
事後学習 教科書第8章前半の予習

13 授業計画 企業結合の会計情報
事前学習 教科書第8章後半の予習
事後学習 教科書第8章後半の予習

14 授業計画 第1～13回講義の総括Q&A
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事前学習 第1～13回講義の疑問点確認
事後学習 疑問点の理解

15 授業計画 試験
事前学習 試験の準備
事後学習 試験結果の確認

授業方法/Method of instruction
　小テストの後，講義

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 100% 　授業最終回試験（100%）

教科書/Textbooks
1 著者名/Author 斎藤静樹

タイトル/Title 企業会計入門（補訂版）
出版社/Publisher 有斐閣
出版年/Published year 2016

参考書/Reference books
1 著者名/Author 桜井久勝

タイトル/Title 財務会計講義（第19版）
出版社/Publisher 中央経済社
出版年/Published year 2018

2 著者名/Author 斎藤静樹
タイトル/Title 企業会計とディスクロージャー（第4版重版）
出版社/Publisher 東京大学出版会
出版年/Published year 2016

キーワード/Keywords
財務会計
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年度 2019
科目名 FULL・FLEX　管理会計
英文科目名 Managerial Accounting
学期 単位後期 2
教員名 望月 恒男
英文教員名 MOCHIZUKI, Tsuneo

講義概要/Course description
管理会計は、企業の経営管理者の意思決定に有用な情報を提供する会計情報システムである。本講義で
は、まず、伝統的な管理会計の領域である業績管理会計および意思決定会計における理論と技法について
基礎的知識を習得する。その上で、管理会計の新しい領域である戦略的管理会計における理論と技法につ
いて学ぶことにより管理会計全般に関する知識・理解を深めていく。なお、本講義の終盤（演習１～4）
では、受講生全員に事例発表をしてもらう予定である。

達成目標/Course objectives
管理会計の基礎理論、技法および知識を修得する。

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
原価計算に関する基礎知識があることが望ましいが、特に履修条件は付さない。

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 管理会計の体系および概要
事前学習 管理会計の体系、役割を理解する
事後学習 授業中に解説した概念、技法をテキストおよび配布資料を読み直して理解しておくこ

と
2 授業計画 業績管理会計１：短期利益計画とＣＶＰ分析

事前学習 短期利益計画とCVPの技法を理解する
事後学習 授業中に解説した概念、技法をテキストおよび配布資料を読み直して理解しておくこ

と
3 授業計画 業績管理会計２：予算管理システム

事前学習 予算編成、統制及び問題点を理解する
事後学習 授業中に解説した概念、技法をテキストおよび配布資料を読み直して理解しておくこ

と
4 授業計画 業績管理会計３：事業部制会計

事前学習 業績測定会計のしくみを理解する
事後学習 授業中に解説した概念、技法をテキストおよび配布資料を読み直して理解しておくこ

と
5 授業計画 意思決定会計１：業務的意思決定

事前学習 意思決定会計の諸概念を理解する
事後学習 授業中に解説した概念、技法をテキストおよび配布資料を読み直して理解しておくこ

と
6 授業計画 意思決定会計２：設備投資の意思決定モデル

事前学習 設備投資の意思決定モデルを理解する
事後学習 授業中に解説した概念、技法をテキストおよび配布資料を読み直して理解しておくこ

と
7 授業計画 戦略的管理会計１：伝統的原価管理と原価企画

事前学習 新原価管理体系、原価企画を理解する
事後学習 授業中に解説した概念、技法をテキストおよび配布資料を読み直して理解しておくこ

と
8 授業計画 戦略的管理会計２：ＡＢＣ(活動基準原価計算)、ＡＢＭ(活動基準管理)

事前学習 ABC・ABMを理解する
事後学習 授業中に解説した概念、技法をテキストおよび配布資料を読み直して理解しておくこ

と
9 授業計画 戦略的管理会計３：ＢＳＣ(バランスト・スコアカード)

事前学習 BSC、戦略マップを理解する
事後学習 授業中に解説した概念、技法をテキストおよび配布資料を読み直して理解しておくこ

と
10 授業計画 管理会計事例分析１（受講生による事例発表）

事前学習 管理会計実務の有用性を理解する
事後学習 授業で発表された事例を配布資料を読み直して理解しておくこと

11 授業計画 管理会計事例分析２（受講生による事例発表）
事前学習 管理会計実務の有用性を理解する
事後学習 授業で発表された事例を配布資料を読み直して理解しておくこと

12 授業計画 管理会計事例分析３（受講生による事例発表）
事前学習 管理会計実務の有用性を理解する
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事後学習 授業で発表された事例を配布資料を読み直して理解しておくこと
13 授業計画 管理会計事例分析４（受講生による事例発表）

事前学習 管理会計実務の有用性を理解する
事後学習 授業で発表された事例を配布資料を読み直して理解しておくこと

14 授業計画 管理会計実務講演（ゲストスピーカー）
事前学習 管理会計実務の現状と課題を理解する
事後学習 授業で発表された事例を配布資料を読み直して理解しておくこと

15 授業計画 まとめ
事前学習 授業内で指示する
事後学習 学習成果の確認

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 レポート  Report 40% 期末レポート
2 平常点  In-class Points 60% 授業内での事例発表40%、授業への貢献度（発言等）20%

教科書/Textbooks
1 著者名/Author 岡本・尾畑・廣本・挽

タイトル/Title 管理会計（第2版）
出版社/Publisher 中央経済社
価格/Price 3,200

参考書/Reference books
1 著者名/Author 加登・李

タイトル/Title ケースブック・コストマネジメント
出版社/Publisher 新世社
価格/Price 2,400

2 著者名/Author 櫻井通晴
タイトル/Title 管理会計（第6版）
出版社/Publisher 同文舘出版
価格/Price 5,200
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年度 2019
科目名 共通　ﾀｯｸｽ･ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ
英文科目名 Tax Planning
学期 単位前期 2
教員名 宮田 富美代
英文教員名 MIYATA, Fumiyo

講義概要/Course description
　タックスプランニングとは、将来の税金の負担額や課税所得などの課税関係がどのようになるのかを考
慮して、経済活動の方針を決定するための税務戦略をいいます。また特に企業にとっての税務戦略は、企
業戦略の一部であり、企業に課せられる法人税などの税金は、製造コストや販売・管理コストと同様に、
「コストである」と理解した上で、税引き後利益をいかに最大化していくかを目的に、税金削減プランを
立案、実施、モニタリングすることともいうことができます。
　タックスプランニングを立案するためには、まず広範な税務の知識を習得したうえで、個々の事例を検
討することが必要となりますが、適用範囲はあまりにも多岐にわたります。そこで、この講義では、租税
体系や租税の本質について理解したうえで、主として所得税と法人税の基礎的な考え方の習得に焦点を絞
ります。そのうえで学生のみなさんのニーズをできるだけ反映した個々の事例を検討しながら理解をさら
に深めていきます。なお、学生のみなさんのニーズはアンケートを実施することにより把握し、できるだ
け授業内容に反映できるよう柔軟に対応させていく予定です。
　最後に、大企業における組織再編税制、グループ関連税制に関連したタックスプランニングについては
行いません。

達成目標/Course objectives
租税体系や租税の本質を理解したうえで、主として所得税や法人税の基礎的な考え方を習得し、税務戦略
の必要性を理解したうえで、ある経済活動に対してどのような課税が行われるかを複眼的に検討する力を
養成することを目標としています。

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
この講座は、税務の初心者を対象としていますので、税理士（一部科目合格者を含む）、公認会計士、米
国CPA、証券アナリストなどの有資格者は履修をご遠慮ください。なお、企業会計の知識がベースにある
と、本講義の理解を促進することに繋がる面があるので、アカウンティング基礎などの会計科目を事前に
復習しておくとよいと思います。

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 オリエンテーションとして、この授業の内容、進め方、成績評価の方法等について説
明するとともに、タックスプランニングの基本的な考え方や、タックスプランニング
のメリットについて解説します。
また、身近に感じる税務上の問題や関心を持っている事項等についてのアンケートを
実施します。

事前学習 シラバスを読み講義内容の全体像を把握する。身近に感じる税務上の問題や関心を
もっている事項を整理しておく。

事後学習 自身の問題・関心と授業の目指すところが乖離していないかどうか確認する。
2 授業計画 租税についての概要～租税の本質、体系、租税法律主義などの租税法の原則の理解～

事前学習 事前配布資料を読み込んでくること。
事後学習 レジメや資料を再読し、租税の概要についての理解を深める。

3 授業計画 所得税法の基礎①　～所得税の概要についての理解～
事前学習 第２回の授業内容の理解と、事前配布資料を読み込んでくること。
事後学習 レジメや資料を再読し、所得税の概要についての知識を整理し、理解を深める。

4 授業計画 所得税法の基礎②　～所得税計算の基本的なしくみの理解～
事前学習 第３回の授業内容の理解と、事前配布資料を読み込んでくること。
事後学習 レジメや資料を再読して理解を深めるとともに、所得税計算の基本的なしくみを確認

する。
5 授業計画 法人税法の基礎①　～法人税の概要についての理解～

事前学習 第４回の授業内容の理解と、事前配布資料を読み込んでくること。
事後学習 レジメや資料を再読して法人税の概要についての知識を整理し、理解を深める。

6 授業計画 法人税法の基礎②　～益金の額の計算としくみの理解～
事前学習 第５回の授業内容の理解と、事前配布資料を読み込んでくること。
事後学習 レジメや資料を再読し、特に会計上の収益との相違点に着目しながら、益金の額の計

算としくみを確認する。
7 授業計画 法人税法の基礎③　～損金の額の計算としくみの理解、税額計算～

事前学習 第６回の授業内容の理解と、事前配布資料を読み込んでくること。
事後学習 レジメや資料を再読し、特に会計上の費用との相違点に着目しながら、損金の額の計

算としくみを確認する。また、確定申告のための法人税額の計算方法を確認しなが
ら、授業で実施した問題を再度解いてみる。

8 授業計画 法人税法の基礎④　～税効果会計の理解～
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事前学習 第７回の授業内容の理解と、事前配布資料を読み込んでくること。
事後学習 レジメや資料を再読し、理解不十分な箇所を確認する。会計上の利益と税務上の課税

所得との違いを確認しながら、税効果会計の理解を深める。
9 授業計画 関心のある論点の検討①　～実際に問題となった事例をみてみよう～

事前学習 第８回の授業内容の理解と、事前配布資料を読み、論点はなにかを考えてみる。
事後学習 第９回の授業で取り上げた論点についての知識や考えを整理し、理解を深める。

10 授業計画 関心のある論点の検討②　～実際に問題となった事例をみてみよう～
事前学習 第９回の授業内容の理解と、事前配布資料を読み、論点はなにかを考えてみる。
事後学習 第10回の授業で取り上げた論点についての知識や考えを整理し、理解を深める。

11 授業計画 関心のある論点の検討③　～実際に問題となった事例をみてみよう～
事前学習 第10回の授業内容の理解と、事前配布資料を読み、論点はなにかを考えてみる。
事後学習 第11回の授業で取り上げた論点についての知識や考えを整理し、理解を深める。

12 授業計画 タックスプランニングの事例研究①
事前学習 第11回の授業内容の理解と、事前配布資料を読み込んでくること。
事後学習 第12回の授業で学んだタックスプランニング①の知識を整理し、理解を深める。

13 授業計画 その他の課税（国際課税の基礎）～国際課税の概要の理解～
事前学習 第12回の授業内容の理解と、事前配布資料を読み込んでくること。
事後学習 レジメや配布資料を再読し、国際課税の基礎の知識を整理する。

14 授業計画 タックスプランニングの事例研究②
事前学習 第13回の授業内容の理解と、事前配布資料を読み込んでくること。
事後学習 第14回の授業で学んだタックスプランニング②の知識を整理し、理解を深める。

15 授業計画 総まとめ
事前学習 これまでの内容を総復習し、疑問点をまとめてくる。
事後学習 これまでの内容を総復習し、体系的な知識の定着を図る。

授業方法/Method of instruction
第1回の授業で説明します。

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 100% 授業内での課題を含めた授業への貢献度（40％）、レ
ポート（または試験）（60％）をベースとして総合的に
評価します。

教科書/Textbooks
1 備考/Remarks 基本的に配布資料を使用します。

参考書/Reference books
1 著者名/Author 増井良啓

タイトル/Title 租税法入門
出版社/Publisher 有斐閣
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年度 2019
科目名 FULL・FLEX　会計情報と株式市場
英文科目名 Accounting Information and stock Market
学期 単位前期 2
教員名 榊原 正幸
英文教員名 SAKAKIBARA, Masayuki

講義概要/Course description
　本講義は、株式市場に関する知識を身に付けるための総合的な講義である。 
　昨今、株式投資は資産形成の手段として、その意義を増してきている。本講義では、株式投資に関する
知識と技術を、会計学の視座を軸にして学んでいく。また、会計学の知識のみならず、株式投資に必要な
ことは、分野を問わず基礎からきちんと学ぶことで、「毛並みの良い投資家」になることを目指す。 
目先の利益を追ったり、情報という美名に身を隠した「噂」で株を買ったりしないように、また、根拠の
ない高値で株を買って、塩漬け株を抱え込まないために、「会計学の知識」が、大きな役割を演じる。

達成目標/Course objectives
株式投資を実践するにあたって、会計学の知識を駆使できるようになること 
長期的な視座から株式投資を実践できるようになること

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
特になし

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 市況展望と株式投資の基礎知識
事前学習 株式投資に関する基礎知識を習得しておく。
事後学習 授業中に解説した用語と重要事項を身につける。

2 授業計画 株価の決定要素／複利のチカラ
事前学習 事前に配付する資料に目を通しておく。
事後学習 授業中に解説した用語と重要事項を身につける。

3 授業計画 株価の管理について／基礎的指標
事前学習 株式投資の基礎的指標に関する基礎知識を習得しておく。
事後学習 授業中に解説した用語と重要事項を身につける。

4 授業計画 好決算企業の分析手法
事前学習 テキストの該当範囲を予習する。
事後学習 好決算企業の個別ケース分析を作成する。

5 授業計画 好決算企業の個別ケース分析１
事前学習 テキストの該当範囲を予習する。
事後学習 好決算企業の個別ケース分析を作成する。

6 授業計画 銘柄選別基準と財務優良企業リスト
事前学習 事前に配付する資料に目を通しておく。
事後学習 授業中に解説した用語と重要事項を身につける。

7 授業計画 財務優良企業の個別ケース分析１
事前学習 財務優良企業の個別ケース分析を事前に作成しておく。
事後学習 財務優良企業の個別ケース分析のチェックをし、各自で株価を予想する。

8 授業計画 財務優良株の個別ケース分析２
事前学習 財務優良企業の個別ケース分析を事前に作成しておく。
事後学習 財務優良企業の個別ケース分析のチェックをし、各自で株価を予想する。

9 授業計画 財務優良株の個別ケース分析３
事前学習 財務優良企業の個別ケース分析を事前に作成しておく。
事後学習 財務優良企業の個別ケース分析のチェックをし、各自で株価を予想する。

10 授業計画 信用取引のメカニズム／国際優良企業
事前学習 事前に配付する資料に目を通しておく。
事後学習 授業中に解説した用語と重要事項を身につける。

11 授業計画 国際優良企業とその個別ケース分析１
事前学習 国際優良企業の個別ケース分析を事前に作成しておく。
事後学習 国際優良企業の個別ケース分析のチェックをし、各自で株価を予想する。

12 授業計画 国際優良企業とその個別ケース分析２
事前学習 国際優良企業の個別ケース分析を事前に作成しておく。
事後学習 国際優良企業の個別ケース分析のチェックをし、各自で株価を予想する。

13 授業計画 国際優良企業とその個別ケース分析３
事前学習 国際優良企業の個別ケース分析を事前に作成しておく。
事後学習 国際優良企業の個別ケース分析のチェックをし、各自で株価を予想する。

14 授業計画 まとめ
事前学習 これまでの内容を総復習する。
事後学習 これまでの内容を総復習する。
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15 授業計画 まとめ
事前学習 これまでの内容を総復習する。
事後学習 これまでの内容を総復習する。

授業方法/Method of instruction
１回目～６回目までと10回目は講義形式とする。他の回は、学生諸氏の研究発表を中心とする。

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 100% 原則的に、講義への貢献の程度とレポートによって評価
する。

教科書/Textbooks
1 備考/Remarks 榊原正幸著　『会計の得する知識と株式投資の必勝法』

　税務経理協会　2,700円 (予定)
榊原正幸著　『堅実で科学的な株式投資法』　PHP研究
所　1,728円
榊原正幸著『お金持ちになるための本』PHP研究所 1,62
0円
榊原正幸著『株は決算発表の直後に買いなさい！』PHP
研究所 1,620円
榊原正幸著『老後資金、55歳までに準備すれば間に合い
ます』PHP研究所　 1.728円

参考書/Reference books
1 備考/Remarks 榊原正幸著『株式投資　必勝ゼミ（文庫版）』　PHP研

究所  698円
榊原正幸著『大学教授が本気で書いた「株式投資の教科
書」』　PHP研究所  1,620円 
榊原正幸著『「科学的」株式投資の教科書』PHP研究所 
 907円
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年度 2019
科目名 FULL・FLEX　企業価値評価
英文科目名 Corporate Valuation
学期 単位前期 2
教員名 髙橋 文郎
英文教員名 TAKAHASHI, Fumio

講義概要/Course description
この科目では、コーポレート・ファイナンス理論に基づく企業価値評価方法について取り上げる。参加者
には、実際の日本企業の企業価値と株価について分析する学期中の小レポートと期末の最終レポートを作
成することが要求される。

達成目標/Course objectives
ファイナンス理論に基づく企業価値と株価の評価方法をを理解する。

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
アカウンティング基礎およびファイナンス基礎の既習者

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 評価の基礎概念
事前学習 資産価値の評価に関する基礎概念（現在価値、内部収益率等）について復習する。
事後学習 資産価値の評価に関する基礎概念（現在価値、内部収益率等）を確認する。

2 授業計画 株式の評価(1)
事前学習 株式の性格について復習する。
事後学習 配当割引モデルについて理解する。

3 授業計画 株式の評価(2)
事前学習 配当割引モデルの特徴について復習する。
事後学習 キャッシュフロー割引モデルと残余利益モデルについて理解する。

4 授業計画 株式の評価(3)
事前学習 様々な株価評価モデルの特徴について復習する。
事後学習 様々な株価評価尺度の特徴について理解する。

株式期待収益率予測演習を行う。
5 授業計画 デュポン・システム分析

事前学習 様々な財務比率の意味について復習する。
事後学習 デュポンシステム分析によるROEの分解について理解する。

分析対象企業のデュポンシステム分析を行う。
6 授業計画 現代ポートフォリオ理論とCAPM

事前学習 現代ポートフォリオ理論について復習する。
事後学習 分析対象企業のベータを推計する。

7 授業計画 資本コストと企業価値
事前学習 資本コストの概念について復習する。
事後学習 資本コストとキャッシュフローの概念と定義について理解する。

8 授業計画 資本コストのケース
事前学習 資本コストの概念について復習する。
事後学習 事業部の資本コストと企業全体の資本コストの関係について理解する。

9 授業計画 WACC法とAPV法
事前学習 資産の評価方法について復習する。
事後学習 企業評価方法としてのWACC法とAPV法の関係と違いについて理解する。

10 授業計画 経済的利益と企業価値
事前学習 割引キャッシュフロー法について復習する。
事後学習 経済的利益と割引キャッシュフロー法の理論的関係について理解する。

11 授業計画 割引キャッシュフロー法による企業評価の実際
事前学習 WACC法について復習する。
事後学習 割引キャッシュフロー法による企業評価を行う際の実際的な考慮点について理解す

る。
12 授業計画 企業の合併・買収

事前学習 割引キャッシュフロー法による企業評価のプロセスを復習する。
事後学習 企業合併・買収を行う際の考慮点について理解する。

13 授業計画 合併・買収のケース(1)
事前学習 企業価値評価手法について復習する。
事後学習 企業価値評価のプロセスと留意点を確認する。

14 授業計画 合併・買収のケース(2)
事前学習 企業価値評価手法について復習する。
事後学習 企業価値評価のプロセスと留意点を確認する。

15 授業計画 まとめ
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事前学習 企業価値評価の基本概念と評価方法について復習する。
事後学習 分析対象企業の企業価値や株価について分析するレポートを作成する。

授業方法/Method of instruction
講義、ケース討論、演習を組み合わせて行う。

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 レポート  Report 60% 期末レポート
2 その他  Others 40% 学期中の小レポート

教科書/Textbooks
1 備考/Remarks なし。

参考書/Reference books
1 著者名/Author 新井富雄,  高橋文郎, 芹田敏夫著

タイトル/Title コーポレート・ファイナンス
出版社/Publisher 中央経済社
出版年/Published year 2016年
ISBN 9784502183515
価格/Price 3400円+税
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年度 2019
科目名 FULL・FLEX  財務諸表論
英文科目名 Financial Statements
学期 単位後期 2
教員名 市野 初芳
英文教員名 ICHINO, Hatsuyoshi

講義概要/Course description
このクラスは、これからABSで会計やファイナンス科目、さらには500番台科目を履修する上で最低限身に
つけておなければならない会計および財務諸表に関する基礎知識の習得を目的としています。したがっ
て、授業は、全くの初心者を対象にすすめていきます。全体の授業を通して、①貸借対照表(B/S)および
損益計算書(P/L)の内容と構造を理解する、②キャッシュフロー計算書および株主資本等変動計算書の内
容と構造を理解する、③財務諸表相互間の関係を理解する、ことを目標にそれぞれの重要項目について丁
寧に解説していきます。また、授業では、毎回ではありませんが、ミニテストを実施し、皆さんの理解度
をその都度チェックしていきます。また、宿題や課題が課された場合には、意欲的に取り組んでくださ
い。

達成目標/Course objectives
財務諸表を読み・活用するための基礎的な会計の知識の習得

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
特にありません。

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 授業の目標や進め方、成績評価の方法について説明するとともに、第2回目の授業課
題について解説します。

事前学習 シラバスを読み講義内容の全体像を把握する。
事後学習 授業の時に指示します。

2 授業計画 財務諸表作成プロセスの理解～簿記の基本的な仕組み①～
事前学習 配布プリントにもとづいて授業をすすめていきます。事前学習は不要ですが、第2回

の授業内容は重要ですので欠席しないよう心掛けてください。
事後学習 配布プリントで練習しておいてください。

3 授業計画 財務諸表作成プロセス理解～簿記の基本的な仕組み②～
事前学習 配布プリントにもとづいて授業をすすめていきます。
事後学習 配布プリントを繰り返して練習してください。

4 授業計画 財務諸表作成プロセス理解～簿記の基本的な仕組み③～
事前学習 配布プリントにもとづいて授業をすすめていきます。
事後学習 ①会計上利益をどのように捉えているか、②B/SとP/Lの関係をしっかり理解してくだ

さい。
5 授業計画 わが国における企業会計制度の概要

事前学習 テキスト該当部分を読んでおいてください。
事後学習 会社法および金融商品取引法の制定趣旨を確認してください。

6 授業計画 損益計算書の内容と構造(1)‐売上高と売上原価との関係を理解する
事前学習 テキストの該当部分を読んでおいてください。
事後学習 配布プリントの復習。

7 授業計画 損益計算書の内容と構造(2)‐費用と収益の期間的な対応関係に関する会計処理の理
解

事前学習 テキストの該当部分を読んでおいてください。
事後学習 配布プリントの復習。

8 授業計画 貸借対照表の内容と構造(1)‐現金預金等の仕訳方法の理解
事前学習 テキストの該当部分を読んでおいてください。
事後学習 配布プリントの復習。

9 授業計画 貸借対照表の内容と構造(2)‐有価証券の会計処理の理解と期末商品棚卸高の会計処
理の復習

事前学習 テキストの該当部分を読んでおいてください。
事後学習 配布プリントの復習。

10 授業計画 貸借対照表の内容と構造(3)‐減価償却費の計算方法を理解
事前学習 テキストの該当部分を読んでおいてください。
事後学習 配布プリントの復習。

11 授業計画 貸借対照表の内容と構造(4)‐貸倒引当金の会計処理の理解
事前学習 テキストの該当部分を読んでおいてください。
事後学習 配布プリントの復習。

12 授業計画 その他B/SとP/L項目に関する仕訳
事前学習 テキストの該当部分を読んでおいてください。
事後学習 配布プリントの復習。
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13 授業計画 精算表の作成方法‐決算処理の理解
事前学習 テキストの該当箇所を読んでおいてください。
事後学習 配布プリントの復習。

14 授業計画 精算表の作成ｰB/SとP/Lの関係の理解
事前学習 前回のプリントの復習。
事後学習 精算表の計算練習を繰り返してください。

15 授業計画 まとめ
事前学習 授業内で指示
事後学習 試験準備のための要点整理。

授業方法/Method of instruction
第1回目の授業で説明します。

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 試験  Exam 100% ミニテストおよび定期試験で評価します。

教科書/Textbooks
1 著者名/Author 桜井久勝著

タイトル/Title 『財務諸表分析　第7版』
出版社/Publisher 中央経済社
出版年/Published year 2017年3月
価格/Price 3,400円＋税
備考/Remarks 最新版を確認のうえ購入してください。

参考書/Reference books
1 著者名/Author TAC簿記検定講座

タイトル/Title 合格テキスト日商簿記3級 Ver.9.0
出版社/Publisher TAC出版
出版年/Published year 2017年2月
備考/Remarks 合格テキスト日商簿記3級は2,000円＋税
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年度 2019
科目名 共通　FAST
英文科目名 FAST
学期 単位後期 2
教員名 中里 宗敬
英文教員名 NAKASATO, Munenori

講義概要/Course description
この授業では、LAN上に構築された仮想金融市場を使って証券投資を体験する。履修生は、あらかじめ配
布されたケースをよく読み、データを分析し投資戦略を準備する。授業では、履修生はトレーダーとして
市場に参加し、準備した投資戦略を実施する。これまでに学んできたファイナンスの理論、知識を融合さ
せ、その応用方法と限界を確認することがこの授業の目的である。毎回、異なるテーマとケースでトレー
ディングを行う。

達成目標/Course objectives
これまで学んできたファイナンスの理論、知識を融合させ、その応用方法と限界を確認する。

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
ファイナンス基礎を履修済みのこと。インベストメント、デリバティブを履修していることが望ましい。

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 授業概要の説明およびFTSの操作練習
事前学習 授業シラバスの確認
事後学習 FTSの操作の復習。次回トレーディングの準備。

2 授業計画 B01, B02（債券投資：金利の期間構造）
事前学習 配布されたケースをよく読み、データを分析し、投資戦略を策定する。投資戦略レ

ポートを作成する。
事後学習 投資成果のレビューと考察

3 授業計画 B03（債券投資：デュレーション）
事前学習 配布されたケースをよく読み、データを分析し、投資戦略を策定する。投資戦略レ

ポートを作成する。
事後学習 投資成果のレビューと考察

4 授業計画 B04（債券投資：先渡契約）
事前学習 配布されたケースをよく読み、データを分析し、投資戦略を策定する。投資戦略レ

ポートを作成する
事後学習 投資成果のレビューと考察

5 授業計画 RE1（情報の効率性）
事前学習 配布されたケースをよく読み、データを分析し、投資戦略を策定する。投資戦略レ

ポートを作成する。
事後学習 投資成果のレビューと考察

6 授業計画 RE2（情報の効率性）
事前学習 配布されたケースをよく読み、データを分析し、投資戦略を策定する。投資戦略レ

ポートを作成する。
事後学習 投資成果のレビューと考察

7 授業計画 RE3（情報の効率性、オプション）
事前学習 配布されたケースをよく読み、データを分析し、投資戦略を策定する。投資戦略レ

ポートを作成する。
事後学習 投資成果のレビューと考察

8 授業計画 CA0（株式投資：ポートフォリオ選択）
事前学習 配布されたケースをよく読み、データを分析し、投資戦略を策定する。投資戦略レ

ポートを作成する。
事後学習 投資成果のレビューと考察

9 授業計画 CA1（株式投資：ポートフォリオ選択） 解説と準備
事前学習 配布されたケースをよく読み、データを分析し、投資戦略を策定する。投資戦略レ

ポートを作成する
事後学習 投資成果のレビューと考察

10 授業計画 CA1（株式投資：ポートフォリオ選択）
事前学習 配布されたケースをよく読み、データを分析し、投資戦略を策定する。投資戦略レ

ポートを作成する。
事後学習 投資成果のレビューと考察

11 授業計画 OP1（オプション、2項モデル1期間）
事前学習 配布されたケースをよく読み、データを分析し、投資戦略を策定する。投資戦略レ

ポートを作成する。
事後学習 投資成果のレビューと考察

12 授業計画 OP2（オプション、2項モデル2期間）
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事前学習 配布されたケースをよく読み、データを分析し、投資戦略を策定する。投資戦略レ
ポートを作成する。

事後学習 投資成果のレビューと考察
13 授業計画 OP3（オプション、2項モデル3期間）

事前学習 配布されたケースをよく読み、データを分析し、投資戦略を策定する。投資戦略レ
ポートを作成する。

事後学習 投資成果のレビューと考察
14 授業計画 ST1（オプション、連続時間モデル）

事前学習 配布されたケースをよく読み、データを分析し、投資戦略を策定する。投資戦略レ
ポートを作成する。

事後学習 投資成果のレビューと考察
15 授業計画 XR1（オプション、連続時間、ジャンププロセス）

事前学習 配布されたケースをよく読み、データを分析し、投資戦略を策定する。投資戦略レ
ポートを作成する。

事後学習 投資成果のレビューと考察

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 レポート  Report 60% ケース毎の平常レポート
2 その他  Others 40% トレーディングの成果
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年度 2019
科目名 共通　金融資本市場概論
英文科目名 Introduction of Financial and Capital Markets
学期 単位後期 2
教員名 廣木 隆
英文教員名 HIROKI, Takashi

講義概要/Course description
本講座は、マネックス証券株式会社の寄附講座です。
この授業では「リアルなマーケットとは何か」ということを考察する。実際のマーケットは「生きて」お
り、日々刻々と変化している。従って、教科書はない。いま、この瞬間にマーケットで起きていることが
「教科書」だ。
 リアルタイムのニュース、金利、株価、為替など市場の動きをもとに様々な角度からの分析を行う。ポ
イントは、市場で形成される価格は、「ファンダメンタルズ（経済的要因）」とそれを評価する「センチ
メント（投資家の心理）」で決まるということだ。
 　この両者の関係を理解することが、市場の動きを理解することと言っても過言ではない。ここで問題
となるのが投資家心理の難しさ。なぜなら、標準的な経済学では投資家は合理的で最適な投資行動を選択
すると仮定されているが、実際は非合理的で必ずしも最適な選択をしない。この点を行動経済学の観点か
ら、バイアスやメンタル・アカウンティングの罠に陥らない必要性をみていく。
それを踏まえたうえで、合理的な予測をするにはどうすればよいかを議論する。確率と運、最新の運用理
論・手法、ヘッジファンド、AI、仮想通貨などさまざまなトピックに触れながら、金融資本市場に関する
理論と実践を網羅的に取り上げる。

達成目標/Course objectives
金融資本市場はいかなるもので、それが社会・経済にどのようにかかわるのかを深いレベルで理解するこ
とによって、各自が関わっている（あるいは今後関わりたいと考える）ビジネスの現場において実践的な
応用ができるようになること。
　
副産物として、この授業で獲得する日常的な情報収集と分析・予測のノウハウは、あらゆるビジネスの
様々な分野で有益なものとなるだろう。そして、それはまたエクゼクティブに求められる最強のビジネス
スキルになると確信する。

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 金融資本市場概論の紹介、一般的な金融論、ファイナンスの基本概念と実際のマー
ケット

事前学習 参考書として挙げている書籍を事前に読む
事後学習 講義内容を復習し、理解を深める

2 授業計画 市場とは何か　ファイナンス理論の前提と、リアルなマーケットとの矛盾　新しい
マーケット論

事前学習 参考書として挙げている書籍を事前に読む
事後学習 講義内容を復習し、理解を深める

3 授業計画 行動ファイナンス（１）
事前学習 各テーマについて自分なりに学習し、考えをまとめる
事後学習 講義内容を復習し、理解を深める

4 授業計画 行動ファイナンス（２）
事前学習 各テーマについて自分なりに学習し、考えをまとめる
事後学習 講義内容を復習し、理解を深める

5 授業計画 行動ファイナンス（３）
事前学習 各テーマについて自分なりに学習し、考えをまとめる
事後学習 講義内容を復習し、理解を深める

6 授業計画 リスクとリターン、投資とギャンブルの違いは？
事前学習 各テーマについて自分なりに学習し、考えをまとめる
事後学習 講義内容を復習し、理解を深める

7 授業計画 実際のマーケットを読む（１）
事前学習 各テーマについて自分なりに学習し、考えをまとめる
事後学習 講義内容を復習し、理解を深める

8 授業計画 実際のマーケットを読む（2）
事前学習 各テーマについて自分なりに学習し、考えをまとめる
事後学習 講義内容を復習し、理解を深める

9 授業計画 資産運用の最前線、新しい技法やトレンド
事前学習 各テーマについて自分なりに学習し、考えをまとめる
事後学習 講義内容を復習し、理解を深める

10 授業計画 バブルの見極め方、様々なバリュエーション
事前学習 各テーマについて自分なりに学習し、考えをまとめる
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事後学習 講義内容を復習し、理解を深める
11 授業計画 外部講師を招いてのディスカッション（1）

事前学習 各テーマについて自分なりに学習し、考えをまとめる
事後学習 講義内容を復習し、理解を深める

12 授業計画 外部講師を招いてのディスカッション（2）
事前学習 各テーマについて自分なりに学習し、考えをまとめる
事後学習 講義内容を復習し、理解を深める

13 授業計画 合理的予測とは
事前学習 各テーマについて自分なりに学習し、考えをまとめる
事後学習 講義内容を復習し、理解を深める

14 授業計画 市場を取り巻く環境変化、実践的な投資戦略
事前学習 各テーマについて自分なりに学習し、考えをまとめる
事後学習 講義内容を復習し、理解を深める

15 授業計画 総まとめ～～金融資本市場の未来
事前学習 これまでの講義内容を振り返る
事後学習 講義内容を復習し、理解を深め、レポートを提出する。

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 レポート  Report 80%
2 平常点  In-class Points 20% 授業における発言等

参考書/Reference books
1 著者名/Author チャールズ・エリス

タイトル/Title 敗者のゲーム～金融危機を超えて～
出版社/Publisher 日本経済新聞出版社
価格/Price 1,600＋税
備考/Remarks 【原著第5版】鹿尾雄二[訳]

2 著者名/Author バートン・マルキール
タイトル/Title ウォール街のランダム・ウォーカー　<原著第10版>―株

式投資の不滅の真理
出版社/Publisher 日本経済新聞出版社
価格/Price 2,300＋税
備考/Remarks 井手正介[訳]

3 著者名/Author ナシーム・ニコラス・タレブ
タイトル/Title ブラック・スワン（上）（下）不確実性とリスクの本質
出版社/Publisher ダイヤモンド社
価格/Price 各1,944（税込）
備考/Remarks 望月 衛[訳]

4 著者名/Author ロバート・J. シラー
タイトル/Title 投機バブル 根拠なき熱狂―アメリカ株式市場、暴落の

必然
出版社/Publisher ダイヤモンド社
価格/Price 2,592（税）
備考/Remarks 植草 一秀、沢崎 冬日[訳]
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年度 2019
科目名 共通　ROEﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
英文科目名 ROE Management
学期 単位前期 2
教員名 廣木 隆
英文教員名 HIROKI, Takashi

講義概要/Course description
副題　資本主義と資本収益率
本講座は、マネックス証券株式会社の寄附講座です。
近年、企業の経営計画に「ROE(Return On Equity)」の目標が盛り込まれることが増えてきた。企業が株
主から調達した自己資本（Equity）に対してどれくらいの利益（Return）をあげることができたかを測る
指標であり、企業価値を創造する源泉である。本講義ではROEを中心に、様々な企業の財務特性、財務・
資本戦略などを分析する。その過程で株主還元策、資本コスト、コーポレート・ガバナンス、エンゲージ
メント（投資家との対話）などがいかにROEと密接に関係しているかを考察する。
我が国の上場企業のROEはようやく２桁の１０％に達したが、欧米企業に比べれば依然低い。これは資本
の生産性が低いということである。現在、日本政府は「働き方改革」を重要政策課題として推進している
が、それは低い日本の労働生産性引き上げるためである。日本の労働生産は４０ドルと米国（６０ドル）
の３分の２の水準だ。一方、ROEは米国の１５％程度から見て同じく３分の２（１０％）である。こうし
たことから、日本のROEの低さは労働生産の低さ、すなわち日本人の働き方に関係があるのではないかと
思われる。本講義ではなぜ日本企業の生産性が低いのかを全員で討議する。問題発掘と改善策の議論を通
じ、それがいかに企業のROE向上につながるかをグループワークの課題とする。
ROEは「自己資本利益率」または「株主資本利益率」と訳されるが、読んで字のごとく「資本」のリター
ンに他ならない。資本のリターンを取り扱った世界的ベストセラー、トマ・ピケティ『21世紀の資本』を
サブテキストに用い、同書から得られるインプリケーションを起点として、ROEと企業価値をあらためて
議論する。ここでのポイントは、国民所得などのアウトプットは最終的に「労働」か「資本」に分配され
るということだ。第4次産業革命が進展するなか、AI（人工知能）、IoT、ビッグデータなどのイノベー
ションがどのように人間の働き方に影響を与え、ひいては分配を規定するのか。それがROEと企業価値に
どのよう関わってくるのかも議論する。
マクロからミクロへ、ミクロからマクロへ、「資本」を巡る議論を縦横に展開する。株主、経営者、従業
員、取引先、債権者、顧客、消費者など企業に関係する異なるステークホルダーの観点からROEというも
のの意味を考える。幅広いフレームワークのなかで、ROEをマネージすることが企業経営においていかな
る意味を持つのかを議論する。それこそが高い見地からの、すなわちＭＢＡホルダーにふさわしいレベル
の経営論であると考える。

達成目標/Course objectives
明示的な達成目標としてはＲＯＥ（自己資本利益率）について高度な理解が得られること。基本的な定義
を正確に把握したうえで、日本企業のＲＯＥの特徴を業種や個社の事例で検証する。現在の資本主義経
済、市場経済のなかで企業に属してビジネスを行う上で、ＲＯＥの理論的かつ実践的理解は不可欠のもの
であろう。現在の日本の企業と資本政策の在り方や問題点についての整理もビジネスの実務に役立つ。そ
のような個別論と具体事例をもとに、資本主義とは何か、資本主義の未来は？といった深淵で遠大なテー
マを思考することを最終的な達成目標とする。

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 オーバービュー/イントロダクション
事前学習 参考書として挙げている書籍を事前に読む
事後学習 講義内容を復習し、理解を深める

2 授業計画 ROEとは何か　/「21世紀の資本」の主題
事前学習 参考書として挙げている書籍を事前に読む
事後学習 講義内容を復習し、理解を深める

3 授業計画 「21世紀の資本」とＲＯＥ
事前学習 各テーマについて自分なりに学習し、考えをまとめる
事後学習 講義内容を復習し、理解を深める

4 授業計画 ＲＯＥとは何か　‒　具体事例分析（1）/「21世紀の資本」資本の蓄積と格差の拡大
事前学習 各テーマについて自分なりに学習し、考えをまとめる
事後学習 講義内容を復習し、理解を深める

5 授業計画 ＲＯＥとは何か　‒　具体事例分析（2）/「21世紀の資本」資本主義の矛盾　‒　本当
に矛盾なのか

事前学習 各テーマについて自分なりに学習し、考えをまとめる
事後学習 講義内容を復習し、理解を深める

6 授業計画 ＲＯＥとは何か　‒　具体事例分析（3）「21世紀の資本」問題提議と解決策
事前学習 各テーマについて自分なりに学習し、考えをまとめる
事後学習 講義内容を復習し、理解を深める

7 授業計画 ＲＯＥとは何か　‒　具体事例分析（4）新しい格差　‒　機械との競争
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事前学習 各テーマについて自分なりに学習し、考えをまとめる
事後学習 講義内容を復習し、理解を深める

8 授業計画 ＲＯＥと資本主義（1）
事前学習 各テーマについて自分なりに学習し、考えをまとめる
事後学習 講義内容を復習し、理解を深める

9 授業計画 ＲＯＥと資本市場（2）
事前学習 各テーマについて自分なりに学習し、考えをまとめる
事後学習 講義内容を復習し、理解を深める

10 授業計画 ＲＯＥ重視の経営を巡る諸問題
（1）資本コスト、株主還元、ガバナンス、エンゲージメント

事前学習 各テーマについて自分なりに学習し、考えをまとめる
事後学習 講義内容を復習し、理解を深める

11 授業計画 ＲＯＥ重視の経営を巡る諸問題（2）資本コスト、株主還元、ガバナンス、エンゲー
ジメント

事前学習 各テーマについて自分なりに学習し、考えをまとめる
事後学習 講義内容を復習し、理解を深める

12 授業計画 日本経済とＲＯＥ/グローバルな視点
事前学習 各テーマについて自分なりに学習し、考えをまとめる
事後学習 講義内容を復習し、理解を深める

13 授業計画 ROEと投資戦略
事前学習 各テーマについて自分なりに学習し、考えをまとめる
事後学習 講義内容を復習し、理解を深める

14 授業計画 資本主義の未来、ＲＯＥの未来
事前学習 各テーマについて自分なりに学習し、考えをまとめる
事後学習 講義内容を復習し、理解を深める

15 授業計画 総括
事前学習 これまでの講義内容を振り返る
事後学習 講義内容を復習し、理解を深め、レポートを提出する。

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 レポート  Report 80%
2 平常点  In-class Points 20% 授業における発言等

教科書/Textbooks
1 著者名/Author 広木隆

タイトル/Title 勝てるROE投資術
出版社/Publisher 日本経済新聞出版社
価格/Price 1,512円

参考書/Reference books
1 著者名/Author トマ・ピケティ

タイトル/Title 21世紀の資本
出版社/Publisher みすず書房
価格/Price 5,940円

2 著者名/Author 菅原周一
タイトル/Title 日本株式市場のリスクプレミアムと資本コスト
出版社/Publisher きんざい
価格/Price 3,024円

3 著者名/Author 柳良平
タイトル/Title ROE革命の財務戦略
価格/Price 2,808円

4 著者名/Author 柳良平
タイトル/Title ROE経営と見えない価値
価格/Price 2,808円
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年度 2019
科目名 FULL・FLEX　ﾌｧｲﾅﾝｽ会計演習Ⅰ
英文科目名 Finance and Accounting Seminar (1)
学期 単位前期 2
教員名 市野 初芳
英文教員名 ICHINO, Hatsuyoshi

講義概要/Course description
ファイナンス会計演習Ⅰでは、桜井勝久著『財務会計講義』を基本テキストとし、財務会計の基礎理論を
学びます。基本テキストを丁寧に読み、自分の頭で考え、自分の言葉で表現するあるいは文章にまとめる
という基本的な作業を続けていきます。したがって、テキストを読み進める進度は遅くなりますが、実務
上の問題も一緒に考えながら演習を進めていきたいと考えています。また、税務に関するトピカルなテー
マも取り上げ、ビジネスパーソンとして理解しておくべき内容について解説していきます。

達成目標/Course objectives
財務会計理論の基本的理解

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
特になし

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 演習の目的等を説明し、次回までに調べてくる課題を与える。
事前学習 シラバスを読み講義内容の全体像を把握する。
事後学習 与えられた課題をリサーチし、各自が次回の演習時に説明できるよう準備する。

2 授業計画 課題の検討(1)
事前学習 基本テキストの該当部分を熟読
事後学習 演習時に指示する

3 授業計画 課題の検討(2)
事前学習 基本テキストの該当部分を熟読
事後学習 演習時に指示する

4 授業計画 課題の検討(3)
事前学習 基本テキストの該当部分を熟読
事後学習 演習時に指示する

5 授業計画 課題の検討(4)
事前学習 基本テキストの該当部分を熟読
事後学習 演習時に指示する

6 授業計画 課題の検討(5)
事前学習 基本テキストの該当部分を熟読
事後学習 演習時に指示する

7 授業計画 課題の検討(6)
事前学習 基本テキストの該当部分を熟読
事後学習 演習時に指示する

8 授業計画 課題の検討(7)
事前学習 基本テキストの該当部分を熟読
事後学習 演習時に指示する

9 授業計画 課題の検討(8)
事前学習 基本テキストの該当部分を熟読
事後学習 演習時に指示する

10 授業計画 課題の検討(9)
事前学習 基本テキストの該当部分を熟読
事後学習 演習時に指示する

11 授業計画 課題の検討(10)
事前学習 基本テキストの該当部分を熟読
事後学習 演習時に指示する

12 授業計画 ゲストスピーカーによる特別講演
事前学習 授業内で指示
事後学習 講演内容に基づいて検討

13 授業計画 各自の課題に関するプレゼンテーション
事前学習 授業内で指示
事後学習 プレゼンの際に指摘された内容を検討

14 授業計画 総まとめ(1)
事前学習 授業内で指示
事後学習 適宜指示

15 授業計画 総まとめ(2)
事前学習 授業内で指示
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事後学習 学習成果の確認

授業方法/Method of instruction
少人数による演習ですので、常にディスカッションしながら進めていきたいと思います。

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 100% 受講者の毎回の取り組みにもとづいて評価。 
試験はしません。

教科書/Textbooks
1 著者名/Author 桜井勝久著

タイトル/Title 『財務会計講義　第19版』
出版社/Publisher 中央経済社
出版年/Published year 2018年3月
価格/Price 3,800円+税
備考/Remarks 注意：最新版確認の上、購入してください。
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年度 2019
科目名 FULL・FLEX  ﾌｧｲﾅﾝｽ会計演習Ⅰ
英文科目名 Finance and Accounting Seminar (1)
学期 単位前期 2
教員名 武田 澄広
英文教員名 TAKEDA, Sumihiro

講義概要/Course description
Keras (Tensorflow）で、Deep Learning （深層学習)

達成目標/Course objectives
本演習では、人工知能（AI)手法の深層学習（Deep Learning)フレームワークとしてよく使われるKeras(T
ensorFlow) を用いて、深層学習の基礎を学ぶ。

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
Python の基礎

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 はじめに　/ Introduction
事前学習 教科書の調達、シラバス（授業計画）の確認。
事後学習 教科書の確認、シラバス（授業計画）の確認。

2 授業計画 ディープラーニングとは何か　（第１章）
事前学習 教科書の該当箇所を予習。
事後学習 授業を振り返る。

3 授業計画 Pythonの準備　（第２章）
事前学習 教科書の該当箇所を予習。
事後学習 授業を振り返る。

4 授業計画 数学の準備（第２章）
事前学習 教科書の該当箇所を予習。
事後学習 授業を振り返る。

5 授業計画 　 ニューラルネットワーク１（第３章）
事前学習 教科書の該当箇所を予習。
事後学習 授業を振り返る。

6 授業計画 　ニューラルネットワーク２（第３章）
事前学習 教科書の該当箇所を予習。
事後学習 授業を振り返る。

7 授業計画 　 機械学習の基礎１（第４章）
事前学習 教科書の該当箇所を予習。
事後学習 授業を振り返る。

8 授業計画 機械学習の基礎2（第４章）
事前学習 教科書の該当箇所を予習。
事後学習 授業を振り返る。

9 授業計画 　 テキストとシーケンスのためのディープラーニング１（第6章）
事前学習 教科書の該当箇所を予習。
事後学習 授業を振り返る。

10 授業計画 テキストとシーケンスのためのディープラーニング２（第6章）
事前学習 教科書の該当箇所を予習。
事後学習 授業を振り返る。

11 授業計画 　テキストとシーケンスのためのディープラーニング３（第6章）
事前学習 教科書の該当箇所を予習。
事後学習 授業を振り返る。

12 授業計画 応用１
事前学習 教科書の該当箇所を予習。
事後学習 授業を振り返る。

13 授業計画 　応用２
事前学習 教科書の該当箇所を予習。
事後学習 授業を振り返る。

14 授業計画 　まとめ１
事前学習 授業前半の内容
事後学習 授業前半の内容

15 授業計画 　まとめ２
事前学習 授業後半の内容
事後学習 授業後半の内容
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授業方法/Method of instruction
講義,　コンピュータ演習 および 討論/ Lecture, Computer Exercise and Discussion

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 100% 授業参加度/ Class Participation 40%　  発表/ Prese
ntation  30%　  レポート/ Report  30%

教科書/Textbooks
1 著者名/Author Francois Chollet

タイトル/Title PythonとKeras によるディープラーニング      （原題
　Deep Learning with Python)

出版社/Publisher マイナビ
出版年/Published year 2017
価格/Price \3,880+Tax

キーワード/Keywords
人工知能  ＡＩ  深層学習  Deep Learning  Keras  TensorFlow  時系列データ  Reccurent Neural Net
work  Python
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年度 2019
科目名 FULL・FLEX　ﾌｧｲﾅﾝｽ会計演習Ⅰ
英文科目名 Finance and Accounting Seminar (1)
学期 単位前期 2
教員名 森田 充
英文教員名 MORITA, Mitsuru

講義概要/Course description
副題：データサイエンス入門　ファイナンス、および、経営分析を行うための定量分析の方法について多
変量解析の基礎的な考え方・使い方を受講者の興味のあるトピックスと関連づけて学んでいきます。 
　理論の他に実際のデータを用いて、PCによる演習を行いますので、自身で実際に定量分析を行って見た
い方を対象に分析の土台を養うことを目的としています。PCによる演習は主にフリーの統計解析ソフトR
を使用する予定です。 
受講者のニーズに合わせてトピックスを決めたいと思いますので、受講を考えておられる方は予めメール
などでご相談ください。

達成目標/Course objectives
多変量解析の基礎を身につける

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
統計分析Ⅱを履修していることが望ましいが、必ずしも履修していなくても良い

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 仮説検定復習
事前学習 当該内容に対応する参考書を読んでおく
事後学習 講義内容の復習

2 授業計画 仮説検定復習
事前学習 配布した資料に目を通しておく
事後学習 講義内容の復習

3 授業計画 統計解析ソフトRの使い方
事前学習 ソフトウエアをインストールできるPCを準備しておく
事後学習 Rを使用してみて、使い方に慣れる

4 授業計画 分散分析
事前学習 配布した資料に目を通しておく
事後学習 講義内容の復習

5 授業計画 回帰分析
事前学習 配布した資料に目を通しておく
事後学習 講義内容の復習

6 授業計画 回帰分析
事前学習 配布した資料に目を通しておく
事後学習 講義内容の復習

7 授業計画 コンジョイント分析
事前学習 配布した資料に目を通しておく
事後学習 講義内容の復習

8 授業計画 質的選択モデル（プロビットモデル・ロジットモデル）
事前学習 配布した資料に目を通しておく
事後学習 講義内容の復習

9 授業計画 多肢選択モデル（多項ロジットなど）
事前学習 配布した資料に目を通しておく
事後学習 講義内容の復習

10 授業計画 主成分分析
事前学習 配布した資料に目を通しておく
事後学習 講義内容の復習

11 授業計画 因子分析
事前学習 配布した資料に目を通しておく
事後学習 講義内容の復習

12 授業計画 因子分析
事前学習 配布した資料に目を通しておく
事後学習 講義内容の復習

13 授業計画 クラスター分析
事前学習 配布した資料に目を通しておく
事後学習 講義内容の復習

14 授業計画 アソシエーション分析
事前学習 配布した資料に目を通しておく
事後学習 講義内容の復習
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15 授業計画 総括
事前学習 レポートについて議論できるようにしておく
事後学習 期末レポートの作成

授業方法/Method of instruction
受講者の要望に応じて講義・輪読などのスタイルは決めます。

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 100% 期末レポート（自分で設定したテーマをデータ分析す
る）と授業への貢献度をもとに総合的に判断します。

教科書/Textbooks
1 備考/Remarks 基本的に配布資料をもとに講義を進めます

参考書/Reference books
1 備考/Remarks つど指示します
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年度 2019
科目名 共通　ﾌｧｲﾅﾝｽ会計演習Ⅰ
英文科目名 Finance and Accounting Seminar (1)
学期 単位前期 2
教員名 榊原 正幸
英文教員名 SAKAKIBARA, Masayuki

講義概要/Course description
副題：会計情報と株価に関する詳細な分析 
  株式投資の実践に役立つ新たな投資手法を見いだしていく。そのため、それに関する基礎的データを集
積し分析する。また、会計理論のみならず、ファイナンスの理論も含めて、有意義であると思われる項目
を随時取り入れて議論する。 
  主に、国際優良企業・財務優良企業を対象として、学生諸氏に分析・検討を加えてもらったものを持ち
寄り、全員で議論していく。 
  分析対象企業の個別ケース分析を行うなどして、全員で活発に議論していき、より有効性の高い効率的
な投資手法を確立していく。

達成目標/Course objectives
  優良企業の個別ケース分析を各自で展開できるようになること 
  優良企業の株価予測を論理的に展開できるようになること

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
2019年度の後期に「共通　ファイナンス会計演習Ⅱ(榊原)」を受講するためには、2019年度前期でこの科
目を履修しておかなければならないので留意して下さい。

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 分析対象企業群の紹介
事前学習 教科書を通読しておく。
事後学習 担当する銘柄の調査を開始する。

2 授業計画 国際優良企業の個別ケース分析１
事前学習 国際優良企業の個別ケース分析を事前に作成しておく。
事後学習 国際優良企業の個別ケース分析のチェックをし、各自で株価を予想する。

3 授業計画 国際優良企業の個別ケース分析２
事前学習 国際優良企業の個別ケース分析を事前に作成しておく。
事後学習 国際優良企業の個別ケース分析のチェックをし、各自で株価を予想する。

4 授業計画 四半期決算発表の解説
事前学習 テキストの該当範囲を予習する。
事後学習 授業で扱った企業の個別ケース分析をチェックし、各自で株価を予想する。

5 授業計画 「株は決算直後に買いなさい！」を中心として
事前学習 表題のテキストを予習する
事後学習 授業中に解説した用語と重要事項を身につける。

6 授業計画 「老後資金、55歳までに準備すれば間に合います」を中心として
事前学習 表題のテキストを予習する。
事後学習 授業中に解説した用語と重要事項を身につける。

7 授業計画 国際優良企業の個別ケース分析３
事前学習 国際優良企業の個別ケース分析を事前に作成しておく。
事後学習 国際優良企業の個別ケース分析のチェックをし、各自で株価を予想する。

8 授業計画 国際優良企業の個別ケース分析４
事前学習 国際優良企業の個別ケース分析を事前に作成しておく。
事後学習 国際優良企業の個別ケース分析のチェックをし、各自で株価を予想する。

9 授業計画 国際優良企業の個別ケース分析５
事前学習 国際優良企業の個別ケース分析を事前に作成しておく。
事後学習 国際優良企業の個別ケース分析のチェックをし、各自で株価を予想する。

10 授業計画 国際優良企業の個別ケース分析６
事前学習 国際優良企業の個別ケース分析を事前に作成しておく。
事後学習 国際優良企業の個別ケース分析のチェックをし、各自で株価を予想する。

11 授業計画 国際優良企業の個別ケース分析７
事前学習 国際優良企業の個別ケース分析を事前に作成しておく。
事後学習 国際優良企業の個別ケース分析のチェックをし、各自で株価を予想する。

12 授業計画 国際優良企業の個別ケース分析８
事前学習 国際優良企業の個別ケース分析を事前に作成しておく。
事後学習 国際優良企業の個別ケース分析のチェックをし、各自で株価を予想する。

13 授業計画 国際優良企業の個別ケース分析９
事前学習 国際優良企業の個別ケース分析を事前に作成しておく。
事後学習 国際優良企業の個別ケース分析のチェックをし、各自で株価を予想する。
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14 授業計画 まとめ
事前学習 これまでの内容を総復習する。
事後学習 これまでの内容を総復習する。

15 授業計画 まとめ
事前学習 これまでの内容を総復習する。
事後学習 これまでの内容を総復習する。

授業方法/Method of instruction
学生諸氏の研究発表が中心となる。

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 100% 演習への貢献度を総合的に評価する。

教科書/Textbooks
1 備考/Remarks 榊原正幸著　『会計の得する知識と株式投資の必勝法』

　税務経理協会　2,700円 (予定)
榊原正幸著　『堅実で科学的な株式投資法』　PHP研究
所　1,728円
榊原正幸著　『お金持ちになるための本』　PHP研究所
　1,620円
榊原正幸著　『株は決算発表の直後に買いなさい！』　
PHP研究所　1,620円
榊原正幸著　『老後資金、55歳までに準備を始めれば間
に合います』　PHP研究所　1,728円

参考書/Reference books
1 備考/Remarks 榊原正幸著　『株式投資　必勝ゼミ』（文庫版）　698

円
榊原正幸著　『大学教授が本気で書いた「株式投資の教
科書」』 1,620円
榊原正幸著　『「科学的」株式投資の教科書』　907円
３冊ともPHP研究所
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年度 2019
科目名 共通　ﾌｧｲﾅﾝｽ会計演習Ⅱ
英文科目名 Finance and Accounting Seminar (2)
学期 単位後期 2
教員名 榊原 正幸
英文教員名 SAKAKIBARA, Masayuki

講義概要/Course description
副題：会計情報と株価に関する詳細な分析 
  株式投資の実践に役立つ新たな投資手法を見いだしていく。そのため、それに関する基礎的データを集
積し分析する。また、会計理論のみならず、ファイナンスの理論も含めて、有意義であると思われる項目
を随時取り入れて議論する。 
  主に、国際優良企業・財務優良企業を対象として、学生諸氏に分析・検討を加えてもらったものを持ち
寄り、全員で議論していく。 
  分析対象企業の個別ケース分析を行うなどして、全員で活発に議論していき、より有効性の高い効率的
な投資手法を確立していく。

達成目標/Course objectives
  優良企業の個別ケース分析を各自で展開できるようになること 
  優良企業の株価予測を論理的に展開できるようになること

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
この科目を履修するには、2019年度の前期に「共通　ファイナンス会計演習Ⅰ(榊原)」を受講していなけ
ればならないので留意して下さい。

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 分析対象企業群の紹介
事前学習 教科書を通読しておく。
事後学習 担当する銘柄の調査を開始する。

2 授業計画 国際優良企業の個別ケース分析１
事前学習 国際優良企業の個別ケース分析を事前に作成しておく。
事後学習 国際優良企業の個別ケース分析のチェックをし、各自で株価を予想する。

3 授業計画 国際優良企業の個別ケース分析２
事前学習 国際優良企業の個別ケース分析を事前に作成しておく。
事後学習 国際優良企業の個別ケース分析のチェックをし、各自で株価を予想する。

4 授業計画 国際優良企業の個別ケース分析３
事前学習 国際優良企業の個別ケース分析を事前に作成しておく。
事後学習 国際優良企業の個別ケース分析のチェックをし、各自で株価を予想する。

5 授業計画 国際優良企業の個別ケース分析４
事前学習 国際優良企業の個別ケース分析を事前に作成しておく。
事後学習 国際優良企業の個別ケース分析のチェックをし、各自で株価を予想する。

6 授業計画 四半期決算発表の解説
事前学習 テキストの該当範囲を予習する。
事後学習 授業で扱った企業の個別ケース分析をチェックし、各自で株価を予想する。

7 授業計画 「株は決算直後に買いなさい！」を中心として
事前学習 表題のテキストを予習する。
事後学習 授業中に解説した用語と重要事項を身につける。

8 授業計画 「老後資金、55歳までに準備すれば間に合います」を中心として
事前学習 表題のテキストを予習する。
事後学習 授業中に解説した用語と重要事項を身につける。

9 授業計画 国際優良企業の個別ケース分析５
事前学習 国際優良企業の個別ケース分析を事前に作成しておく。
事後学習 国際優良企業の個別ケース分析のチェックをし、各自で株価を予想する。

10 授業計画 国際優良企業の個別ケース分析６
事前学習 国際優良企業の個別ケース分析を事前に作成しておく。
事後学習 国際優良企業の個別ケース分析のチェックをし、各自で株価を予想する。

11 授業計画 国際優良企業の個別ケース分析７
事前学習 国際優良企業の個別ケース分析を事前に作成しておく。
事後学習 国際優良企業の個別ケース分析のチェックをし、各自で株価を予想する。

12 授業計画 国際優良企業の個別ケース分析８
事前学習 国際優良企業の個別ケース分析を事前に作成しておく。
事後学習 国際優良企業の個別ケース分析のチェックをし、各自で株価を予想する。

13 授業計画 国際優良企業の個別ケース分析９
事前学習 国際優良企業の個別ケース分析を事前に作成しておく。
事後学習 国際優良企業の個別ケース分析のチェックをし、各自で株価を予想する。
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14 授業計画 まとめ
事前学習 これまでの内容を総復習する。
事後学習 これまでの内容を総復習する。

15 授業計画 まとめ
事前学習 これまでの内容を総復習する。
事後学習 これまでの内容を総復習する。

授業方法/Method of instruction
学生諸氏の研究発表が中心となる。

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 100% 演習への貢献度を総合的に評価する。

教科書/Textbooks
1 備考/Remarks 榊原正幸著　『会計の得する知識と株式投資の必勝法』

　税務経理協会　2,700円 (予定)
榊原正幸著　『堅実で科学的な株式投資法』　PHP研究
所　1,728円
榊原正幸著　『お金持ちになるための本』　PHP研究所
　1,620円
榊原正幸著　『株は決算発表の直後に買いなさい！』　
PHP研究所　1,620円
榊原正幸著　『老後資金、55歳までに準備を始めれば間
に合います』　PHP研究所　1,728円

参考書/Reference books
1 備考/Remarks 榊原正幸著　『株式投資　必勝ゼミ』（文庫版）　698

円
榊原正幸著　『大学教授が本気で書いた「株式投資の教
科書」』 1,620円
榊原正幸著　『「科学的」株式投資の教科書』　907円
３冊ともPHP研究所
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年度 2019
科目名 FULL・FLEX　ITｿﾘｭｰｼｮﾝ
英文科目名 IT Solution
学期 単位前期 2
教員名 井田 昌之
英文教員名 IDA, Masayuki

講義概要/Course description
　デジタルディスラプション等で言われるデジタルによる変革は、その道具であるITの変化、範囲の広が
り、そして人工知能の導入によって、具体的に目に見える変化がこの数年起きている。この中で、「ITソ
リューション」は、IT活用の現状の整理、具体案作成に関わる事項について扱う、1年次での履修も可能
な科目を意識している。授業担当者は、この他に、グローバルIT、人工知能を中心にOIS上級・特論およ
び演習Iを担当する。また、Eコマースおよびネットビジネスのデジタル化について500番科目IBPでメイン
の総合学習として扱う。ITソリューションはこれらの科目を紐付ける位置にある。
　ビジネススクールで扱うさまざまな領域に、ITは深く関わっており、もはやその専門職だけの課題では
ない。時に経営者・部門責任者は「技術のことはわからないから専門家に任せる」という逃げを打ちがち
になるが、経営戦略実現のために不可欠な部分をいわば丸投げするのであれば、経営責任を担わないこと
となってしまう。担当者は40年ほどの経歴の中で、複数の企業・組織の企画運営・研究開発のさまざまな
状況にかかわり、ITの変遷を見てきた。また人工知能基礎技術を長く扱ってきた。教育機関等の経営サイ
ドとしてITならびに業務遂行の諸問題を扱う経験も持った。教科書的な知識だけでなく、マネジメント層
としての実際的な対応能力の育成が喫緊の課題であり、これらをバランスさせ未来を導くMBA人材の養成
が重要だと考えている。Full Timeでは講義の理解、Flex Timeでは講義に対する各受講者の受け止めを中
心に進めていく。
　内容は、4つのテーマに分け、それぞれ3回をあてる。それぞれについて小レポートしてまとめを作成す
る。1回のゲスト講演を持つ。
　テーマ1は、企業の情報システムの課題に焦点を当てる。テーマ2は、製造業と情報環境、ネットワーク
化、Industry4.0のねらい、分散ノードの知能化などが中心課題になる。テーマ3は、企業活動成果の本質
的な蓄積という観点で、情報とデータの扱い、ソフトウェアの性質、情報流の設計などを展開する。テー
マ4では、ソリューション提案の視点を扱う。国家という単位を超えるテクノロジーというグローバルな
共通基盤についても論じる。

達成目標/Course objectives
ITの活用に関する基盤となる知識を得ることを目標とする。

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
条件は特にない。ビジネススクールのさまざまな領域を志す諸君に広く学んでほしいと考えている。

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 導入と全体像：企業活動へのITの二つの役割とデジタルトランスフォーメーション、
起業・ワークスタイルの変化、時代のキーワードを読み解くこと

事前学習 シラバスの確認
事後学習 学習内容の復習

2 授業計画 テーマ１：クラウド・オンプレミス・仮想化　企業のIT環境の変化、インターネット
の影響、携帯電話網、主導性と空洞化、ITサプライヤの悩み

事前学習 前回の確認
事後学習 学習内容の復習

3 授業計画 テーマ１：クラウド・オンプレミス・仮想化　分散か集中か、地理的分散と機能的分
散、データマネジメント、データベースと元帳、ビッグデータ、GAFAへの情報の集中

事前学習 前回の確認
事後学習 学習内容の復習

4 授業計画 テーマ１：企業合併とシステム統合、銀行勘定系とリアルタイムシステム、事例：東
京証券取引所システム更新と性能保証

事前学習 前回の確認
事後学習 学習内容の復習、テーマ１のまとめ

5 授業計画 テーマ2：IoT・Industry4.0・edge　ICタグに始まるIoT、パッシブタグ、アクティブ
ノード、情報の網、監視カメラ

事前学習 前回の確認
事後学習 学習内容の復習

6 授業計画 テーマ2：IoTデバイスの例、製造業のスマート化、物流のスマート化、倉庫のスマー
ト化、セキュリティの課題、ドイツで生まれたIndustry4.0と国土総合利用

事前学習 前回の確認
事後学習 学習内容の復習

7 授業計画 テーマ2：情報流ビジネスとIoT、デジタルディスラプション、さまざまなIoTの試
み、OTTの思惑、AIスピーカ、エッジコンピューティング、AIチップ・高性能コント
ローラの進化、ロボットとシンギュラリティ
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事前学習 前回の確認
事後学習 学習内容の復習、テーマ２のまとめ

8 授業計画 ゲスト講演　実際に事業展開を率いている起業家を想定
事前学習 前回の確認
事後学習 講演のまとめ

9 授業計画 テーマ３：情報とデータ　企業活動の本質的蓄積・コンテンツと記録、情報流を制す
る、その管理と運営を誰に任せるか、年金記録問題を例とする基幹システムの設計・
運用 の歴史的課題

事前学習 前回の確認
事後学習 学習内容の復習

10 授業計画 テーマ3：情報とデータ　情報の基本的な性質、スマート化とAI、バグはつきもの、
ソフトウェア開発の特質、関連技術の調和、定型処理と非定型の悪計問題の存在

事前学習 前回の確認
事後学習 学習内容の復習

11 授業計画 テーマ３：情報とデータ　データサイエンス、効率とセキュリティ・保全性、プライ
バシー、標準性とオープンイノベーション、共創、情報流再設計

事前学習 前回の確認
事後学習 学習内容の復習、テーマ３のまとめ

12 授業計画 テーマ４：ソリューション提案　プランの類型と特徴、外部委託の課題、RFPとプレ
ゼンテーション、ITプロジェクト成功のための表現力

事前学習 前回の確認
事後学習 学習内容の復習

13 授業計画 テーマ４：ソリューション提案　異文化対応、持続的成長と方針、トップのコミット
メントと戦略的プランニング

事前学習 前回の確認
事後学習 学習内容の復習

14 授業計画 テーマ４：ソリューション提案　プラン通りに実施・運用できるとはかぎらない；失
敗した事例に学ぶ、事業構想と計画

事前学習 前回の確認
事後学習 学習内容の復習、テーマ４のまとめ

15 授業計画 まとめ、テクノロジは理想を追求する、そして諸課題　シェアリングエコノミーの模
索、フラット化、デジタルビジネスへ

事前学習 前回の確認
事後学習 学習内容の復習

授業方法/Method of instruction
講義と討論

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 100% 数回の小レポート、授業内での意見表明、最終レポート

教科書/Textbooks
1 備考/Remarks 井田昌之「ITソリューションハンドアウト」　PDFダウ

ンロードによる

参考書/Reference books
1 備考/Remarks 随時、参考書は示す
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年度 2019
科目名 共通　ITと経営戦略
英文科目名 IT and Management Strategy
学期 単位前期 2
教員名 森 祐治
英文教員名 MORI, Yuuji

講義概要/Course description
従来のITは、企業内のコストの削減と経営状況の視覚化に焦点を当ててきたが、現在では外部需要の把握
やその取り込みなど「攻め」の基盤として機能するようになり、企業戦略と不可分なものとなってきてい
る。
特にインターネット上で急速な成長を遂げたgoogle、apple、facebook、amazon、microsoftなどプラット
フォーマーと呼ばれる事業者の戦略は、従来の企業のそれとは大きく異なっており、それらとの関わりを
いかに設計するかが一般企業にとって重要になってきている。
本講義では、従来の企業内IT（レガシーIT）を概観したうえで、プラットフォーマーやITを武器に新たな
地位を確立しているプレーヤーを取り上げ、それらの特色などを検証する。

達成目標/Course objectives
現在のビジネスにおけるITの重要性を理解し、企業戦略の視点からITエキスパートへのリクエストを的確
に行うスキルとナレッジを習得する

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
経営戦略

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 オリエンテーション：　ITが組織を規定する
事前学習 講義資料を読み込むこと
事後学習 エッセー内容の検証

2 授業計画 レガシーIT（基幹系・勘定系）と戦略
事前学習 講義資料を読み込むこと：　指定されたテーマについて事前調査
事後学習 エッセー内容の検証

3 授業計画 レガシーIT（SCM、CRMなどオペレーション系）の戦略
事前学習 講義資料を読み込むこと：　指定されたテーマについて事前調査
事後学習 エッセー内容の検証

4 授業計画 レガシーIT（HRなどバックオフィス系）の戦略
事前学習 講義資料を読み込むこと：　指定されたテーマについて事前調査
事後学習 エッセー内容の検証

5 授業計画 レガシーIT（BIなどエンドユーザーコンピューティング系）の戦略
事前学習 講義資料を読み込むこと：　指定されたテーマについて事前調査
事後学習 エッセー内容の検証

6 授業計画 デジタル・トランスフォーメーションとは何か
事前学習 講義資料を読み込むこと：　指定されたテーマについて事前調査
事後学習 エッセー内容の検証

7 授業計画 ベースレイヤー（セキュリティ、インフラ、クラウド、ハードなど）の動向
事前学習 講義資料を読み込むこと：　指定されたテーマについて事前調査
事後学習 エッセー内容の検証

8 授業計画 プラットフォーマーとは何か
事前学習 講義資料を読み込むこと：　指定されたテーマについて事前調査
事後学習 エッセー内容の検証

9 授業計画 プラットフォームの形成
事前学習 講義資料を読み込むこと：　指定されたテーマについて事前調査
事後学習 エッセー内容の検証

10 授業計画 大手ベンチャーキャピタルの視点Ⅰ
事前学習 講義資料を読み込むこと：　指定されたテーマについて事前調査
事後学習 エッセー内容の検証

11 授業計画 大手ベンチャーキャピタルの視点Ⅱ
事前学習 講義資料を読み込むこと：　指定されたテーマについて事前調査
事後学習 エッセー内容の検証

12 授業計画 オープン/クローズとドミナント戦略
事前学習 講義資料を読み込むこと：　指定されたテーマについて事前調査
事後学習 エッセー内容の検証

13 授業計画 プラットフォームのデザイン
事前学習 講義資料を読み込むこと：　指定されたテーマについて事前調査
事後学習 エッセー内容の検証

14 授業計画 デジタル・トランスフォームの形態
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事前学習 講義資料を読み込むこと：　指定されたテーマについて事前調査
事後学習 エッセー内容の検証

15 授業計画 ITの経済学的な効果
事前学習 講義資料を読み込むこと：　指定されたテーマについて事前調査
事後学習 エッセー内容の検証

授業方法/Method of instruction
講義（45分）＋ディスカッション（30分）＋エッセー（15分）で構成

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 レポート  Report 40% 最終レポート
2 平常点  In-class Points 60% 毎回の講義後半で作成するエッセー（15回分計60％）

参考書/Reference books
1 著者名/Author 根来達之

タイトル/Title プラットフォームの教科書
出版社/Publisher 日経BP社
出版年/Published year 2017
ISBN 9784822255091
価格/Price ￥1836

2 著者名/Author カール・シャピロ, ハル・ヴァリアン (大野一訳)
タイトル/Title 情報経済の鉄則 ネットワーク型経済を生き抜くための

戦略ガイド (日経BPクラシックス)
出版社/Publisher 日経BP社
出版年/Published year 2018
ISBN 9784822255572
価格/Price \3240

その他/Others
出席が業務などで不可能な場合、講義資料を参照し、エッセーを提出することで一定の評価を加算するこ
とができる

キーワード/Keywords
レガシーIT、プラットフォーマー、ディスラプター
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年度 2019
科目名 共通　ｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
英文科目名 Supply Chain Management
学期 単位後期 2
教員名 細田 髙道
英文教員名 HOSODA, Takamichi

講義概要/Course description
　この授業は代表的なサプライチェーンの諸問題に取り組むことで解決方法やその効果についての理解を
深めることを目標とします。ケース・アナリシスに基づいたディスカッションを中心に、問題の本質をと
らえる思考を鍛えることに重点を置いた講義をします。十分な事前準備と授業中における積極的なディス
カッションへの貢献が求められます。　
　履修希望者は第一回目の講義には必ず出席してください。全ての教材は英文となります。

達成目標/Course objectives
・製品やサービス、マーケットの特性を理解した上で、理想的なサプライチェーンの構想を描く能力。 
・理想的なサプライチェーンを実現するに必要となるファンクションや情報について説明する能力。 
・構想を実現する過程で直面するであろう障壁や課題そしてそれらへの対処方法について説明する能力。

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
オペレーションズ・マネジメント基礎を履修済みであること。

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 Introduction
事前学習 オペレーションズ・マネジメント基礎の復習
事後学習 配布資料の振り返り

2 授業計画 Supply chain dynamics simulation I
事前学習 ブルウィップ効果の復習
事後学習 配布資料の振り返り

3 授業計画 Supply chain dynamics simulation II
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

4 授業計画 Last mile problem
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

5 授業計画 Vendor management inventory I
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

6 授業計画 Vendor management inventory II
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

7 授業計画 Vendor management inventory III
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

8 授業計画 Quick response supply chain
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

9 授業計画 Newsvendor Problem
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

10 授業計画 Social benefit and supply chain
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

11 授業計画 Global supply chain simulation I
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

12 授業計画 Global supply chain simulation II
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

13 授業計画 Global supply chain simulation III
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

14 授業計画 Fashion supply chain I
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り
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15 授業計画 Fashion supply chain II 　と総括
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

授業方法/Method of instruction
複数の小人数グループによるディスカッションとシミュレーション（一部、講義）

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 平常点  In-class Points 40% ディスカッションへの貢献およびシミュレーションへの
取り組み姿勢（４０％）

2 その他  Others 30% 振り返りレポート（３０％）５ケース＋１シミュレー
ション　合計６回

3 レポート  Report 30% 個人レポート（３０％）

教科書/Textbooks
1 備考/Remarks 特に指定しない

参考書/Reference books
1 著者名/Author 沼上幹

タイトル/Title 経営戦略の思考法
出版社/Publisher 日本経済新聞社
備考/Remarks ８章と９章
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年度 2019
科目名 FULL・FLEX　ｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝ･ﾓﾃﾞﾘﾝｸﾞ
英文科目名 Supply Chain Modelling
学期 単位前期 2
教員名 細田 髙道
英文教員名 HOSODA, Takamichi

講義概要/Course description
サプライチェーン・マネジメントの難しさは、インセンティブが異なる（そして時には相反する）プレイ
ヤー達が同じチェーンの中に組み込まれていることにその一因がある。また、打ち手を実行に移す場合に
おいても、対象となる規模や範囲が非常に大きく広くなることが通常である為、多額の投資および長期の
プロジェクトとなることが多い。
本講義では、数理モデルを作成・分析をすることでサプライチェーンに関する諸問題を考えていく。第１
回の講義で数式を使った模擬授業を実施する。その内容からついていけそうか判断すること。
ほぼすべての授業は講義形式で行われる。ケースディスカッションは実施しない。
履修者は世界のトップジャーナルに掲載されている学術論文を理解できるようになる。
教科書は教員が現在執筆中のテキストを使う。

達成目標/Course objectives
サプライチェーンのモデルを構築し、そのモデルから経営上有益な示唆を得る方法を身につける。

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
数式を扱うことに抵抗感がないこと。確率分布と微積分の基礎があることが望ましい。エクセルにて数式
を使えること。

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 イントロダクション
事前学習 エクセルの基本操作
事後学習 配布資料の振り返り

2 授業計画 新聞売子問題I
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

3 授業計画 新聞売子問題II
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

4 授業計画 新聞売子問題III
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

5 授業計画 レビュー講義
事前学習 これまでの講義内容の復習
事後学習 配布資料の振り返り

6 授業計画 統計解析
事前学習 統計解析の基礎復習
事後学習 配布資料の振り返り

7 授業計画 需要予測I
事前学習 参考書の該当する章
事後学習 配布資料の振り返り

8 授業計画 需要予測II
事前学習 参考書の該当する章
事後学習 配布資料の振り返り

9 授業計画 定期不定量発注方式I
事前学習 参考書の該当する章
事後学習 配布資料の振り返り

10 授業計画 定期不定量発注方式II
事前学習 参考書の該当する章
事後学習 配布資料の振り返り

11 授業計画 時系列モデル
事前学習 参考書の該当する章
事後学習 配布資料の振り返り

12 授業計画 多段階サプライチェーン・モデルI
事前学習 エクセルの基本操作
事後学習 配布資料の振り返り

13 授業計画 多段階サプライチェーン・モデルII
事前学習 モデルの作成
事後学習 配布資料の振り返り
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14 授業計画 多段階サプライチェーン ・モデルIII
事前学習 発表準備
事後学習 配布資料の振り返り

15 授業計画 総括
事前学習 これまでの講義内容レビュー
事後学習 配布資料の振り返り

授業方法/Method of instruction
講義形式

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 試験  Exam 60% 小テスト（３回）（６０％）：モデルの理解度と応用力
2 平常点  In-class Points 40% 発言やグループワークへの取り組み：積極性、妥当性、

理解への貢献、オリジナリティ、タイミングと簡潔さ

参考書/Reference books
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年度 2019
科目名 共通　ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｽﾞ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
英文科目名 Operations Management
学期 単位前期 2
教員名 細田 髙道
英文教員名 HOSODA, Takamichi

講義概要/Course description
　本年度も「企業変革」に注目し、組織を変革するのに必要な知識や理論を様々な業種のケースを通して
学びます。また実際に近い企業変革のプロセスをシミュレーションにより実体験していただきます。
「チェンジ・マネジメント」についての講義といっても良い内容となります。
　履修希望者は第一回目の講義には必ず出席してください。より詳細な内容を説明します。なお、ほぼ全
ての教材は英文となります。

達成目標/Course objectives
・高いパフォーマンスを生み出す理由を説明することができる能力。 
・戦略を実行に移す際に重要となる事項について説明することができる能力。

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
オペレーションズ・マネジメント基礎を履修済みであること。

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 Introduction
事前学習 オペレーションズ・マネジメント基礎の復習
事後学習 配布資料の振り返り

2 授業計画 Excellent operational performance
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

3 授業計画 Improving performance: Large organization case I
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

4 授業計画 Improving performance: Large organization case II
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

5 授業計画 Improving performance: Large organization case III
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

6 授業計画 Improving performance: Large organization case IV
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

7 授業計画 Improving performance: Large organization case V　
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

8 授業計画 Strategic management system: Driving strategy I
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

9 授業計画 　Strategic management system: Driving strategy II　
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

10 授業計画 　Strategic management system: Driving strategy III　
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

11 授業計画 Group dynamics and leadership simulation I
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

12 授業計画 Group dynamics and leadership simulation II
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

13 授業計画 Group dynamics and leadership simulation III
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

14 授業計画 Group dynamics and leadership simulation IV　
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

15 授業計画 総括
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事前学習 これまでの講義内容
事後学習 配布資料の振り返り

授業方法/Method of instruction
複数の小人数グループによるディスカッションとシミュレーション

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 平常点  In-class Points 50% 発言点（５０％）：　妥当性、理解への貢献、オリジナ
リティ、タイミングと簡潔さ

2 レポート  Report 50% 振り返りレポート（５回）

教科書/Textbooks
1 備考/Remarks 特に指定しない

参考書/Reference books
1 備考/Remarks 特になし

2019年03月05日 12時36分

− 207 −



181S100-0117 1 2[ / ]

年度 2019
科目名 FULL　ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ･ﾋﾞｼﾞﾈｽ
英文科目名 Internet Business
学期 単位前期 2
教員名 村上 健一郎
英文教員名 MURAKAMI, Kenichirou

講義概要/Course description
-ビジネスモデルキャンバスとリーンスタートアップ戦略/ジョブ理論で学ぶネットの役割
本講義では、さまざまなビジネスをビジネスモデルキャンバスBMCによって分析し、ネットが果たす役割
を議論する。また、これを通じて、インターネットの仕組みを学ぶ。インターネットやモバイルの普及に
よって、国境はなくなり、起業の資金調達が激変し、ビジネスモデルイノベーションの波が古典的ビジネ
スを脅かしている。受講者は、これらのビジネスモデルを分析し、顧客セグメント、提供する価値、チャ
ネル、顧客との関係、リソース、アクティビティ、パートナー、収益、コストの9つから構成されるビジ
ネスモデルキャンバスを作成する。この中で、インターネットがどの要素においてどのような役割を果た
しているかを知り、その役割がインターネットのどのような仕組みに由来するのかを学ぶ。また、クラッ
シュコースによりリーンスタートアップとジョブ理論のJTBD(Jobs To Be Done)に基づくビジネスデザイ
ンを体験し、スタートアップにおけるインターネットの位置づけを学ぶ。
なお、進捗および内容は受講者のレベルやビジネス領域に応じて調整する。受講者は事前にインターネッ
トを検索し、指定された企業のビジネス概要を把握しておくことが求められる。講義では、これを元にBM
C上で付箋紙を用いて9つの要素をグループワークで整理し、ビジネスモデルの分析を行う。

達成目標/Course objectives
インターネットの基本的な仕組みとビジネスにおける適用領域とを理解する。
ビジネスモデルキャンバスによるビジネスモデルの分析および構築の技法を習得する。

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
(1) 検索エンジンが使えること。ビジネス概要の調査は各受講者が検索エンジンで行う。
(2) 事前にhttp://sworg.s3.amazonaws.com/01_attendee-resources/business_model_canvas_poster.pdf
をダウンロードし、BMCがどのようなものかを眺めておくこと
(3) 受講者はインターネットを検索しながら受講する。キーボードがないスマートフォンなどは検索に不
向きなので、できるだけキーボードのついたパソコンなどを持参すること。

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 オリエンテーション、ビジネスモデルキャンバスの概要
事前学習 キャンバスのダウンロードと概要把握
事後学習 ハンドアウトの復習

2 授業計画 ビジネスモデルとは何か、JTBDとは何かを理解する
事前学習 ピクト図解の概要を理解
事後学習 ハンドアウトを復習し、次回からのグループワークの方法を理解する

3 授業計画 クラウドファンディングKickstarter
事前学習 Kickstarterのビジネスモデル調査
事後学習 グループワークを振り返り、改善点を認識する

4 授業計画 頭脳還流と“Elance”
事前学習 Elanceのビジネスモデル調査
事後学習 ビジネスモデルキャンバスの理解度を確認

5 授業計画 ウェブサーバとクライアントの仕組み(1/2)
事前学習 ハンドアウトの予習
事後学習 仕組みを思い浮かべながらインターネットサービスを利用

6 授業計画 ウェブサーバとクライアントの仕組み(2/2)
事前学習 ハンドアウトの予習
事後学習 仕組みを思い浮かべながらインターネットサービスを利用

7 授業計画 インターネットの設計思想と特徴
事前学習 ハンドアウトの予習
事後学習 仕組みを思い浮かべながらインターネットサービスを利用

8 授業計画 Google検索エンジンとadwords/adsense広告
事前学習 Google広告のビジネスモデル調査
事後学習 グループワークの振り返り

9 授業計画 検索エンジンと広告の仕組み
事前学習 ハンドアウトの予習
事後学習 仕組みを思い浮かべながら検索エンジンを利用

10 授業計画 広告ネットワークと行動ターゲッティングの仕組み
事前学習 ハンドアウトの予習
事後学習 仕組みを思い浮かべながらポータルサイトを利用

11 授業計画 リーンスタートアップとニーズのメカニズム(1)提供する価値とJTBDを遡る

2019年03月05日 12時36分

− 208 −



181S100-0117 2 2[ / ]

事前学習 最近購入した物のカタログを用意（なぜ購入したかは言ってはいけない）
事後学習 相互インタビューの振り返り

12 授業計画 リーンスタートアップとニーズのメカニズム(2)ペインとゲイン
事前学習 前回の相互インタビュー結果をレビューしておく
事後学習 バリュープロポジションキャンバスの振り返り

13 授業計画 ビジネスモデルの構築(1/2)（グループワーク）
事前学習 簡単なビジネスのアイデアを考える
事後学習 ビジネスモデルのブラッシュアップを行う

14 授業計画 ビジネスモデルの構築(2/2) （グループワーク）
事前学習 ビジネスモデルのブラッシュアップ
事後学習 構築のプロセスを復習する

15 授業計画 総合演習とまとめ
事前学習 これまでのハンドアウトの復習
事後学習 仕組を思い出しながらインターネットを利用

授業方法/Method of instruction
グループワークと講義形式を併用する

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 レポート  Report 70% 最終レポートBMCの完成度15%, 具体性20%, 網羅性15%,
論理性20%

2 平常点  In-class Points 30% 講義での発言回数および質15%、グループワークへの貢
献度 15%

教科書/Textbooks
1 備考/Remarks テキストの代わりに、下記のウェブを使う。また、毎

回、講義前にハンドアウトをPDF形式で配布する。
https://strategyzer.com/canvas/, http://www.dhbr.n
et/articles/-/2447

参考書/Reference books
1 著者名/Author アレックス・オスターワルダー, イヴ・ピニュール

タイトル/Title ビジネスモデル・ジェネレーション
出版社/Publisher 翔泳社
出版年/Published year 2012
ISBN 4798122971
価格/Price 2,604円
備考/Remarks 講義資料でカバーしているので必ずしも読む必要はない

2 著者名/Author クレイトン・クリステンセン
タイトル/Title ジョブ理論
出版社/Publisher ハーバーコリンズ ジャパン
出版年/Published year 2017
ISBN 4596551227
価格/Price 2,160円
備考/Remarks 講義資料でカバーしているので必ずしも読む必要はない

キーワード/Keywords
インターネット、ビジネスモデルキャンバス、インターネットビジネス、バリュープロポジション、検索
エンジン、リスティング広告、行動ターゲティング広告、コンテンツターゲティング広告、マーケティン
グファネル、リーンスタートアップ
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年度 2019
科目名 FLEX　ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ･ﾋﾞｼﾞﾈｽ
英文科目名 Internet Business
学期 単位後期 2
教員名 森 祐治
英文教員名 MORI, Yuuji

講義概要/Course description
世界に広がるインターネットの出現は、これまでの人類の営みを一変させた。それは単なるテクノロジー
を超え、ビジネスを含む様々な社会システムや人々の社会認識までに影響を及ぼしている。そのため1994
年を境に「ネット以前（Before Net）」と「ネット以降（After Net）」という歴史区分すら成立すると
いう主張まである。
本講義では、ネットワーク理論などインターネットの普及の背景にある様々な現象の理論的な解釈を試
み、その特徴や最新のビジネスのトレンドを検討することで、更なるビジネスの変化の可能性について議
論を行う。主に情報通信ビジネス、ネットワーク／データ・サイエンス、メディア／コンテンツ／ソー
シャル・ビジネス、プラットフォーム・モデルなどデジタル・テクノロジーとマネジメントの関係を対象
に、講義とディスカッションを行う。

達成目標/Course objectives
本講義を受講により、インターネットを中心とする情報通信メディア産業とそれらを基盤として展開する
多様なビジネスの特徴を適切なモデルを用いて説明し、更なる進化の可能性を独自に論じることができ
る。

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
特になし

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 オリエンテーション：　越境の時代
事前学習 「越境」とは何か？　講義資料を事前に読み込むこと
事後学習 ショートレポートの内容についてネットなどで検証すること

2 授業計画 Before Net：　情報通信ビジネス
事前学習 90年代までの通信事業の特徴とは？　講義資料を事前に読み込むこと
事後学習 ショートレポートの内容についてネットなどで検証すること

3 授業計画 ネットワーク理論：　外部性・分析
事前学習 ネットワークとはいかなるものか？　講義資料を事前に読み込むこと
事後学習 ショートレポートの内容についてネットなどで検証すること

4 授業計画 オープン：　ソフト・ハード・パラダイム
事前学習 オープンとはどのような概念か？　講義資料を事前に読み込むこと
事後学習 ショートレポートの内容についてネットなどで検証すること

5 授業計画 プラットフォーム：　エコシステムのビジネスモデル
事前学習 プラットフォームとはいかなる概念か？　講義資料を事前に読み込むこと
事後学習 ショートレポートの内容についてネットなどで検証すること

6 授業計画 クラウド：　ソフトウェア・ディファインド：　仮想化される資産
事前学習 デジタル化による従来概念の変化は？　講義資料を事前に読み込むこと
事後学習 ショートレポートの内容についてネットなどで検証すること

7 授業計画 インタンジブル・アセット：　ソフトな資産の経済学
事前学習 非経済・社会便益のパワーとは何か？　講義資料を事前に読み込むこと
事後学習 ショートレポートの内容についてネットなどで検証すること

8 授業計画 ソーシャル：　コレクティブなつながり
事前学習 集合的な非組織活動とは何か？　講義資料を事前に読み込むこと
事後学習 ショートレポートの内容についてネットなどで検証すること

9 授業計画 プライバシー：　パーソナルデータ
事前学習 デジタルな企業と社会の関わりとは？　講義資料を事前に読み込むこと
事後学習 ショートレポートの内容についてネットなどで検証すること

10 授業計画 データ・ドリブン：　ビッグデータとオープンデータ
事前学習 デジタルにおける多様なデータを巡る議論とは？
事後学習 ショートレポートの内容についてネットなどで検証すること

11 授業計画 人工知能：　シンギュラリティを超えて
事前学習 マシンによる世界の把握の限界とは？　講義資料を事前に読み込むこと
事後学習 ショートレポートの内容についてネットなどで検証すること

12 授業計画 IoT：　モノと産業のインターネット
事前学習 リアルとバーチャルはどう繋がるか？　講義資料を事前に読み込むこと
事後学習 ショートレポートの内容についてネットなどで検証すること

13 授業計画 サブスクリプション：　ユーティリティ型ビジネスモデル
事前学習 新たなビジネスモデルの出現の前提とはなにか？　講義資料を事前に読み込むこと
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事後学習 ショートレポートの内容についてネットなどで検証すること
14 授業計画 UI/UX：　サイバーリアルコンピューティングとインターフェース

事前学習 今後どのような変化がUI/UXで生じるか？　講義資料を事前に読み込むこと
事後学習 ショートレポートの内容についてネットなどで検証すること

15 授業計画 ハイプカーブ：　覇者の条件
事前学習 講義資料を事前に読み込むこと
事後学習 ショートレポートの内容についてネットなどで検証すること

授業方法/Method of instruction
講義（45分）＋ディスカッション（30分）＋エッセー（15分）で構成

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 レポート  Report 40% 最終レポート
2 平常点  In-class Points 60% 毎回の講義後半で作成するエッセー（15回分計60％）

教科書/Textbooks
1 備考/Remarks 資料を事前配布

参考書/Reference books
1 著者名/Author 実積寿也

タイトル/Title 通信産業の経済学2.0
出版社/Publisher 九州大学出版会
出版年/Published year 2013
ISBN 9874798501093
価格/Price \3400

2 著者名/Author ダンカン・ワッツ
タイトル/Title スモールワールド・ネットワーク増補改訂版
出版社/Publisher 筑摩書房
出版年/Published year 2016
ISBN 9874480097378
価格/Price \1728

3 著者名/Author 国領二郎編
タイトル/Title 創発経営のプラットフォーム
出版社/Publisher 日本経済新聞出版社
出版年/Published year 2011
ISBN 9784532134136
価格/Price \4536

4 著者名/Author カール・シャピロ, ハル・ヴァリアン (大野一訳)
タイトル/Title 情報経済の鉄則 ネットワーク型経済を生き抜くための

戦略ガイド (日経BPクラシックス)
出版社/Publisher 日経BP社
出版年/Published year 2018
ISBN 9784822255572
価格/Price \3240

その他/Others
出席が業務などで不可能な場合、講義資料を参照し、エッセーを提出することで一定の評価を加算するこ
とができる

キーワード/Keywords
ネットワーク理論、ソーシャル

2019年03月05日 12時35分

− 211 −



181S100-0100 1 2[ / ]

年度 2019
科目名 共通　ﾃﾞｼﾞﾀﾙ･ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ
英文科目名 Digital Marketing
学期 単位後期 2
教員名 進藤 美希
英文教員名 SHINDOU, Miki

講義概要/Course description
デジタル時代のマーケティングを扱う。近年では、IoTなどの技術の進化で、店舗内での人の動きのよう
な、現実世界の状況をリアルタイムに把握してデータ化することが可能になった。さらに、AIの進化は、
社会構造を変え、人の働き方も変えようとしている。本講義ではこうした時代における、新たなビジネス
を作り出すことをテーマとしている。
しかし、デジタルマーケティングは、いまだ、体系が確立しているとは言えない。そのため、参加者には
新たなマーケティング体系そのものを作っていこうとする姿勢が求められる。
授業は、講義、学生によるディスカッションおよびディベート、学生によるプレゼンテーション、ゲスト
スピーカーによる講演を組み合わせて行う。
また、アドテクノロジー、ソーシャルメディア、スマートテレビ、ビッグデータ、AI、、IoTなどに関す
る新しい話題やケースを随時、取り入れていく。

達成目標/Course objectives
デジタルビジネスを立ち上げるために必要な方法を習得する

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
特にないが、マーケティングの基礎を理解していることが望ましい。なお技術的な専門知識は必要としな
い。

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 (1)はじめに：デジタルマーケティングのフレームワーク
事前学習 シラバスを読み講義内容の全体像を把握する
事後学習 講義で紹介した書籍を読む、ケースを吟味する

2 授業計画 (2)基礎　2-1　現実世界をリアルタイムに把握し、あらゆる情報を収集する：IoT、
ビッグデータ 

事前学習 ハンドアウトを読んでくる、課題レポート（小レポート）を書いて提出できるように
準備する

事後学習 講義で紹介した書籍を読む、ケースを吟味する
3 授業計画 (2)基礎　2-2　 AIで経営の打ち手を導く

事前学習 ハンドアウトを読んでくる、課題レポート（小レポート）を書いて提出できるように
準備する

事後学習 講義で紹介した書籍を読む、ケースを吟味する
4 授業計画 (2)基礎　2-3　人とコンピュータのインタフェース

事前学習 ハンドアウトを読んでくる、課題レポート（小レポート）を書いて提出できるように
準備する

事後学習 講義で紹介した書籍を読む、ケースを吟味する
5 授業計画 (3)技術を新しい経営戦略にどう結び付けるか：ビジネスモデルの再構築、イノベー

ションと経営
事前学習 ハンドアウトを読んでくる、課題レポート（小レポート）を書いて提出できるように

準備する
事後学習 講義で紹介した書籍を読む、ケースを吟味する

6 授業計画 (4)新しいマーケティングミックス 4-1　ProductからCo-Creation（共創）へ
事前学習 ハンドアウトを読んでくる、課題レポート（小レポート）を書いて提出できるように

準備する
事後学習 講義で紹介した書籍を読む、ケースを吟味する

7 授業計画 (4)新しいマーケティングミックス 4-2　PriceからCurrency（通貨）へ
事前学習 ハンドアウトを読んでくる、課題レポート（小レポート）を書いて提出できるように

準備する
事後学習 講義で紹介した書籍を読む、ケースを吟味する

8 授業計画 (4)新しいマーケティングミックス 4-3 PlaceからCommunal Activation（共同活性
化）へ

事前学習 ハンドアウトを読んでくる、課題レポート（小レポート）を書いて提出できるように
準備する

事後学習 講義で紹介した書籍を読む、ケースを吟味する
9 授業計画 (4)新しいマーケティングミックス 4-4　PromotionからConversation（カンバセー

ション）へ
事前学習 ハンドアウトを読んでくる、課題レポート（小レポート）を書いて提出できるように

準備する
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事後学習 講義で紹介した書籍を読む、ケースを吟味する
10 授業計画 (4)新しいマーケティングミックス 4-5　インターネット広告の実際：動画広告

事前学習 ハンドアウトを読んでくる、課題レポート（小レポート）を書いて提出できるように
準備する

事後学習 講義で紹介した書籍を読む、ケースを吟味する
11 授業計画 (5)学生による中間プレゼンテーション-1

事前学習 プレゼンテーション資料を作成し、発表する
事後学習 関心を持ったテーマのさらなる調査

12 授業計画 (5)学生による中間プレゼンテーション-2
事前学習 プレゼンテーション資料を作成し、発表する
事後学習 関心を持ったテーマのさらなる調査

13 授業計画 (6)応用　　6-1　オープンソースビジネス　（ゲストスピーカーを予定）
事前学習 ハンドアウトを読んでゲストスピーカーと議論できるように準備する
事後学習 ゲストスピーカーの提示した論点について考察する

14 授業計画 (6)応用　　6-2 デジタルブランド確立　（ゲストスピーカーを予定）
事前学習 ハンドアウトを読んでゲストスピーカーと議論できるように準備する
事後学習 ゲストスピーカーの提示した論点について考察する

15 授業計画 全体のまとめ
事前学習 ハンドアウトを読んでくる、課題レポート（小レポート）を書いて提出できるように

準備する
事後学習 講義で紹介した書籍を読む、ケースを吟味する

授業方法/Method of instruction
講義、学生によるディスカッションおよびディベート、学生によるプレゼンテーション、ゲストスピー
カーによる講演を組み合わせて行う。

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 レポート  Report 30% 最終レポート
2 平常点  In-class Points 20% 授業への貢献
3 その他  Others 50% 提出する課題レポート（小レポート）30％、中間プレゼ

ンテーション20％

教科書/Textbooks
1 備考/Remarks ハンドアウトを配布

参考書/Reference books
1 備考/Remarks ハンドアウトを配布

メッセージ/Message
伝統的なマーケティングに基づきながらも、新しい時代にふさわしいデジタルマーケティングをみなさん
で考えていきましょう。いま起きている社会や技術の本質的な変化を理解して、自分で新しいビジネスを
立ち上げ、成功させるために必要な方法を身につけていただければと思っています。

キーワード/Keywords
デジタルビジネス、インターネットビジネス、ビジネスモデル、IoT、AI
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年度 2019
科目名 FULL・FLEX　ﾋﾞｼﾞﾈｽﾃﾞｰﾀ分析
英文科目名 Business Data Analysis
学期 単位前期(FULL)・後期(FLEX) 2
教員名 岩井 千明
英文教員名 IWAI, Chiaki

講義概要/Course description
  マーケティングデータを中心にビジネスデータの分析を、実習を通じて学ぶ。授業では実際にデータ
（主として小売店POS及びインターネットアンケートなどマーケティングデータ）を使用してその分析や
処理方法など実務内容を学ぶ。ソフトウェアはMicrosoft ExcelならびにSPSS、Rなどを使用する予定であ
る。参考資料はハンドアウトおよび指定するWebアクセスとし、参考図書は随時紹介する。

達成目標/Course objectives
シラバスに示した複数のデータ分析手法を用いて、ビジネスレポートの作成ができるようになること。

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
Microsoft Office (Excel, PowerPoint) の基本操作ができること。

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 データマイニングの考え方、マーケティングデータ概論
事前学習 授業・シラバスで指示した参考文献を読む
事後学習 授業で配布した資料・データの分析を行う

2 授業計画 データの種類とその扱い方(1) Excel
事前学習 授業・シラバスで指示した参考文献を読む
事後学習 授業で配布した資料・データの分析を行う

3 授業計画 データの種類とその扱い方(2)
事前学習 授業・シラバスで指示した参考文献を読む
事後学習 授業で配布した資料・データの分析を行う

4 授業計画 予測を行う　回帰分析(1)
事前学習 授業・シラバスで指示した参考文献を読む
事後学習 授業で配布した資料・データの分析を行う

5 授業計画 予測を行う　回帰分析(2)
事前学習 授業・シラバスで指示した参考文献を読む
事後学習 授業で配布した資料・データの分析を行う

6 授業計画 予測を行う　回帰分析(3)
事前学習 授業・シラバスで指示した参考文献を読む
事後学習 授業で配布した資料・データの分析を行う

7 授業計画 中間レポート・発表
事前学習 授業・シラバスで指示した参考文献を読む
事後学習 授業で配布した資料・データの分析を行う

8 授業計画 データ解析ソフトウェア（１） SPSS
事前学習 授業・シラバスで指示した参考文献を読む
事後学習 授業で配布した資料・データの分析を行う

9 授業計画 データ解析ソフトウェア（２）　R
事前学習 授業・シラバスで指示した参考文献を読む
事後学習 授業で配布した資料・データの分析を行う

10 授業計画 グループを探る　クラスター分析
事前学習 授業・シラバスで指示した参考文献を読む
事後学習 授業で配布した資料・データの分析を行う

11 授業計画 グループを探る　クラスター分析
事前学習 授業・シラバスで指示した参考文献を読む
事後学習 授業で配布した資料・データの分析を行う

12 授業計画 類似データをまとめる　主成分分析(1)
事前学習 授業・シラバスで指示した参考文献を読む
事後学習 授業で配布した資料・データの分析を行う

13 授業計画 類似データをまとめる　主成分分析(2)
事前学習 授業・シラバスで指示した参考文献を読む
事後学習 授業で配布した資料・データの分析を行う

14 授業計画 データ分析　課題提示
事前学習 授業・シラバスで指示した参考文献を読む
事後学習 授業で配布した資料・データの分析を行う

15 授業計画 最終発表
事前学習 授業・シラバスで指示した参考文献を読む
事後学習 授業で配布した資料・データの分析を行う
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成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 100% 授業中の参加度、レポートおよび発表により行う。

参考書/Reference books
1 備考/Remarks 末吉正成・末吉美喜　「Excelビジネス統計分析第2版」

　翔泳社　2,570円
青木繁伸　「Rによる統計解析」　オーム社　3,800円
村瀬洋一/高田洋/廣瀬毅士　「SPSSによる多変量解析」
　オーム社　3,024円
大村平　「改定版　多変量解析のはなし」　日科技連　
2,160円
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年度 2019
科目名 FULL　ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙIT
英文科目名 Global IT(in English)
学期 単位前期 2
教員名 井田 昌之
英文教員名 IDA, Masayuki

講義概要/Course description
This class is prepared for Full time students in English. “Global IT” has two issues. One is
 “Conducting Global business with IT”, the other is “Globalized IT.” Both are important fo
r business leaders of any types of firms now, it also means knowing the essential features of 
IT is a must. In short, Global IT is talking about the digital business backbone. Digital Disr
uption is explained too.
In the class, lectures and discussions are combined. Lectures include core elements of Global 
IT, such as smart phones, off shore outsourcing. Also, current topics in east/south-east Asia 
are frequently referred in the lectures, because the area becomes the focal point of various t
ypes of businesses. The lecturer has ten year experiences on working there.
The elements of the lectures include the following keywords; Global Service Deployment, Charac
teristics of Newly Developed Countries, Volume zones moving to China and India, Cross border E
C, New players for Smart phone market, Struggle of Traditional IT providers, New age OTT, GAFA
 and BAT, Disparity or difference-and-gap, technology transfer, country risks, FDI, digital bu
siness. AI and IoT are covered in the lectures on IT Solution class and Special Topics on OIS 
class.
There is no published text book. Rather, the pdf file of each lecture slides to down load is p
rovided for each class. Besides, a few executive talks are planned, some may be for FULL/FLEX 
students using the time slots for FLEX.

達成目標/Course objectives
Understanding IT, digital world, and their trends, and synergy effects with regional character
istics to drive globalized business

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
None. Students who are interested in the application of globalized IT for business. The lectur
er welcomes foreign students. Must attend the first day.

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 Flat world, Internationalization to Globalization, Distributed Systems, and 
then US market centric to regional economy centered. View for Digital Busine
ss era, and overview of the lelctures.　

事前学習 Checking the Syllabus
事後学習 Reviewing the class contents

2 授業計画 Accelerating China Economy, as an　Elements behind the change of Global IT in
frastructure,　 its future, The works of Hu Jintao and Xi Jinping for this to
pics, Expanding the wings in Electronics and IT, Emerging Big IT companies, 
Strategy to the West

事前学習 Verifying your understanding of the last class contents
事後学習 Reviewing the class contents

3 授業計画 The era of Digital business, Industry 4.0, Fusion of Technology and Busines
s, Suppliers' logic, What the Internet brought, Struggle among new suppliers

事前学習 Verifying your understanding of the last class contents
事後学習 Reviewing the class contents

4 授業計画 Change and Dynamics in Asia in business and technology, Attempts to establis
h the position of China in Global Economy, business is changing into digita
l, computer business to information business, platform independence

事前学習 Verifying your understanding of the last class contents
事後学習 Reviewing the class contents, summary

5 授業計画 Talk by Guest Speaker (Business Executive in Asia operation)
事前学習 Verifying your understanding of the last class contents
事後学習 Reviewing the class contents

6 授業計画 Smartphone as an Enabler, and market trend: Shifting the concept for platfor
ms, current market status and market share, iOS and Android, Changing the ro
les of Smart phones, new age devices, Smartphone payment and settlements

事前学習 Verifying your understanding of the last class contents
事後学習 Reviewing the class contents

7 授業計画 Technology transfer and strength of Japan, IT and electronic industries in J
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apan, APeJ and Skipping Japan, Jcoin, famipay, SUICA, Jscore
事前学習 Position Paper (1 page long)
事後学習 Reviewing the class contents

8 授業計画 South East Asia Business, Vietnam as an example of South East Asia operation
s, Government strategy, Indochina corridor, India, EC in South East Asia, Re
verse Innovation reality

事前学習 Position　paper (1 page long)
事後学習 Reviewing the class contents

9 授業計画 How you understand China of now for the future, Internet+, Manufacturing202
5, Craftsmanship, Emergency of Net-business companies, BAT and Weibo, Alipay
 WeChat Pay, Cross border EC

事前学習 Verifying your understanding of the last class contents
事後学習 Reviewing the class contents

10 授業計画 Struggles among the EC and Electronic payment players, SNS, Credibility, Sit
uations of EC in South East Asia, Effects of GAFA and Chinese EC there

事前学習 Understanding the class contents taught before
事後学習 Reviewing the class contents, summary

11 授業計画 Talk by Guest Speaker (multi national company executive)
事前学習 Checking the background of the talk
事後学習 Reviewing the class contents

12 授業計画 A case study for Tecno mobile
事前学習 Verifying your understanding of the last class contents
事後学習 Reviewing the class contents

13 授業計画 Nation Borders and the common base provided by technology1: no border for ne
t, international standards, currency on top of trust, local economy affects 
the globe, Value of online ID, ultimate planned economy and ultimate free ma
rket, country risks

事前学習 Position paper (1 page long)
事後学習 Reviewing the class contents

14 授業計画 Poverty, high tech, and Developing countries, Segmentation, Digital life wit
h SNS, OTT suppliers' aim, the essence of technology, cross border EC, virtu
al currency and electronic transactions, FDI

事前学習 Verifying your understanding of the last class contents
事後学習 Reviewing the class contents

15 授業計画 Final Discussion on what we need to do next. AI and IoT, ODA, BOP, Japanese 
economy directions, Summary

事前学習 Verifying your understanding of the last class contents
事後学習 Summarizing the whole contents

授業方法/Method of instruction
Lectures and discussions

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 100% Class Performance, short papers, final report

教科書/Textbooks
1 備考/Remarks Masayuki Ida　Global IT handout　Down loaded PDF f

iles
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年度 2019
科目名 FLEX　ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙIT
英文科目名 Global IT
学期 単位前期 2
教員名 井田 昌之
英文教員名 IDA, Masayuki

講義概要/Course description
　「グローバルビジネスを支えるIT」および「グローバル化したIT」の二つが課題である。グローバル化
したビジネスの基盤について、具体的なトピックスの説明とそれをめぐる討論、そして地域特性について
の理解のための講義が中心となる。こうしたビジネスを進めている経営者の声をその中に入れていく。1
年次の履修も想定している。Full-timeでは英語で、Flex-timeでは日本語で講義する。 
 いくつかの側面があるが、１）国際分業とグローバルなサービス展開に付随する課題、２）格差のある 
地域間でのビジネス展開・連携・分業に付随する課題、３）インターネットなどの要素技術の持つ本質と
国境、そして今後のビジネス展開の動向に関する課題、などが主な要素となる。 グローバルなデジタル
ビジネスというべきものであり、これからますます増えてくる課題であるとの理解に立って講義は進めら
れる。人工知能とIoTなどの課題の講義は、ここではなく、ITソリューションと後期のOIS上級・特論で扱
う。
 グローバルな環境は刻々変化している。東南アジアについてはいろいろな資料の入手がしやすい位置に
居るので、そうした地域へのオフショアアウトソーシングあるいはFDIに関する情勢分析もとりあげる。
中国の影響の増大化、世界の中でのボリュームゾーンである中間層が中国・インドへシフトしているこ
と、インターネット時代に単独の国での生産、たとえばメイドインジャパンという考え方、とそれの消費
という構図はくずれていることなどを一貫して背景としてとりあげる。

達成目標/Course objectives
グローバル人材となるために必要な、ITとその潮流、地域特性との相乗性の理解

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
条件は特にないが、幅広い領域のいずれかでグローバルなビジネスに関して、問題意識がある方。実践に
必要な判断の基盤を知りたい方。

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 解題：グローバル化・分散化そしてデジタルビジネスへのきざし、そしてアメリカ市
場中心からリージョナル経済へ、次回以降の全体像

事前学習 シラバスの確認
事後学習 学習内容の確認

2 授業計画 中国の台頭・中国経済の加速　グローバルITインフラの変化要因としての中国経済の
加速、胡錦濤主席時代、習近平主席時代のスタート、中国経済の行方、電子情報産業
の伸展、巨大IT企業の出現、援蒋ルート、西へ

事前学習 前回の確認
事後学習 学習内容の確認

3 授業計画 ビジネスのデジタル化と巨大IT企業の寡占構造へ、GAFA、Industry4.0
事前学習 前回の確認
事後学習 学習内容の確認

4 授業計画 アジアの位置　　生産基地として・消費地として、アジアの変化、新しいグローバル
ビジネスの時代、BATの登場

事前学習 ここまでの確認
事後学習 学習内容の確認、まとめ

5 授業計画 現場の声：海外企業経営者の声
事前学習 前回の確認
事後学習 講演内容の確認

6 授業計画 スマホ・タブレットの世界　プラットフォームの進化と新しい事業者の台頭、マー
ケットシェア、iOSとAndroid、電子決済の普及

事前学習 A4で１枚のポジションペーパ
事後学習 学習内容の確認

7 授業計画 地域特性各論1：技術移転と日本の強み、日本のIT・電子企業、APeJとSkipping Japa
n、みずほJcoin/ファミペイ/交通系決済手段、Jscore

事前学習 前回の確認
事後学習 学習内容の確認

8 授業計画 地域特性各論2：東南アジアと南アジア　ベトナムのビジネス環境と輸出構成の変
化・政府方針・インドシナ回廊、インド、決済手段の変化、リバースイノベーション

事前学習 前回の確認
事後学習 学習内容の確認

9 授業計画 地域特性各論3：現代そして将来の中国をどうとらえるか、互聯網＋、製造2025、工
匠精神、ネット販売による小売りのけん引、ネット的企業の出現、BAT、Weibo、Alip
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ay・WeChat Pay、越境EC
事前学習 前回の確認
事後学習 学習内容の確認

10 授業計画 地域特性各論4：電子決済基盤のせめぎ合い、SNS、信用力、東南アジア各国でのEC事
情（ベトナム、タイ、シンガポール、マレーシア、フィリピン等）、AGFAの影響力の
実際と中国系EC

事前学習 前回までの内容の確認
事後学習 学習内容の確認、まとめ

11 授業計画 現場の声・ゲスト講演：東南アジアでのITビジネス展開事例、どうやってビジネスを
成立させているか、何に着目しているか

事前学習 前回の確認
事後学習 講演内容の確認

12 授業計画 Tecno mobileの場合　ケーススタディ
事前学習 前回の確認
事後学習 学習内容の確認

13 授業計画 国境の意味とテクノロジーが与える共通基盤1：ネットに国境はない、国際標準、通
貨は信用がベース、局所経済のグローバルな影響、オンラインIDの価値、究極の計画
経済と究極の自由市場、カントリーリスク

事前学習 A4で１枚のポジションペーパ
事後学習 学習内容の確認

14 授業計画 国境の意味とテクノロジーが与える共通基盤2：貧困と先端の混在・途上国の課題、
セグメンテーション、SNSとデジタルライフ、OTTの思惑、テクノロジーの本質、越境
ECとボーダレス、仮想通貨と電子決済、FDI

事前学習 前回の確認
事後学習 学習内容の確認

15 授業計画 最終討論　我々はなにをするべきか、今後の動向と潮流、IoTとAI、デジタルビジネ
スの実像とデジタルトランスフォーメーション、国が支える貨幣の価値、日本経済の
課題、まとめ

事前学習 前回の確認
事後学習 総合的な復習

授業方法/Method of instruction
講義と討論

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 100% 講義での質疑、各テーマについてのポジションペーパ、
現場の声・講演についての感想・まとめ、
最終レポート

教科書/Textbooks
1 備考/Remarks 井田昌之「グローバルＩＴハンドアウトテキスト」　Ｐ

ＤＦファイルのダウンロードによる

メッセージ/Message
同内容の英語講義がフルタイムの時間帯で行われる。

2019年03月05日 12時36分

− 219 −



181S100-0105 1 2[ / ]

年度 2019
科目名 共通　ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
英文科目名 Project Management
学期 単位前期 2
教員名 伊藤 大輔
英文教員名 ITO, Daisuke

講義概要/Course description
この科目では、グローバル・ビジネスリーダーに必要とされるプロジェクト・マネジメントの知識と技術
を身につけることを目的とする。授業では、プロジェクト・マネジメントのグローバル・デファクトスタ
ンダードである米国PMI®の知識体系・技術であるPMBOK®やプロジェクト・マネジメントの国際規格である
ISO21500をベースに、プロジェクト・マネジメントで最低限求められる知識と技術について論じていく。
この科目では、ビジネスゲームやケーススタディを使ったグループワークなども行い、座学と体感型の講
義を通じて基本知識と技術の習得を目指す。

達成目標/Course objectives
目標設定力、計画力、実行力を身に着ける。具体的にはプロジェクトで必須である、プロジェクト憲章、
WBS、RAM、ガントチャート、コスト管理表、リスク管理表、プロジェクト終了書、プロジェクトでのコ
ミュニケーションの知識と活用技術を身に着ける。

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
特になし

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 プロジェクト・マネジメントに関する基礎知識①
事前学習 シラバスを読み講義内容の全体像を把握する。
事後学習 自身の問題・関心と授業の目指すところが乖離していないかどうか確認する。

2 授業計画 プロジェクト・マネジメント・PMBOK®に関する基礎知識②
事前学習 配布資料に事前に目を通しておく。
事後学習 適宜指示

3 授業計画 立上げプロセス群(Initiating)の知識と技術
事前学習 配布資料に事前に目を通しておく。
事後学習 適宜指示

4 授業計画 計画プロセス群(Planning)の知識と技術①
事前学習 配布資料に事前に目を通しておく。
事後学習 適宜指示

5 授業計画 計画プロセス群(Planning)の知識と技術②
事前学習 配布資料に事前に目を通しておく。
事後学習 適宜指示

6 授業計画 ケーススタディ・グループワーク①
事前学習 事前に配布するプロジェクトツールに目を通しておくこと。
事後学習 グループワーク成果物の継続的作成。

7 授業計画 ケーススタディ・グループワーク①発表
事前学習 グループワーク①の成果物発表を準備しておく。
事後学習 グループワーク①の成果物発表のフィードバックをもとに成果物をブラッシュアッ

プ。
8 授業計画 実行プロセス群(Executing)の知識と技術①／ビジネスゲーム

事前学習 配布資料に事前に目を通しておく。
事後学習 適宜指示

9 授業計画 実行プロセス群(Executing)の知識と技術②
事前学習 配布資料に事前に目を通しておく。
事後学習 適宜指示

10 授業計画 監視・コントロール・プロセス群(Monitoring & Controlling)の知識と技術
事前学習 配布資料に事前に目を通しておく。
事後学習 適宜指示

11 授業計画 終結プロセス群(Closing)の知識と技術
事前学習 配布資料に事前に目を通しておく。
事後学習 適宜指示

12 授業計画 ケーススタディ・グループワーク②
事前学習 事前に配布するプロジェクトツールに目を通しておくこと。
事後学習 グループワーク成果物の継続的作成。

13 授業計画 プロジェクト・マネジメント国際資格PMP®とは／その取得方法。
事前学習 授業内で指示
事後学習 適宜指示

14 授業計画 体感型グローバルプロジェクトビジネスゲーム（異文化コミュニケーション）／※受
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講者人数により変更の可能性あり
事前学習 授業内で指示
事後学習 適宜指示

15 授業計画 まとめ
事前学習 授業内で指示
事後学習 学習成果の確認

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 レポート  Report 40% 期末レポート
2 平常点  In-class Points 20% 授業への積極性およびグループワークでのリーダーシッ

プ
3 その他  Others 40% グループワーク成果物：30％、ビジネスゲーム成果：10

%

教科書/Textbooks
1 著者名/Author 伊藤 大輔

タイトル/Title 担当になったら知っておきたい「プロジェクトマネジメ
ント」実践講座

出版社/Publisher 日本実業出版社
価格/Price 2,376円（税込）
備考/Remarks この書籍以外の講義に使用する資料は事前に配布する。

参考書/Reference books
1 著者名/Author Project Management Institute

タイトル/Title プロジェクトマネジメント知識体系ガイド(PMBOK®) 第6
版

出版社/Publisher PMI
価格/Price 12,000円(税込)

メッセージ/Message
本講義では、体感型グループワークをチームで行う。チームは本講義を通じて同じメンバーで実施する。
したがって、欠席が３回以上発生する場合は他のチームメンバーに迷惑をかけるため、欠席が想定される
方は受講をご遠慮いただきたい。

その他/Others
のっぴきならない事情以外、３回以上欠席した者は評価の対象から除外する。
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年度 2019
科目名 FULL・FLEX　ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｽﾞ･情報ｼｽﾃﾑ(上級)/博士 ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｽﾞ･情報ｼｽﾃﾑ特論
英文科目名 Special Topics in Operations  and Information Systems/Operations a

nd Information Systems  (Advanced)
学期 単位後期 2
教員名 井田 昌之
英文教員名 IDA, Masayuki

講義概要/Course description
特論科目として、事業会社でのビジネス展開に活用される人工知能に焦点をあてる。いくつかのケースに
学び、人工知能の何が有効なのかを論じる。講義と討論・発表により進められ、成績評価は、講義内での
理解力、小レポート、最終レポートによる。講義資料はCourse Powerよりのハンドアウトを核とする。Fu
ll Timeでは、基本的な理解を中心に、Flex Timeおよび博士課程では、それぞれの課題と問題意識との関
わりを中心に、講義を進める。
　この分野は、担当者が1980年代より対象としてきた分野だが、ビジネススクールに移籍して10年余、応
用側面からの知見を深めてきた。
　ディープラーニング（深層学習）による実際的な適用の飛躍的な成果を受けて、人工知能全体があらた
めて実際的な適用について再評価されている。その名称の性質上からも過度の期待や恐れを生じている
が、その実態について、実践的なビジネス分野での適用を志す受講者を意識して、歴史の流れをひもとき
つつ、現在の技術水準と適用事例について論じる。人工知能とは何なのか、機械学習が意味すること、定
着するソリューションということ、社会へのインパクト、最近のブレークスルーについて、などを順にと
りあげる。
　人工知能やIoTについての入門的位置づけは、前期のIT SolutionもしくはGlobal IT科目で扱ってい
る。OIS上級・特論という科目として、「情報システムに関する新技術の利用による業務提案に共通す
る、上級レベルの考察と表現の手法、アイデアの実現について扱う」ことと意識している。その点から、
MBAにとって必要なレベルと形での、人工知能に関する技術理解、応用の仕方、実例、対象とする分野の
課題との整合などを意図する。さまざまな適用分野があるので、受講者の問題意識を確認し、それとのリ
ンクは重要な方針として含まれる。
　扱われる具体事例は大別して次になる。1）クレジット与信におけるオーソライザ補佐機能について、
2）コールセンタ支援、3）空港管理およびその初期機能の湾岸戦争での兵站、4）自動運転車をめぐる諸
課題、5）製造業でのプロセスマネジメント、6）市場予測、シーン分析、その他の展開・進行中の多くの
トピックス。最近見られる「AIにより、…をできるようにしました」というようなメッセージに対する判
断力を養う。

達成目標/Course objectives
人工知能全体と機械学習、その中での深層学習について、個別の適用案件に関連して実用的な価値判断が
できるようにすること、総合的な位置を理解することを達成目標とする。

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
OIS上級としての履修（すなわちMBAとして）については、活かしたい個別の活用案件に関わる課題を持っ
ている人、上級のマネジメントの課題として全体像を知ろうと思っている人。博士の学生については、博
士論文の作成に必要な事項の補足あるいは学者として必要な人工知能に関する知見を求める人。

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 人工知能解題：人工知能へのさまざまな期待の集まり、従来手法とは異なる解法、発
見法の有効性、意志・希望のITへの組み込み、MIT人工知能研究所という発端、現状
を考察すること。IoT、Industry4.0、デジタルビジネスとの関わり。
　受講者の問題意識がカギとなる。かならず希望者は、第一回に出席すること。

事前学習 シラバスの確認
事後学習 これからの学習の方向性の確認

2 授業計画 経験的な手順を書き表すこと、そして決定木に学ぶ。表現できるものはコンピュータ
化できる、適用したい課題を書き出すこと、証明されないが存在しうる手法を実現す
ることと過去の蓄積が生み出す経験的知識をコンピュータに移植すること、それらを
機械が学習するということ。事例紹介。

事前学習 自分が興味を持つ学習課題についてA4サイズ1枚のレポートを用意する。
事後学習 学習内容の確認

3 授業計画 与信意志決定分野（AMEX Authorizer’s Assistant、Master Card Chargeback polic
yなど）。
企業の意思・方針の組込、ルールの記述と成長・変更、事例に学ぶ

事前学習 前回内容の確認
事後学習 学習成果の確認

4 授業計画 Business Rulesと前向き推論。培われてきた手法とツール。前回事例の解釈。
事前学習 前回内容の確認
事後学習 学習成果の確認

5 授業計画 コールセンター分野での事例（Luminosso、COTOHAなど）。ケース対応、FAQ作成、自
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動応答と自然言語処理、そして意味構造の蓄積ということ。事例に学ぶ。
事前学習 前回内容の確認
事後学習 学習成果の確認

6 授業計画 ConceptNet、意味構造の蓄積、知識ベース、質問応答。前回事例の解釈。
事前学習 前回内容の確認
事後学習 学習成果の確認

7 授業計画 空港管理、ゲート管理とローディングを中心に。湾岸戦争における兵站。2つの実例
から。

事前学習 前回内容の確認
事後学習 学習成果の確認

8 授業計画 スケジューリング、プランニング支援、ロジスティクス支援。前回事例の解釈。そし
て自動運転

事前学習 前回内容の確認
事後学習 学習成果の確認

9 授業計画 自動運転の諸課題（Uberタクシー、カリフォルニアでの公道実験）、事例に学ぶ。
ニューラルネットとビッグデータ：神経回路を模する、ニューラルネットの機械学習
ということ。

事前学習 前回内容の確認
事後学習 学習成果の確認

10 授業計画 畳み込みニューラルネットとその応用、顔認識、シーン解析、画像カテゴリ類別な
ど。その仕組み。

事前学習 前回内容の確認
事後学習 学習成果の確認

11 授業計画 リカレントニューラルネットワークとストリーム処理（株価予測、自然言語会話等）
事前学習 前回内容の確認
事後学習 学習成果の確認

12 授業計画 小規模のツール開発、現代的実用化への試みのいくつか。LSTMの狙い、機械翻訳、対
話型応答、AI執事、読唇、露出計測、その他

事前学習 前回内容の確認
事後学習 学習成果の確認

13 授業計画 プロセスマネジメント、産業オートメーション、モニタリング、企業情報システムと
の融合の課題

事前学習 前回内容の確認
事後学習 学習成果の確認

14 授業計画 AIの課題、Applied AIの視点、AIチップとNVIDIA、AI活用での産業の変化、シンギュ
ラリティの議論

事前学習 前回内容の確認
事後学習 学習成果の確認

15 授業計画 今後期待される分野とその評価に関わる緒論、AIへの期待と恐れ、合理性の追求と人
間の非合理性、人工知能の倫理的課題、自動運転・ロボットの法制化

事前学習 総合的なまとめへの復習
事後学習 まとめ

授業方法/Method of instruction
講義と討論、発表

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 100% 講義内容の理解として講義中の質疑、3回ほどの小レ
ポート、最終レポート

教科書/Textbooks
1 備考/Remarks 井田昌之「MBAにとっての人工知能」コースパワーから

のダウンロード

参考書/Reference books
1 備考/Remarks 随時、参考資料を提示する

メッセージ/Message
結局人工知能で何をしたいのかを理解すること。知能とは何か、何なら今、扱えるのかを理解すること。
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年度 2019
科目名 共通　ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｽﾞ・情報ｼｽﾃﾑ演習Ⅰ
英文科目名 Operations and Information System  Seminar (1)
学期 単位前期 2
教員名 細田 髙道
英文教員名 HOSODA, Takamichi

講義概要/Course description
学術論文や書籍などを輪読し、そこから得た知見を各自の業務への応用を検討し議論をすることで、より
深いレベルでの理解を目指す。対象となる文献については、履修者と相談の上決定する。2018年度は「経
営戦略の思考法」を輪読し、学術的な視点から戦略論の各学派について深く考察した。

達成目標/Course objectives
目的に応じた適切な理論やフレームワークを説明することができ、正しく使える能力を身に着ける

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
履修希望者は第一回目に必ず出席をし、担当教員と履修について相談すること。

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 イントロダクション
事前学習 １年次の学びの復習
事後学習 配布資料の振り返り

2 授業計画 文献の読み込みと発表
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

3 授業計画 文献の読み込みと発表
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

4 授業計画 文献の読み込みと発表
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

5 授業計画 文献の読み込みと発表
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

6 授業計画 文献の読み込みと発表
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

7 授業計画 文献の読み込みと発表
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

8 授業計画 文献の読み込みと発表
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

9 授業計画 文献の読み込みと発表
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

10 授業計画 文献の読み込みと発表
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

11 授業計画 文献の読み込みと発表
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

12 授業計画 文献の読み込みと発表
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

13 授業計画 文献の読み込みと発表
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

14 授業計画 文献の読み込みと発表
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

15 授業計画 総括
事前学習 これまでの復習
事後学習 配布資料の振り返り
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授業方法/Method of instruction
参加者によるディスカッション

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 レポート  Report 40% 担当部分の予習レポート（４０％）：　分析とアプロー
チ

2 平常点  In-class Points 60% 発言点（６０％）：　妥当性、理解への貢献、オリジナ
リティ、タイミングと簡潔さ

教科書/Textbooks
1 備考/Remarks 特に定めない

参考書/Reference books
1 備考/Remarks 特に定めない
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年度 2019
科目名 共通　ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｽﾞ･情報ｼｽﾃﾑ演習Ⅰ
英文科目名 Operations and Information System  Seminar (1)
学期 単位後期 2
教員名 井田 昌之
英文教員名 IDA, Masayuki

講義概要/Course description
 人工知能の実用的採用に関して演習する。並行して開講されているOIS上級・特論科目での講義をさらに
深めて理解する演習を行う。演習指導者として想定しているのは、ビジネスの各領域での実際の適用に必
要な具体的な考察と実施に必要な諸知識の教授と、実際的な過去の実例の追試や独自の課題への挑戦に必
要な「道具」の把握をテーマとすることである。ビジネススクールの立場で、ふさわしいレベルでこれら
のことについて講義をし、次に各自が自分の持っているテーマを意識してワークする時間、それを指導す
る時間をとる。それぞれの興味をできるだけそのまま活かすことを考えているが、次の2つについては共
通する課題として学習する時間を持つ。一つは歴史的な展開を知ることで、技術変遷と現代の課題の枠組
みを理解する講義、もう一つは、具体例として、AlphaGoをとりあげ、初期の仕組み、その成功をうけたZ
EROの仕組みについて考察する講義である。これらに全体の半分の時間を割く。その後、それぞれの具体
的な課題にとりくむ時間をもち、発表と指導を中心にする。
　特に後半は、指定された講義時間で区切られることはかならずしもふさわしくないので、履修者と相談
しながら、全15回という長さの中で、別の時間帯の活用なども考慮しながら、演習を進める予定である。

達成目標/Course objectives
ディープラーニングならびに人工知能全般技術の現状を理解し、実務への応用への検討能力を持つ。

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
質問があればメールを歓迎する。履修条件としては特にない。

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 導入。全体像について
事前学習 このシラバスを確認しておく
事後学習 講義内容の復習

2 授業計画 第一ステップ（講義）：AIの全体像の中で
事前学習 前回の確認
事後学習 学習内容の復習

3 授業計画 第一ステップ2（講義）：AIの歴史的展開
事前学習 前回の確認
事後学習 学習内容の復習

4 授業計画 第一ステップ3（講義）：AIの展開の中で残っていったもの
事前学習 前回の確認
事後学習 学習内容の復習

5 授業計画 第一ステップ4（講義）：深層ニューラルネットワークが与えるもの
事前学習 前回の確認
事後学習 学習内容の復習

6 授業計画 第二ステップ（講義）：AlphaGoの位置、初期の仕組み
事前学習 前回の確認
事後学習 学習内容の復習

7 授業計画 第二ステップ2（講義）：AlphaGo Zeroへ
事前学習 前回の確認
事後学習 学習内容の復習

8 授業計画 第二ステップ3（講義）：AlphaGoの成功をどう理解するか
事前学習 前回の確認
事後学習 学習内容の復習

9 授業計画 第三ステップ：実験環境について クラウドAPI、Kerasを中心とする環境
事前学習 前回の確認
事後学習 学習内容の復習

10 授業計画 第三ステップ：過去の事例をとりあげて追試すること
事前学習 前回の確認
事後学習 学習内容の復習

11 授業計画 第三ステップ：各自の課題の紹介と討論
事前学習 前回の確認
事後学習 学習内容の復習

12 授業計画 第三ステップ：当該分野での意味、位置づけ、インパクト
事前学習 前回の確認
事後学習 学習内容の復習

13 授業計画 第三ステップ：課題についての発表
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事前学習 前回の確認
事後学習 学習内容の復習

14 授業計画 第三ステップ：検討と評価
事前学習 前回の確認
事後学習 学習内容の復習

15 授業計画 まとめ
事前学習 前回の確認
事後学習 最終レポートの作成と総括

授業方法/Method of instruction
講義と討論、演習と発表

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 100% 各ステップごとのレポート、最終レポート

教科書/Textbooks
1 備考/Remarks 履修生と相談して決めるが、原則としてCourse Powerに

講義資料を毎回提示する。
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年度 2019
科目名 共通　ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｽﾞ・情報ｼｽﾃﾑ演習Ⅰ
英文科目名 Operations and Information System  Seminar (1)
学期 単位後期 2
教員名 岩井 千明
英文教員名 IWAI, Chiaki

講義概要/Course description
異なる国々のマネジメントに関して、G.ホフステードやH.ロスリングの文献を購読し、OECDなどのデータ
ソースを用いて各国のデータ分析を行う。まずは、文献購読により分析のツールを得て、その上で現在あ
るいは近い将来に直面する課題の解決案を考える。

達成目標/Course objectives
それぞれのビジネス課題を世界の異文化マネジメントの関連付け、何らかの解を得ることを目指す。

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
特にないが、それなりの分量の図書を読んで参加すること。

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 授業の導入とゼミの意味の確認
事前学習 シラバスを読みテーマを考える。
事後学習 次回の課題を読むこと。

2 授業計画 文献の概要についての解説、討論
事前学習 指定文献の準備、目次の把握
事後学習 自己課題の準備

3 授業計画 各自課題の設定と発表、文献報告、討論
事前学習 課題の設定
事後学習 割り当て文献の発表準備

4 授業計画 各自割り当て部分の発表、討論
事前学習 文献割り当て部分の熟読
事後学習 割り当て文献の発表準備

5 授業計画 割り当て文献の発表、討論
事前学習 割り当て文献の発表準備
事後学習 割り当て文献の発表準備

6 授業計画 割り当て文献の発表、討論
事前学習 割り当て文献の発表準備
事後学習 割り当て文献の発表準備

7 授業計画 割り当て文献の発表、討論
事前学習 割り当て文献の発表準備
事後学習 割り当て文献の発表準備

8 授業計画 割り当て文献の発表、討論
事前学習 割り当て文献の発表準備
事後学習 割り当て文献の発表準備

9 授業計画 割り当て文献の発表、討論
事前学習 割り当て文献の発表準備
事後学習 割り当て文献の発表準備

10 授業計画 割り当て文献の発表、討論
事前学習 割り当て文献の発表準備
事後学習 割り当て文献の発表準備

11 授業計画 ワーキングペーパーの書き方、課題設定の見直し
事前学習 割り当て文献の発表準備
事後学習 各人テーマと章立ての検討

12 授業計画 各人テーマと章立ての発表、討論
事前学習 目次案の策定
事後学習 データ収集

13 授業計画 データ分析の議論
事前学習 データの準備
事後学習 データ分析の実践

14 授業計画 サマリーの報告、討論
事前学習 サマリーの準備
事後学習 本論の準備

15 授業計画 本論の発表
事前学習 本論の準備
事後学習 更なる発展への計画
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授業方法/Method of instruction
受講生の興味・関心を確認の上、購読文献の選定を行い、各自に発表順番を割り当てた輪読形式で進め
る。発表しながら討論を行い、各自の問題意識と解の結び付けを考える。アウトプットとしては、プレゼ
ンテーション形式で各自報告を行う。

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 平常点  In-class Points 65% 授業時の発表および討論への参加度合いを評価する。
2 その他  Others 35% 最終プレゼンテーション

教科書/Textbooks
1 著者名/Author G.ホフステード、G.J.ホフステード、M.ミンコフ

タイトル/Title 多文化世界　違いを学び未来への道を探る（第三版）
出版社/Publisher 有斐閣
出版年/Published year 2013

2 著者名/Author H.ロスリング、O.ロスリング、A.ロスリング・ロランド
タイトル/Title ファクトフルネス　賢い人ほど世界の真実を知らない
出版社/Publisher 日経BP
出版年/Published year 2019

メッセージ/Message
可能な人はレポート作成を目指してください。
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年度 2019
科目名 共通　ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｽﾞ・情報ｼｽﾃﾑ演習Ⅱ
英文科目名 Operations and Information System  Seminar (2)
学期 単位後期 2
教員名 細田 髙道
英文教員名 HOSODA, Takamichi

講義概要/Course description
学術論文や書籍などを輪読し、そこから得た知見を各自の業務への応用を検討し議論をすることで、より
深いレベルでの理解を目指す。対象となる文献については、履修者と相談の上決定する。2018年度は「経
営戦略の思考法」および「戦略プロフェッショナル」を輪読し、学術的戦略論と現場に根差した戦略論を
比較検討した。これら２つの戦略の違い、そして両者を深く理解することで初めて到達する新たな視点が
あることなどを確認した。最終的には各自の経験に裏付けられた自分なりの戦略論を構築した。

達成目標/Course objectives
目的に応じた適切な理論やフレームワークを説明することができ、正しく使える能力を身に着ける

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
担当教員が前期に実施した演習Iを履修していること。

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 イントロダクション
事前学習 １年次の学びの復習
事後学習 配布資料の振り返り

2 授業計画 文献の読み込みと発表
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

3 授業計画 文献の読み込みと発表
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

4 授業計画 文献の読み込みと発表
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

5 授業計画 文献の読み込みと発表
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

6 授業計画 文献の読み込みと発表
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

7 授業計画 文献の読み込みと発表
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

8 授業計画 文献の読み込みと発表
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

9 授業計画 文献の読み込みと発表
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

10 授業計画 文献の読み込みと発表
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

11 授業計画 文献の読み込みと発表
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

12 授業計画 文献の読み込みと発表
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

13 授業計画 文献の読み込みと発表
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

14 授業計画 文献の読み込みと発表
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

15 授業計画 総括
事前学習 これまでの復習
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事後学習 配布資料の振り返り

授業方法/Method of instruction
参加者によるディスカッション

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 レポート  Report 40% 担当部分の予習レポート（４０％）：　分析とアプロー
チ

2 平常点  In-class Points 60% 発言点（６０％）：　妥当性、理解への貢献、オリジナ
リティ、タイミングと簡潔さ

教科書/Textbooks
1 備考/Remarks 特に定めない

参考書/Reference books
1 備考/Remarks 特に定めない
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年度 2019
科目名 共通　統計的分析論Ⅰ/博士　統計的方法論
英文科目名 Statistical Method Ⅰ/Statistical Analysis Ⅰ
学期 単位前期 2
教員名 福井 義高
英文教員名 FUKUI, Yoshitaka

講義概要/Course description
　経済経営系大学院における統計の授業といえば，通常，量的データを前提とした回帰分析に基づく推測
統計が中心となるけれども，社会現象においては質的データ（アンケートにおける満足度の5段階評価な
ど）を扱うことも多い．また，確たる理論がない経営研究においては，データをまず扱いやすい形に要約
するという記述統計の視点も重要である．そこでこの授業では，学部初級程度の確率統計を復習した後，
統計分析に最低限必要な線形代数の知識を身につけ，回帰分析とともに，判別分析や主成分分析など多変
量解析手法を理解することを目指す．
　中身がブラックボックスのままのハウツーではなく，それぞれの手法の意味を高校上級程度の数学を通
して理解することを目標としている．（統計学を含む）数学の学習には問題演習が不可欠である．毎回、
事前に指定された教科書章末問題の解答案を、受講者全員に発表してもらう．理解を深めるため，適宜，
資料を配布する．なお，この授業は統計理論を理解することが目的なので，統計ソフトは一切使わない．

達成目標/Course objectives
　実証分析に最低限必要な多変量解析手法の習得

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
　高校2年程度の数学の知識と「統計分析Ⅱ」の履修（あるいは同等の理解）

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 多変量解析とは
事前学習 教科書第1章の予習
事後学習 教科書第1章の復習

2 授業計画 統計の基礎
事前学習 教科書第2章前半の予習
事後学習 教科書第2章前半の復習

3 授業計画 統計の基礎
事前学習 教科書第2章後半の予習
事後学習 教科書第2章後半の復習

4 授業計画 線形代数の基礎
事前学習 教科書第3章前半の予習
事後学習 教科書第3章前半の復習

5 授業計画 線形代数の基礎
事前学習 教科書第3章後半の予習
事後学習 教科書第3章後半の復習

6 授業計画 回帰分析
事前学習 教科書第4章の予習
事後学習 教科書第4章の復習

7 授業計画 回帰分析
事前学習 教科書第5章の予習
事後学習 教科書第5章の復習

8 授業計画 数量化1類
事前学習 教科書第6章の予習
事後学習 教科書第6章の復習

9 授業計画 判別分析
事前学習 教科書第7章の予習
事後学習 教科書第7章の復習

10 授業計画 主成分分析
事前学習 教科書第9章前半の予習
事後学習 教科書第9章前半の復習

11 授業計画 主成分分析
事前学習 教科書第9章後半の予習
事後学習 教科書第9章後半の復習

12 授業計画 数量化3類
事前学習 教科書第10章の予習
事後学習 教科書第10章の復習

13 授業計画 因子分析
事前学習 教科書第13章（一部）の予習
事後学習 教科書第13章（一部）の復習
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14 授業計画 クラスター分析
事前学習 教科書第12章の予習
事後学習 教科書第12章の復習

15 授業計画 パス解析
事前学習 教科書第13章（一部）の予習
事後学習 教科書第13章（一部）の復習

授業方法/Method of instruction
　問題演習を中心に行う

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 100% 　授業への貢献（100%）

教科書/Textbooks
1 著者名/Author 永田靖・棟近雅彦

タイトル/Title 多変量解析法入門
出版社/Publisher サイエンス社
出版年/Published year 2001

キーワード/Keywords
多変量解析
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年度 2019
科目名 共通　統計的分析論Ⅱ/博士　統計的方法論
英文科目名 Statistical Method Ⅱ/Statistical Analysis Ⅱ
学期 単位後期 2
教員名 森田 充
英文教員名 MORITA, Mitsuru

講義概要/Course description
　本講義では実証分析を用いた論文を読みこなし、自分の力で実証分析を行っていくために必要な計量経
済学の基礎理論について以下のテーマについて各2、3回かけて学んでいく。また、質的従属変数の分析や
パネルデータ分析など企業や家計など個々の経済主体の行動を分析するミクロ計量経済学の基礎理論と応
用についても解説していく。
　 授業は理論についての講義のほかに実際にデータを利用して計量パッケージソフトウエア（Stataを予
定，人数によって変更するかもしれません。）を用いた分析方法について解説をしていく。 （下記の内
容について講義、演習を行っていく予定ですが受講者のレベル、要望に応じて内容を変更するかもしれな
いので予めご了承ください。）

達成目標/Course objectives
実証分析を使った論文を理解できるような素養を身につけるとともに、簡単な実証分析を行えるような力
をつける。

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
ノートPCを持参できる方が望ましい

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 仮説検定基礎①
標本分布についての理解
仮説検定とは
標本平均の分布
標本分散の分布
標準正規分布・ｔ分布・カイ2乗分布・F分布

事前学習 当該内容に対応する箇所について参考書等で確認しておく
事後学習 当該内容の復習

2 授業計画 仮説検定②
平均値の検定
平均値の差の検定
分散比の検定
独立性の検定
相関係数の検定

事前学習 当該内容に対応する箇所について参考書等で確認しておく
事後学習 当該内容の復習

3 授業計画 Stataの導入
Stataの使い方

事前学習 StataのインストールできるPCを準備する
事後学習 Stataの操作方法に慣れる

4 授業計画 単回帰分析①
最小2乗法
回帰係数の導出
誤差項についての諸仮定
推定量の性質（不偏性・一致性・効率性）

事前学習 当該内容に対応する箇所についてテキスト・参考書等で確認しておく
事後学習 当該内容の復習

5 授業計画 単回帰分析②
回帰係数の推定量の分布
回帰係数の検定
決定係数の導出と見方

事前学習 当該内容に対応する箇所についてテキスト・参考書等で確認しておく
事後学習 当該内容の復習

6 授業計画 重回帰分析①
偏回帰係数の意味
必要な説明変数が足りないモデルと不必要な説明変数が含まれたモデルの推定量の性
質

事前学習 当該内容に対応する箇所についてテキスト・参考書等で確認しておく
事後学習 当該内容の復習

7 授業計画 重回帰分析②
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多重共線性
F検定

事前学習 当該内容に対応する箇所についてテキスト・参考書等で確認しておく
事後学習 当該内容の復習

8 授業計画 不均一分散①
不均一分散のもとでの推定量の性質
不均一分散の検定

事前学習 当該内容に対応する箇所についてテキスト・参考書等で確認しておく
事後学習 当該内容の復習

9 授業計画 不均一分散②
加重最小2乗法
ホワイトの修正

事前学習 当該内容に対応する箇所についてテキスト・参考書等で確認しておく
事後学習 当該内容の復習

10 授業計画 系列相関①
系列相関のもとでの推定量の性質
系列相関の検定

事前学習 当該内容に対応する箇所についてテキスト・参考書等で確認しておく
事後学習 当該内容の復習

11 授業計画 系列相関②
コクラン・オーカット法、２SPW法
Newey-Westの修正

事前学習 当該内容に対応する箇所についてテキスト・参考書等で確認しておく
事後学習 当該内容の復習

12 授業計画 2値選択モデル①
線形確率モデルの問題点
プロビット・ロジットモデル

事前学習 当該内容に対応する箇所についてテキスト・参考書等で確認しておく
事後学習 当該内容の復習

13 授業計画 2値選択モデル②
限界効果の推定
モデルの適合度

事前学習 当該内容に対応する箇所についてテキスト・参考書等で確認しておく
事後学習 当該内容の復習

14 授業計画 パネルデータ分析
パネルデータを使う意味
固定効果モデル
変量効果モデル
各種モデルの検定

事前学習 当該内容に対応する箇所についてテキスト・参考書等で確認しておく
事後学習 当該内容の復習

15 授業計画 総括
事前学習 期末レポートの作成・全体の講義内容について質問を考えておく
事後学習 期末レポートの作成

授業方法/Method of instruction
講義および演習

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 100% 宿題、期末レポートにより総合的に判断する。

参考書/Reference books
1 備考/Remarks つど指示しますが、早めに勉強を進めたい方は伴・中

村・跡田『エコノメトリックス（新版）』、山本『実証
分析のための計量経済学』、田中『計量経済学の第一
歩』などをざっと読んでおいてください。
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年度 2019
科目名 共通　ﾘｻｰﾁ･ﾒｿｯﾄﾞ/博士　研究方法論
英文科目名 Research Method
学期 単位前期 2
教員名 細田 髙道
英文教員名 HOSODA, Takamichi

講義概要/Course description
経営学の分野における研究者を目指す博士課程の学生と、学術的な研究論文を書こうとしているMBAの学
生を対象とします。研究者として最低限理解しておくべき知識について説明します。履修希望者は第一回
目の講義には必ず出席してください。

達成目標/Course objectives
「学術的な研究」とは何かを説明することができる。研究計画書を作成することができる。

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
MBAの学生も履修は可能ですが、内容は学術論文を執筆中の博士課程在学者むけとなります。話題の企業
についてまとめたいだけであれば、履修は再考した方がよいと思います。

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 そもそも「研究」とは？
事前学習 各自、自分の研究について語る準備をしておく
事後学習 配布資料の振り返り

2 授業計画 リサーチ・クエスチョンの重要性と仮説との違い
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

3 授業計画 文献レビューの重要性
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

4 授業計画 学術論文データベースの使い方
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

5 授業計画 文献引用のスタイル
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

6 授業計画 哲学的立場、データ、リサーチ・クエスチョンの関係
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

7 授業計画 研究の評価：どのような研究論文を書くべきか？
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

8 授業計画 研究成果の発表とその意義
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

9 授業計画 良い研究計画書の書き方
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

10 授業計画 研究者の心構え
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

11 授業計画 学生発表　I
事前学習 発表準備
事後学習 配布資料の振り返り

12 授業計画 学生発表　Ⅱ
事前学習 発表準備
事後学習 配布資料の振り返り

13 授業計画 まとめ
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

14 授業計画 フィードバック・セッション　I
事前学習 研究計画書の準備
事後学習 配布資料の振り返り

15 授業計画 フィードバック・セッション　Ⅱ
事前学習 研究計画書の準備　　　　　　　　
事後学習 配布資料の振り返り
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授業方法/Method of instruction
講義形式

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 100% 授業時間中のディスカッションへの貢献　４０％
最終レポート　６０％

参考書/Reference books
1 著者名/Author 川﨑剛

タイトル/Title 社会科学系のための優秀論文作成術
出版社/Publisher 勁草書房
備考/Remarks 講義の中で使うことはないが、各自入手して読み込んで

おくこと。
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年度 2019
科目名 共通　ﾍﾙｽｹｱ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
英文科目名 Health Care Management
学期 単位後期 2
教員名 加藤 晃
英文教員名 KATOU AKIRA.

講義概要/Course description
日本においては少子高齢化が急速に進展し医療技術が高度化する中、医療・介護分野における社会的ニー
ズが高まっている。医療福祉サービスを提供する経営体は、効率的で質の高いサービス提供が求められる
一方、健康保険財政の逼迫による制約条件がある中、如何にして事業を維持・成長させるかが大きな課題
となっている。
本講座では、ヘルスケア産業、その中でも「医療用医薬品産業」の分析を先ず行う。そのうえで創薬（研
究・開発）から製造、卸、薬局、IR、健康保険制度関連など、医薬品産業を巡る川上から川下までをカ
バーすることによって、受講者の同分野における理解の促進と研究の視野を広げられるように、テーマ毎
に多彩なゲスト講師を招聘するオムニバス形式によって授業を行う。事前学習による予習がとりわけ重要
である。

達成目標/Course objectives
医薬品産業に関する理解促進と経営的視野を拡大する。
各チームの発表により我が国の医療行政・ヘルスケア産業・企業への鋭い提言をできるようにする。

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
特になし

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 コースガイダンス、製薬産業の概観
事前学習 シラバスを良く読み臨むこと
事後学習 授業ノートの振り返り

2 授業計画 R&D（AI、ビッグデータの活用）
事前学習 事前に配布する資料を良く読んで臨むこと
事後学習 授業ノートの振り返り

3 授業計画 R&D（開発：臨床試験）
事前学習 事前に配布する資料を良く読んで臨むこと
事後学習 授業ノートの振り返り

4 授業計画 R&D（開発：市場調査）
事前学習 事前に配布する資料を良く読んで臨むこと
事後学習 授業ノートの振り返り

5 授業計画 オープンイノベーション１（理論）
事前学習 オープンイノベーションについて経営学的な意義を調べること
事後学習 授業ノートの振り返り

6 授業計画 オープンイノベーション２（グローバル企業の取り組み）
事前学習 オープンイノベーションについて経営学的な意義を調べること
事後学習 授業ノートの振り返り

7 授業計画 ポートフォリオ管理
事前学習 指定されたホームページの視聴
事後学習 授業ノートの振り返り

8 授業計画 医薬品の知的財産権
事前学習 配布資料に事前課題を明記
事後学習 授業ノートの振り返り

9 授業計画 医薬品産業のIR(含むAccess to Medicine)
事前学習 指定されたホームページの視聴
事後学習 授業ノートの振り返り

10 授業計画 セカンドオピニオン
事前学習 指定されたホームページの視聴
事後学習 授業ノートの振り返り

11 授業計画 製薬卸または処方箋薬局
事前学習 指定されたホームページの視聴
事後学習 授業ノートの振り返り

12 授業計画 証券アナリストから見た製薬産業
事前学習 配布資料に事前課題を明記
事後学習 授業ノートの振り返り

13 授業計画 商品ライフサイクル（PLCM）
事前学習 配布資料に事前課題を明記
事後学習 授業ノートの振り返り
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14 授業計画 研究発表、（受講者数によって「最近の話題」）
事前学習 プレゼンの準備
事後学習 別途指示

15 授業計画 研究発表
事前学習 プレゼンの準備
事後学習 別途指示

授業方法/Method of instruction
多彩なゲスト講師による講演、課題と研究発表

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 レポート  Report 20% 中間課題レポート（個人）
2 平常点  In-class Points 40% 授業への貢献（質問・発表）
3 その他  Others 40% 研究発表（チーム）

教科書/Textbooks
1 備考/Remarks 指定なし

参考書/Reference books
1 備考/Remarks 適宜紹介

なお、医薬品業界以外の受講者は、以下の書籍を予め読
むことをお勧めする。
『最新《業界の常識》よくわかる医薬品業界』 長尾剛
司著（2018）　日本実業出版

メッセージ/Message
ヘルスケア関連業界（医薬・医療機器・医療サービス等）に勤務している方はもちろん、興味がある方に
受講いただきたい。履修前提科目はない。
なお、ゲスト講師の都合により出講する順番および内容が変更となることがある。

キーワード/Keywords
創薬、オープンイノベーション、R&D
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年度 2019
科目名 共通　医療経済学
英文科目名 Medical Economics
学期 単位前期 2
教員名 稲垣 中
英文教員名 INAGAKI, Ataru

講義概要/Course description
わが国の医療費は増加の一途をたどっている。このために日本国政府は医療費を削減すべく，さまざまな
施策を施してきたが，目標を達成したとは到底言えないのが実情で，近年は費用対効果の考え方を医療に
導入することも検討されている。 この講義では，①日本の医療制度の特徴，②日本の国民医療費の構
造，③医療の費用対効果とはどのような考え方かについて学習し，受講者諸君の医療問題に関するセンス
を涵養することを目指す。 

達成目標/Course objectives
現在のわが国の医療政策のトピックである『医療の費用対効果』という概念について理解する

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
医療に関する専門知識を持っていなくてもよい。 

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 オリエンテーション
本講義の概要と授業の進め方について説明する。

事前学習 参考書『「薬剤経済」わかりません！！ 』の第1章に相当
事後学習 自身の問題・関心と授業の目指すところが乖離していないかどうか確認する。

2 授業計画 わが国の医療保険制度（その１）
本講義受講の前提となる知識として，わが国の医療保険制度について概説するととも
に，わが国の国民医療費の構造と，近年医療の費用対効果に関する議論が行われるよ
うになった背景について考察する。

事前学習 必須ではないが参考書である『医療・介護問題を読み解く（池上直己・著；日経文
庫）』の該当部分を読んでおくほうが好ましい。

事後学習 適宜指示
3 授業計画 わが国の医療保険制度（その２）

引き続き，わが国の医療保険制度について解説するとともに，わが国の国民医療費の
構造と，近年医療の費用対効果に関する議論が行われるようになった背景について考
察する。 

事前学習 必須ではないが参考書である『医療・介護問題を読み解く（池上直己・著；日経文
庫）』の該当部分を読んでおく方が好ましい

事後学習 適宜指示
4 授業計画 わが国の医療保険制度（その３）

引き続き，わが国の医療保険制度について解説するとともに，わが国の国民医療費の
構造と，近年医療の費用対効果に関する議論が行われるようになった背景について考
察する。

事前学習 必須ではないが参考書である『医療・介護問題を読み解く（池上直己・著；日経文
庫）』の該当部分を読んでおく方が好ましい 

事後学習 適宜指示
5 授業計画 医療の費用対効果とは？（その１）

医療の費用対効果について検討する際に必須となる，費用効果比，増分費用効果比，
単純優位，拡張優位といった概念について解説する。

事前学習 参考書『「薬剤経済」わかりません！！ 』の第２章に相当
参考書『医療経済評価研究における分析手法に関するガイドライン』 の第３，４章
に相当

事後学習 課題をCoursePowerにアップするので，授業中に提示された期日までに答案を提出す
ること。

6 授業計画 医療の費用対効果とは？（その２）
医療の費用対効果について検討する際に必須となる，費用効果分析，費用最小化分
析，費用効用分析，費用便益分析といった概念について解説する。

事前学習 参考書『「薬剤経済」わかりません！！ 』の第４章に相当
参考書『医療経済評価研究における分析手法に関するガイドライン』 の第３，４章
に相当

事後学習 適宜指示
7 授業計画 医療における「効果」とは？（その１）

医療の費用対効果について検討する際に，「効果」の指標としてどのようなものを用
いるべきなのかについて概説する。今回は健康関連QOL，および質調整生存年（QAL
Y）という概念についても解説する。
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事前学習 参考書『「薬剤経済」わかりません！！ 』の第６章に相当
参考書『医療経済評価研究における分析手法に関するガイドライン』 の第６章に相
当

事後学習 課題をCoursePowerにアップするので，授業中に提示された期日までに答案を提出す
ること。

8 授業計画 医療における「効果」とは？（その２）
引き続き，健康関連QOL，およびQALYという用語の概念について理解するとともに，
健康関連QOL，およびQALYの測定方法について解説する。

事前学習 参考書『「薬剤経済」わかりません！！ 』の第８章に相当
参考書『医療経済評価研究における分析手法に関するガイドライン』 の第６章に相
当

事後学習 課題をCoursePowerにアップするので，授業中に提示された期日までに答案を提出す
ること。

9 授業計画 医療における「費用」とは？（その１）
医療の費用対効果について検討する際の費用の考え方について解説する。直接費用，
生産性費用，分析の視点などといった概念について理解することを目指す。

事前学習 参考書『「薬剤経済」わかりません！！ 』の第６章に相当
参考書『医療経済評価研究における分析手法に関するガイドライン』 の第２，８，
９章に相当 

事後学習 適宜指示
10 授業計画 医療における「費用」とは？（その２）

医療の費用対効果における費用の考え方に関連して，将来費用と時間割引，費用対効
果閾値などといった概念について解説するとともに，費用および効果のデータを集め
るための方法論について説明する。

事前学習 参考書『「薬剤経済」わかりません！！ 』の第６章に相当
参考書『医療経済評価研究における分析手法に関するガイドライン』 の第４，８，
９，１０章に相当

事後学習 課題をCoursePowerにアップするので，授業中に提示された期日までに答案を提出す
ること。

11 授業計画 モデル分析（その１）：決定分析
医療の費用対効果について検討するための代表的手法である『決定分析』とはどのよ
うなものであるか説明するとともに，簡単な決定分析の例題を解いてみる。

事前学習 参考書『「薬剤経済」わかりません！！ 』の第１１章に相当
参考書『医療経済評価研究における分析手法に関するガイドライン』 の第１１章に
相当

事後学習 課題をCoursePowerにアップするので，授業中に提示された期日までに答案を提出す
ること。

12 授業計画 モデル分析（その２）：マルコフ・モデル
『決定分析』と並ぶもう１つの費用対効果の代表的分析手法であるマルコフ・モデル
について説明するとともに，簡単なマルコフ・モデルの例題を解いてみる。

事前学習 参考書『「薬剤経済」わかりません！！ 』の第１１章に相当
参考書『医療経済評価研究における分析手法に関するガイドライン』 の第１１章に
相当

事後学習 課題をCoursePowerにアップするので，授業中に提示された期日までに答案を提出す
ること。

13 授業計画 感度分析
モデル分析を行う際には，分析に組み込まれたパラメータの不確実性が問題となるの
で，感度分析と呼ばれる手法が用いられる。ここでは感度分析の考え方について解説
する。

事前学習 参考書『「薬剤経済」わかりません！！ 』の第9章に相当
参考書『医療経済評価研究における分析手法に関するガイドライン』 の第１２章に
相当

事後学習 課題をCoursePowerにアップするので，授業中に提示された期日までに答案を提出す
ること。

14 授業計画 わが国の薬価制度
現在のわが国における医薬品の価格が決定されるプロセス（薬価制度）について説明
するとともに，現行制度が費用対効果の考え方とどのように食い違っているかについ
て考えてみる。

事前学習 厚労省webページに掲載されている資料（事前に指定する）
事後学習 課題をCoursePowerにアップするので，授業中に提示された期日までに答案を提出す

ること。
15 授業計画 演習

これまでの講義で習得した知識を生かして，医薬品の費用対効果に関する論文を実際
に読んでみる。

事前学習 事前に論文を指定するので，熟読してくること。
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事後学習 これまでの講義内容を踏まえて，レポートを作成する。

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 100% 授業期間中数回課題を出すので，その結果に基づいて評
価する。

参考書/Reference books
1 著者名/Author 五十嵐中，佐條麻里

タイトル/Title 「薬剤経済」わかりません！！
出版社/Publisher 東京図書
出版年/Published year 2014
価格/Price 3024円

2 著者名/Author 坂巻弘之
タイトル/Title やさしく学ぶ薬剤経済学
出版社/Publisher じほう
出版年/Published year 2003
価格/Price 2808円

3 著者名/Author 池上直己著
タイトル/Title 日本の医療と介護
出版社/Publisher 日本経済新聞出版社
出版年/Published year 2017.4
ISBN 9784532134693
価格/Price 2200円+税

4 著者名/Author 福田敬ほか
タイトル/Title 医療経済評価研究における分析手法に関するガイドライ

ン
出版年/Published year 2013
価格/Price 0
備考/Remarks http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-H

okenkyoku-Iryouka/0000033418.pdf
5 著者名/Author 福田敬ほか

タイトル/Title 中央社会保険医療協議会における費用対効果評価の分析
ガイドライン

出版年/Published year 2015
価格/Price 0
備考/Remarks http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-H

okenkyoku-Iryouka/0000104722.pdf 

キーワード/Keywords
費用対効果（cost-effectiveness）  
  薬剤経済学（pharmacoeconomics）
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年度 2019
科目名 共通　海外研修ｾﾐﾅｰ
英文科目名 Overseas Study Seminar
学期 単位後期集中 2
教員名 市野 初芳
英文教員名 ICHINO, Hatsuyoshi

講義概要/Course description
　ABSでは、海外の経済・社会を知るため現地を視察し、交流を深めることを目的とした海外研修セミ
ナーを実施している。2018年度は、タイ・バンコクにあるタマサート大学のビジネススクールの講義を受
講し、さらにタイの現地企業を訪問し意見交換を行った。2019年度は、マレーシア・クアラルンプールに
あるマラヤ大学などのビジネススクールで講義を受講するとともに現地企業を訪問する予定である。目的
は、①イスラム教を国教とする複合民族国家であるマレーシア社会の理解を深めること、②イスラム金融
の基礎知識を身につけること、である。
　日程は、8月のお盆休み前後を予定している。参加定員は最大15名。参加希望者多数の場合は、事前レ
ポートをもとに担当教員の判断で決定する。参加者には、マレーシア社会の歴史、経済の発展状況等につ
いて事前学習（レポート提出）と研修終了後のレポート提出が課題となる。詳しいスケジュールや参加費
用等については、5月まで説明会を開催するので、履修希望者は参加すること。
　なお、渡航前に読むべき参考書等は別途指示する。

達成目標/Course objectives
テーマは、マレーシアのような複合民族国家を訪ね、イスラム金融の基本的な仕組みの理解、ビジネスス
クールの学生との交流、現地企業又は銀行を訪問し現地ビジネスの実態を把握することである。

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
特になし。

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 事前説明会の開催
事前学習 特になし
事後学習 説明会の内容を検討し、参加するかどうか慎重に判断

2 授業計画 海外研修セミナーのスケジュール等について説明
事前学習 事前説明会の内容を再確認
事後学習 最終的に参加するか否かの決定

3 授業計画 事前課題のレポート作成・提出
事前学習 マレーシア社会の歴史や経済状況等をリサーチ
事後学習 レポート作成を通して、自身の興味関心の絞り込み

4 授業計画 空路東京からマレーシア・クアラルンプールへ、到着後市内見学
事前学習 渡航前の注意事項を再確認
事後学習 到着後、海外研修の目的を再確認

5 授業計画 マレーシアの大学で講義を受講 1
事前学習 特になし
事後学習 授業時の課題提出

6 授業計画 マレーシアの大学で講義を受講 2
事前学習 特になし
事後学習 授業時の課題提出

7 授業計画 マレーシアの大学で講義を受講 3
事前学習 特になし
事後学習 授業時の課題提出

8 授業計画 Malaysia Business Case Study 1
事前学習 事前配布資料の確認
事後学習 授業時課題の提出

9 授業計画 Malaysia Business Case Study 2
事前学習 事前配布資料の確認
事後学習 授業時課題の提出

10 授業計画 Malaysia Business Case Study 3
事前学習 事前配布資料の確認
事後学習 授業時課題の提出

11 授業計画 イスラム銀行を訪問
事前学習 イスラム金融に関する入門書の熟読
事後学習 訪問レポートの作成

12 授業計画 現地企業を訪問
事前学習 マレーシア経済の基礎知識の確認
事後学習 訪問レポートの作成

13 授業計画 イスラム金融の現状と課題
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事前学習 イスラム金融の基礎知識を確認
事後学習 イスラム金融における自身の研究テーマの決定

14 授業計画 マレーシア・クアラルンプールから帰国
事前学習 特になし
事後学習 特になし

15 授業計画 海外研修レポートの作成と提出
事前学習 海外研修の成果の確認
事後学習 特になし

授業方法/Method of instruction
英語による講義の受講、ケーススタディの実施、現地企業とのディスカッション

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 100% 履修者は、事前研修および事後研修を受講し、レポート
を提出する。成績評価の条件は、海外研修へ参加するこ
と、研修スケジュールに意欲的に取り組むこと、であ
る。成績評価は、提出されたレポート、研修参加状況等
を含め総合的に判断する。

メッセージ/Message
Flex time の学生は、1週間の休暇を取る必要があるので慎重に検討ください。また、研修中の健康状態
や身の回りの管理は、参加者自身が責任をもつこと。
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年度 2019
科目名 共通　ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ
英文科目名 Internship
学期 単位後期集中 2
教員名 伊藤 晴祥
英文教員名 ITO, Haruyoshi

講義概要/Course description
企業等の組織や機関において行われる実習活動、フィールドワーク、OJT（On-the-Job-Training）等の活
動を通して、経営の諸事象に関心を高め、知的能力と実務能力を涵養し、本研究科での授業で学ぶ教育の
効果をさらに高めることを目的として、以上のような実習を研究科科目として認定し、単位を認定する。
インターンシップ履修希望者は、事前に所定の申請手続きをとることが必要である。申請する際には、
「専門科目インターンシップの認定に関する申請書」（専門職大学院教務課にて配布）、「企業概要」、
「企業のインターンシップ制度パンフレット」等を専門職大学院教務課に提出し、担当教員の面接審査を
受けて、単位認定対象としてのインターンシップ科目として認定される必要がある。必ずしもすべてのイ
ンターンシップが本研究科の「インターンシップ」科目として認定されるとは限らないので、応募に際し
ては十分注意すること。

達成目標/Course objectives
インターンシップを通じて、企業経営についての知識や経験を積み、自身のキャリアデザインを考える。

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
研究科外の実習活動がインターンシップ科目として認定されるための主な条件は以下の通り。①インター
ンシップに従事する総時間数は90時間以上でなければならない。②インターンシップの期間は、大学の授
業等に支障をきたさぬように原則として夏期休暇期間とする。③交通費、食費等の実費以外に報酬が支給
される場合は、インターンシップ科目としては認定しない。④定められた日程に従って、担当教員の面接
を受けること。⑤企業からのインターンシップ受入承諾書（必須）、その他必要書類を期限までに提出す
ること。⑥一旦開始したインターンシップは、自己都合で止めないこと。⑦終了後に課題レポートを提出
し、担当教員との事後面接を受けること。その他の詳しい申請手続きや条件については専門職大学院教務
課で確認すること。

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 事前面接
事前学習 自分がインターンシップで何を学びたいか、どのような経験をしたいかをまとめる
事後学習 インターンシップについての目標設定

2 授業計画 インターンシップ先での業務体験
事前学習 インターンシップ先における業務から自分が何を習得するかの目標設定
事後学習 目標に対する到達度合いの評価

3 授業計画 インターンシップ先での業務体験
事前学習 インターンシップ先における業務から自分が何を習得するかの目標設定
事後学習 目標に対する到達度合いの評価

4 授業計画 インターンシップ先での業務体験
事前学習 インターンシップ先における業務から自分が何を習得するかの目標設定
事後学習 目標に対する到達度合いの評価

5 授業計画 インターンシップ先での業務体験
事前学習 インターンシップ先における業務から自分が何を習得するかの目標設定
事後学習 目標に対する到達度合いの評価

6 授業計画 インターンシップ先での業務体験
事前学習 インターンシップ先における業務から自分が何を習得するかの目標設定
事後学習 目標に対する到達度合いの評価

7 授業計画 インターンシップ先での業務体験
事前学習 インターンシップ先における業務から自分が何を習得するかの目標設定
事後学習 目標に対する到達度合いの評価

8 授業計画 インターンシップ先での業務体験
事前学習 インターンシップ先における業務から自分が何を習得するかの目標設定
事後学習 目標に対する到達度合いの評価

9 授業計画 インターンシップ先での業務体験
事前学習 インターンシップ先における業務から自分が何を習得するかの目標設定
事後学習 目標に対する到達度合いの評価

10 授業計画 インターンシップ先での業務体験
事前学習 インターンシップ先における業務から自分が何を習得するかの目標設定
事後学習 目標に対する到達度合いの評価

11 授業計画 インターンシップ先での業務体験
事前学習 インターンシップ先における業務から自分が何を習得するかの目標設定
事後学習 目標に対する到達度合いの評価
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12 授業計画 インターンシップ先での業務体験
事前学習 インターンシップ先における業務から自分が何を習得するかの目標設定
事後学習 目標に対する到達度合いの評価

13 授業計画 インターンシップ先での業務体験
事前学習 インターンシップ先における業務から自分が何を習得するかの目標設定
事後学習 目標に対する到達度合いの評価

14 授業計画 インターンシップ先での業務体験
事前学習 インターンシップ先における業務から自分が何を習得するかの目標設定
事後学習 目標に対する到達度合いの評価

15 授業計画 報告書の内容説明、事後面接
事前学習 自身のインターンシップ経験をまとめた報告書の作成
事後学習 インターンシップの経験に基づき将来のキャリアプランを深耕する

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 100% 報告書: 100%(含む面接とインターンシップ先からの評
価書)
成績評価は、インターンシップ先からの評価書、イン
ターンシップ終了後の提出レポートと担当教員による面
接の評価によって行われ合格した場合2単位が与えられ
る。
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年度 2019
科目名 共通　ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･ｹﾞｰﾑ
英文科目名 Management Game
学期 単位前期 8
教員名 岩井 千明/福井 一枝
英文教員名 IWAI, Chiaki/FUKUI KAZUE

講義概要/Course description
本科目は、原則として学生４(５)名１組で仮想の消費財会社(時計メーカー)の経営を行う。米国カーネ
ギーメロン大学(CMU)との合同のビジネスシミュレーションゲームである。全ての資料は英語で、コミュ
ニケーションは主に電子メール、Webを通じて行われる。仮想の会社は他の4社と競合しながら、米国、イ
ギリス、ドイツ、中国および日本のマーケットに対して腕時計の製造・販売を行う。過去10数年分のデー
タを元に経営計画を策定し、計３回取締役会での報告・承認を受けながら70項目のデータを（CMU）のコ
ンピュータに入力する。競合他社は全てCMUなど海外のMBAの学生のチームであり、グローバルな競争を体
験することが可能となる。

達成目標/Course objectives
マネジメント、マーケティング、財務、会計、オペレーションといった会社機能の全体を把握するととも
に、経営者が直面する諸問題（経営計画の策定、取締役会での発表と承認、リスク管理、チーム内の動機
付け、株主への情報開示など）を実際に経験することにより履修者の問題解決能力を向上させていくこと
にある。

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
期間中は週20時間以上の個人、チーム活動の時間を要する。また、チームが活動の単位になるので最後ま
で同じチームでやり遂げることができる学生のみが受講可能である。
また、取締役会は全て出席する必要がある。

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 オリエンテーション　（岩井・福井）
事前学習 授業・シラバスで指示した参考文献を読む
事後学習 授業・シラバスで指示した参考文献を読む

授業で配布した資料・データの分析を行う
2 授業計画 マニュアルの精読　（岩井・福井）

事前学習 授業・シラバスで指示した参考文献を読む
事後学習 授業・シラバスで指示した参考文献を読む、授業で配布した資料・データの分析を行

う
3 授業計画 回帰分析とデータ分析　（岩井・福井）

事前学習 授業・シラバスで指示した参考文献を読む
事後学習 授業・シラバスで指示した参考文献を読む、授業で配布した資料・データの分析を行

う
4 授業計画 マーケティングプラン・ストラテジックプランの精読　（岩井・福井）

事前学習 授業・シラバスで指示した参考文献を読む
事後学習 授業・シラバスで指示した参考文献を読む、授業で配布した資料・データの分析を行

う
5 授業計画 データ入出力の練習　（岩井・福井）

事前学習 授業・シラバスで指示した参考文献を読む
事後学習 授業・シラバスで指示した参考文献を読む、授業で配布した資料・データの分析を行

う
6 授業計画 ストラテジックプランのドラフトについてのプレゼンテーション　（岩井・福井）

事前学習 授業・シラバスで指示した参考文献を読む
事後学習 授業で指示した課題を行う

7 授業計画 意思決定入力の 説明　（岩井・福井）
事前学習 授業・シラバスで指示した参考文献を読む
事後学習 授業で指示した課題を行う

8 授業計画 1年目入力　（岩井・福井）
事前学習 授業・シラバスで指示した参考文献を読む
事後学習 授業で指示した課題を行う

9 授業計画 過去のマネジメント・ゲーム受講者による体験談　（岩井・福井）
事前学習 授業・シラバスで指示した参考文献を読む
事後学習 授業で指示した課題を行う

10 授業計画 第1回ボードミーティング　（岩井・福井）
事前学習 授業で指示した課題を行う
事後学習 授業で指示した課題を行う

11 授業計画 2年目入力　（岩井・福井）
事前学習 授業で指示した課題を行う
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事後学習 授業で指示した課題を行う
12 授業計画 マーケティングプランのプレゼンテーション　（岩井・福井）

事前学習 授業で指示した課題を行う
事後学習 授業で指示した課題を行う

13 授業計画 3年目入力　（岩井・福井）
事前学習 授業で指示した課題を行う
事後学習 授業で指示した課題を行う

14 授業計画 第2回ボードミーティング　（岩井・福井）
事前学習 授業で指示した課題を行う
事後学習 授業で指示した課題を行う

15 授業計画 最終ボードミーティング　（岩井・福井）
事前学習 授業で指示した課題を行う
事後学習 授業で指示した課題を行う

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 100% 原則としてCMUの成績基準で決定する。すなわち、取締
役会での評価、チームの成績、マーケティングプラン、
個人のポートフォリオ、チームメンバー間の相互評価の
総合点（相対評価）等である。

教科書/Textbooks
1 備考/Remarks 指定のWebから各自ダウンロードする。

メッセージ/Message
カーネギーメロン大学が提供するデータはMS Windows 版のExcelのマクロを使用しているため、Windows
版Excel2010以降が稼働するPCが必要である。（Mac版Excelでは一部稼働しない場合がある）
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年度 2019
科目名 共通　ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ･ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
英文科目名 Advanced Corporate Communication
学期 単位通年 8
教員名 伊藤 晴祥/北川 哲雄
英文教員名 ITO, Haruyoshi/KITAGAWA, Tetsuo

講義概要/Course description
本科目は通年開講科目であり１年間を通じて今後必要とされる優秀なチーフ・コーポレート・コミュニ
ケーション・オフィサー（CCO）の育成を行うことを目的とします。すなわち企業内で言えば広報部、IR
部、CSR部、経営企画部、社長室に関わる業務に関係しますがそれらを束ねる企業の官房長官的な役割を
担う人材の育成を狙った科目として理解してください。主なテーマとしては「インベスター・リレーショ
ンズ」「パブリック・リレーションズ」「コーポレートガバナンス」「統合報告」「財務政策」「SDGs」
「サステナブル報告とCSR活動」「ソーシャルオーディター」と多岐にわたります。ファイナンスやアカ
ウンティングに関する知識があることは前提としていません。自信のない方には別途補講等を行います。
テーマごとに豊富な経験を有するゲスト講師が来られます。学習効果の判定のために個人ベース・チーム
ベース両方でのレポートとプレゼン発表の機会があります。尚、通年故に夏期課題もあることに留意して
ください。

達成目標/Course objectives
上場企業の最先端の広報部、IR部、CSR部、コーポレートコミュニケーション部の幹部社員としての必要
な知識を身に着けこれらの部門を率いるコーポレートコミュニケーション・オフィサーとして将来活躍で
きる素地を作ることを目標とする。

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
なし

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 オリエンテーション　本コースの目的の説明（伊藤・北川）
事後学習 授業終了時に復習用に与えられた課題を行う

2 授業計画 コーポレートコミュニケーションオフィサーとは何か（伊藤・北川）
事前学習 前回授業時に示した予習課題を行う
事後学習 授業終了時に復習用に与えられた課題を行う

3 授業計画 インベスター・リレーションズの基礎（１）（伊藤・北川）
事前学習 前回授業時に示した予習課題を行う
事後学習 授業終了時に復習用に与えられた課題を行う

4 授業計画 インベスター・リレーションズの基礎（２）（伊藤・北川）
事前学習 前回授業時に示した予習課題を行う
事後学習 授業終了時に復習用に与えられた課題を行う

5 授業計画 財務情報の作成（１）（伊藤・北川）
事前学習 前回授業時に示した予習課題を行う
事後学習 授業終了時に復習用に与えられた課題を行う

6 授業計画 財務情報の作成（２）（伊藤・北川）
事前学習 前回授業時に示した予習課題を行う
事後学習 授業終了時に復習用に与えられた課題を行う

7 授業計画 CSR活動の基礎（１）（伊藤・北川）
事前学習 前回授業時に示した予習課題を行う
事後学習 授業終了時に復習用に与えられた課題を行う

8 授業計画 CSR活動の基礎（２）（伊藤・北川）
事前学習 前回授業時に示した予習課題を行う
事後学習 授業終了時に復習用に与えられた課題を行う

9 授業計画 コーポレートガバナンス・システムの理解（１）（伊藤・北川）
事前学習 前回授業時に示した予習課題を行う
事後学習 授業終了時に復習用に与えられた課題を行う

10 授業計画 コーポレートガバナンス・システムの理解（２）（伊藤・北川）
事前学習 前回授業時に示した予習課題を行う
事後学習 授業終了時に復習用に与えられた課題を行う

11 授業計画 パブリック・リレーションズの基礎（１）（伊藤・北川）
事前学習 前回授業時に示した予習課題を行う
事後学習 授業終了時に復習用に与えられた課題を行う

12 授業計画 パブリック・リレーションズの基礎（２）（伊藤・北川）
事前学習 前回授業時に示した予習課題を行う
事後学習 授業終了時に復習用に与えられた課題を行う

13 授業計画 投資家・アナリストの理解（伊藤・北川）
事前学習 前回授業時に示した予習課題を行う
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事後学習 授業終了時に復習用に与えられた課題を行う
14 授業計画 IRのケース研究（伊藤・北川）

事前学習 ケース研究企業に対する質問事項の作成
事後学習 授業終了時に復習用に与えられた課題を行う

15 授業計画 PRのケース研究（伊藤・北川）
事前学習 ケース研究企業に対する質問事項の作成
事後学習 夏期課題に対し準備する

16 授業計画 ESG評価会社の研究（伊藤・北川）
事前学習 夏期課題の事前提出
事後学習 授業終了時に復習用に与えられた課題を行う

17 授業計画 ESG投資家の研究（伊藤・北川）
事前学習 前回授業時に示した予習課題を行う
事後学習 授業終了時に復習用に与えられた課題を行う

18 授業計画 企業価値創造プロセスの表明（伊藤・北川）
事前学習 前回授業時に示した予習課題を行う
事後学習 授業終了時に復習用に与えられた課題を行う

19 授業計画 コーポレートガバナンス報告書の研究（伊藤・北川）
事前学習 前回授業時に示した予習課題を行う
事後学習 授業終了時に復習用に与えられた課題を行う

20 授業計画 財務政策の研究（伊藤・北川）
事前学習 前回授業時に示した予習課題を行う
事後学習 授業終了時に復習用に与えられた課題を行う

21 授業計画 サステナブル報告書の作成（伊藤・北川）
事前学習 前回授業時に示した予習課題を行う
事後学習 授業終了時に復習用に与えられた課題を行う

22 授業計画 フェアーディスクロジャー（伊藤・北川）
事前学習 前回授業時に示した予習課題を行う
事後学習 授業終了時に復習用に与えられた課題を行う

23 授業計画 企業の統合報告ケース研究（１）（伊藤・北川）
事前学習 ケース研究企業に対する質問事項の作成
事後学習 授業終了時に復習用に与えられた課題を行う

24 授業計画 企業の統合報告ケース研究（２）（伊藤・北川）
事後学習 授業終了時に復習用に与えられた課題を行う

25 授業計画 CSR評価機関の研究（伊藤・北川）
事前学習 前回授業時に示した予習課題を行う
事後学習 授業終了時に復習用に与えられた課題を行う

26 授業計画 ソーシャルオーディター（伊藤・北川）
事前学習 前回授業時に示した予習課題を行う
事後学習 授業終了時に復習用に与えられた課題を行う

27 授業計画 SASB（伊藤・北川）
事前学習 前回授業時に示した予習課題を行う
事後学習 授業終了時に復習用に与えられた課題を行う

28 授業計画 最終個人研究発表（１）（伊藤・北川）
事前学習 最終個人研究レポートの提出とプレゼンテーション準備
事後学習 授業終了時に復習用に与えられた課題を行う

29 授業計画 最終個人研究発表（２）（伊藤・北川）
事前学習 最終個人研究レポートの提出とプレゼンテーション準備
事後学習 授業終了時に復習用に与えられた課題を行う

30 授業計画 最終個人研究発表（３）（伊藤・北川）
事前学習 最終個人研究レポートの提出とプレゼンテーション準備
事後学習 １年間の評価レビュー

授業方法/Method of instruction
講義、プレゼンテーション (個人・グループ)等適宜組み合わせる。

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 レポート  Report 80% レポート・プレゼンテーションの内容80％
2 その他  Others 20% 授業への貢献度20％

教科書/Textbooks
1 備考/Remarks なし

参考書/Reference books
1 備考/Remarks 適宜指示する。
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メッセージ/Message
ゲスト講師の都合により内容が前後したり入れ替わることもある
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年度 2019
科目名 共通　企業分析とﾌｧﾝﾄﾞ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ
英文科目名 Business Analysis and Fund Management  Simulation
学期 単位通年 8
教員名 森田 充/吉野 貴晶
英文教員名 MORITA, Mitsuru/YOSHINO, Takaaki

講義概要/Course description
本講義は、公益社団法人日本証券アナリスト協会の寄附講座です。
また、本研究科のMBAプログラムで修得した知識（特にファイナンス・アカウンティング分野の知識）の
総まとめ的役割を果たす科目の一つとして位置づけられています。

講義ではアナリストレポートの作成とアクティブ運用の疑似体験を行います。アクション・ラーニングを
通じて、企業分析、業績予想に基づく企業価値評価の方法を習得し、ポートフォリオ組成の組成を通じて
銘柄選定方法を学ぶとともに、ポートフォリオ管理のためのリスク分析の考え方、パフォーマンスの評価
の仕方について習得します。リスク分析、パフォーマンスの評価は実際の運用機関（投資信託、投資顧
問）が利用しているポートフォリオ管理のためのソフトウエアPOETを利用します（株式会社大和総研ビジ
ネス・イノベーションご提供）。また、毎月の運用成果・リバランス結果についてのプレゼンテーション
を行い、実務家の評価を受けます。

達成目標/Course objectives
アクティブラーニングを通じて
・基本的な財務諸表の理解とそれを踏まえた業績予想の実践
・基本的なファイナンス理論の理解と実践
・基本的な経営戦略の知識
・企業評価の実際
・市場を通じた経済の動きについての理解
・リスク管理の考え方と実際
・基本的な統計手法
が身につきファイナンス・アカウンティング分野の総まとめを行うことができることを期待しています。

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 オリエンテーション　～本コースの目的の説明　/ ファンドマネジャー・アナリスト
などインベストメントチェーンのつながり　（森田・吉野）

事前学習 事前説明会に参加すること
事後学習 適宜指示

2 授業計画 目論見書と投資哲学　/ 投資指標　（森田・吉野）
事前学習 授業内で指示
事後学習 適宜指示

3 授業計画 ポートフォリオ構築の基礎　/ データ・情報の取得　（森田・吉野） 
事前学習 授業内で指示
事後学習 適宜指示

4 授業計画 企業価値評価概略　/ バックテストの演習　（森田・吉野）
事前学習 授業内で指示
事後学習 適宜指示

5 授業計画 財務三表のつながり / 業績予想に必要な資料の集め方（森田・吉野）
事前学習 授業内で指示
事後学習 適宜指示

6 授業計画 財務三表と業績予想 / 財務諸表の縮尺　（森田・吉野）
事前学習 授業内で指示
事後学習 適宜指示

7 授業計画 ポートフォリオ構築の練習（プレゼンテーション）　　（森田・吉野）
事前学習 プレゼンテーション資料の準備
事後学習 プレゼンテーション時に指摘された点を踏まえて改善点を考える

8 授業計画 POET演習　（森田・吉野）
事前学習 授業内で指示
事後学習 適宜指示

9 授業計画 業績予想の考え方（売上）　/ 業績予想の考え方とExcelによる業績予想の解説　 
（森田・吉野）

事前学習 授業内で指示
事後学習 アナリストレポート作成の準備

10 授業計画 業績予想の考え方（減価償却、設備投資、研究開発など）/ アナリスト業務の実際　
（森田・吉野）

事前学習 授業内で指示
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事後学習 アナリストレポート作成の準備
11 授業計画 企業のライフサイクル　/ 　DCFについて　（森田・吉野）

事前学習 授業内で指示
事後学習 企業評価グループワーク

12 授業計画 経営戦略と業績予想（SWOTなど）　/ 　企業評価グループワーク　（森田・吉野）
事前学習 授業内で指示
事後学習 適宜指示

13 授業計画 企業評価プレゼンテーション　（森田・吉野）
事前学習 プレゼンテーション資料の準備
事後学習 プレゼンテーション時に指摘された点を踏まえて改善点を考える

14 授業計画 業績予想のまとめ /　ポートフォリオの組成グループワーク（森田・吉野）
事前学習 授業内で指示
事後学習 適宜指示

15 授業計画 ポートフォリオ構築の練習（プレゼンテーション）　　（森田・吉野）
事前学習 授業内で指示
事後学習 適宜指示

16 授業計画 レビュー委員会①　（森田・吉野）
事前学習 8月末でのポートフォリオの組成およびプレゼンテーション資料の準備
事後学習 プレゼンテーション時に指摘された点を踏まえて、改善点を考える

17 授業計画 リバランスの考え方　/　 POET時系列分析　（森田・吉野）
事前学習 授業内指示
事後学習 適宜指示

18 授業計画 経済環境の見方・考え方　/　 アトリビューションの見方、バックテストの考え方・
やり方（森田・吉野）

事前学習 授業内で指示
事後学習 適宜指示

19 授業計画 企業価値評価、EBOモデルによる株価評価　/ EBOワークシート解説 （森田・吉野）
事前学習 授業内で指示
事後学習 適宜指示

20 授業計画 レビュー委員会②　（森田・吉野）
事前学習 投資哲学に沿って9月末でのポートフォリオを作成、プレゼンテーション資料の準備
事後学習 プレゼンテーション時に指摘された点を踏まえて、運用報告書作成の準備を進める

21 授業計画 運用評価の考え方：IRとICなどの関係　（森田・吉野）
事前学習 授業内で指示
事後学習 適宜指示

22 授業計画 相場の見方・考え方 / グループワーク（森田・吉野）
事前学習 授業内で指示
事後学習 適宜指示

23 授業計画 レビュー委員会③　（森田・吉野）
事前学習 10月末でリバランスしたポートフォリオの作成およびプレゼンテーション資料の準備
事後学習 プレゼンテーション時に指摘された点を踏まえて、運用報告書作成の準備を進める

24 授業計画 景気局面と投資指標 / 最近の投資手法　スマートベータ　（森田・吉野）
事前学習 授業内で指示
事後学習 適宜指示

25 授業計画 行動ファイナンス　/ 企業評価グループワーク（森田・吉野）
事前学習 授業内で指示
事後学習 適宜指示

26 授業計画 リバランス候補銘柄についての企業評価発表（改善提案を考える）　（森田・吉野）
事前学習 授業内で指示
事後学習 適宜指示

27 授業計画 AIを使った株式運用 / グループワーク（森田・吉野）
事前学習 授業内で指示
事後学習 適宜指示する

28 授業計画 レビュー委員会④　（森田・吉野）
事前学習 11月末でリバランスしたポートフォリオの作成およびプレゼンテーション資料の準備
事後学習 プレゼンテーション時で指摘された点を踏まえて、運用報告書作成の準備を進める

29 授業計画 アノマリーについて / グループワーク（森田・吉野）
事前学習 講義内で指示
事後学習 12月末でリバランスしたポートフォリオの作成およびプレゼンテーション資料の準備

30 授業計画 レビュー委員会⑤　（森田・吉野）
事前学習 12月末でリバランスしたポートフォリオの作成およびプレゼンテーション資料の準備
事後学習 運用報告書の作成

授業方法/Method of instruction
講義、および、グループ学習、および、プレゼンテーション
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成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 100% グループ学習、および、プレゼンテーション 等の成果
を総合的に評価する

教科書/Textbooks
1 備考/Remarks なし

参考書/Reference books
1 備考/Remarks 適宜指示する

メッセージ/Message
ゲスト講師の都合により順番が入れ替わることがあります。また受講生の人数によっては、グループでの
授業運営や授業内容について変更する場合がありますのでご了承ください。
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年度 2019
科目名 共通　ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ･ﾋﾞｼﾞﾈｽ･ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅠ
英文科目名 Internet Business Project Ⅰ
学期 単位前期 4
教員名 井田 昌之/西村 一彦
英文教員名 IDA, Masayuki/NISHIMURA, Kazuhiko

講義概要/Course description
　インターネット・ビジネス・プロジェクト、略称IBP、は、ビジネスのデジタル化の着実な流れの中で
必要なスキルと経験について、総合科目として位置を活かしながら実際的な課題についての理解を大テー
マとしている。ビジネスプランニングの初期段階から、新事業の稼働、そして運営までの全体の流れを疑
似体験しながら、それぞれの段階で必要なことを学習する。ビジネスの本質と実現に利用するテクノロ
ジーの間の距離は縮まっており、マネジメント層もITを人任せにせずに、戦略的活用の武器とするべきだ
という視点に立っている。
　年間では４つのステージが設けられ、IBP1および2に区切られる。机上のプランに留まらない、より現
実的なビジネスへの適用能力の習得を目指す。詳細についての説明は、例年1月末にある説明会での配布
資料、および研究科配布資料を参照してほしい。
　 ビジネスにネット活用を組み込んでいきたい一般企業のマネジメント層、及び、IT企業において基本
的なネットの理解力を備え、グローバルなオペレーションを行える人材の育成を目的としている。ステー
ジごとに個人作業、集団作業での課題遂行が求められるが、ステージ２，３では観光を題材にWeb制作、
ネットマーケティングを駆使した事業エンハンスに取り組む。

達成目標/Course objectives
・ビジネスアイデアの実現能力・スキル・判断力の習得
・ビジネスの立案と運営の知識
・基盤となるITおよびネットの理解、応用能力の獲得

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
科目としては特にない。さまざまな領域においてITをビジネスに適用していきたい人、IT業界において
ネット全般の知識および基本オペレーションを確認したい人、ITを活かせる管理職への就職、IT業界への
転職を考えている人、などが望まれる。

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 Stage1 No.1 IBP全体課題の導入、基盤知識、予備実験　（井田）
事前学習 シラバスの確認
事後学習 講義内容の確認

2 授業計画 Stage1 No.2 テクノロジとビジネスチャンスをつなぐ　（井田）
文献学習、予備実験

事前学習 前回の確認
事後学習 学習内容の復習

3 授業計画 Stage1 No.3 アイデアをビジネスプランにする、文献学習／ネット上のプレゼンス　
（井田）

事前学習 前回の確認
事後学習 学習内容の復習

4 授業計画 Stage1 No.4 Webサーバのしくみとホームページの作成、文献学習／情報システムと
しての課題　（井田）

事前学習 前回の確認
事後学習 学習内容の復習

5 授業計画 Stage1 No.5 Webサイト設計とビジネスの立ち上げ、eコマース開発と運営サイクル、
文献学習／Going On-line　（井田）

事前学習 前回の確認
事後学習 学習内容の復習

6 授業計画 Stage1 No.6　既存サイトの比較、事業計画への基本的な理解　（井田）
事前学習 前回の確認
事後学習 学習内容の復習

7 授業計画 Stage1 No.7 Webマイニング基礎実験とネットビジネスのねらい、講演　（井田）
事前学習 前回の確認
事後学習 学習内容の復習

8 授業計画 Stage2 No.1 ゴール設定と要件定義、ワイヤーフレームでデザイン体験　（西村）
事前学習 シラバスの確認
事後学習 学習内容の復習

9 授業計画 Stage2 No.2 Webから顧客を知る、スマホを活かす、PCWebとスマホの違い　（西村）
事前学習 前回内容の確認
事後学習 学習内容の復習

10 授業計画 Stage2 No.3 ユーザエクスペリエンス設計　（西村）
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事前学習 前回までの確認
事後学習 学習内容の復習

11 授業計画 Stage2 No.4 Webサイトの制作と運用　（西村）
事前学習 前回までの確認
事後学習 学習内容の確認

12 授業計画 Stage2 No.5 モバイルアプリ発注実験　（西村）
事前学習 前回までの確認
事後学習 学習内容の復習

13 授業計画 Stage2 No.6　Webサイト構築ワーク　（西村）
事前学習 前回の確認
事後学習 学習内容の確認

14 授業計画 Stage2 No.７ 利用技術の評価　関連技術動向　（西村）
事前学習 前回の確認
事後学習 学習内容の確認

15 授業計画 Stage2 No.8 発表会　（井田・西村）
事前学習 発表会準備
事後学習 ステージ２成果の確認

授業方法/Method of instruction
プロジェクト学習を中心とし、講義、討論、発表が加わる

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 100% 成績はステージごとに採点され、最後に担当者で成績会
議を開いて、最終点を確定する。Stage2,3はグループ
ワーク、Stage1,4は個人ワークを中心としているが、い
ずれのステージでも成績は個人ごとに評価される。

教科書/Textbooks
1 備考/Remarks テキスト・資料をダウンロードして使用

メッセージ/Message
やりながら考える。実際にぶつかってみて、はじめて理論の意味に一歩近づく。総まとめの総合科目とし
ての位置を意識していて、IT・ネットの重要性は全体を通して意識されるが、継続性・事業性・市場性の
あるビジネスについてアクションラーニングする。
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年度 2019
科目名 共通　ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ･ﾋﾞｼﾞﾈｽ･ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅡ
英文科目名 Internet Business Project Ⅱ
学期 単位後期 4
教員名 井田 昌之/小宮 紳一
英文教員名 IDA, Masayuki/KOMIYA, Shinichi

講義概要/Course description
　インターネット・ビジネス・プロジェクト、略称IBP、は、ビジネスのデジタル化の着実な流れの中で
必要なスキルと経験について、総合科目として位置を活かしながら実際的な課題についての理解を大テー
マとしている。ビジネスプランニングの初期段階から、新事業の稼働、そして運営までの全体の流れを疑
似体験しながら、それぞれの段階で必要なことを学習する。ビジネスの本質と実現に利用するテクノロ
ジーの間の距離は縮まっており、マネジメント層もITを人任せにせずに、戦略的活用の武器とするべきだ
という視点に立っている。
　年間では４つのステージが設けられ、IBP1および2に区切られる。机上のプランに留まらない、より現
実的なビジネスへの適用能力の習得を目指す。詳細についての説明は、例年1月末の説明会での配布資料
および研究科配布資料を参照してほしい。
　 ビジネスにネット活用を組み込んでいきたい一般企業のマネジメント層、及び、IT企業において基本
的なネットの理解力を備え、グローバルなオペレーションを行える人材の育成を目的としている。ステー
ジごとに個人作業、集団作業での課題遂行が求められるが、ステージ２，３では観光を題材にWeb制作、
ネットマーケティングを駆使した事業エンハンスに取り組む。

達成目標/Course objectives
・ビジネスアイデアの実現能力・スキル・判断力の習得
・ビジネスの立案と運営の知識
・基盤となるITおよびネットの理解、応用能力の獲得

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
科目としては特にない。さまざまな領域においてITをビジネスに適用していきたい人、IT業界において
ネット全般の知識および基本オペレーションを確認したい人、ITを活かせる管理職への就職、IT業界への
転職を考えている人、などが望まれる。

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 Stage3 No.1 事業計画書の作成
ターゲットとなるユーザーの明確化と数量化　（小宮）

事前学習 シラバスの確認
事後学習 学習内容の復習

2 授業計画 Stage3 No.2 ネットビジネス商品設定と価値のプロモーション　（小宮）
事前学習 前回の確認
事後学習 学習内容の復習

3 授業計画 Stage3 No.3 マーケティングプランの立案　（小宮）
事前学習 前回の確認
事後学習 学習内容の復習

4 授業計画 Stage3 No.4 ネットマーケティングの手法　（小宮）
事前学習 前回の確認
事後学習 学習内容の復習

5 授業計画 Stage3 No.5　ネットマーケティングの数値化と効果　（小宮）
事前学習 前回の確認
事後学習 学習内容の復習

6 授業計画 Stage3 No.6 情報発信およびコミュニケーション戦略　（小宮）
事前学習 前回の確認
事後学習 学習内容の復習

7 授業計画 Stage3 No.7 発表会　（井田・小宮）
事前学習 発表会準備
事後学習 学習内容の復習

8 授業計画 Stage4 No.1 新技術潮流とイノベーション　（井田）
グループプロジェクトの反省、情報システムプランニングの特質
起業・新ビジネス展開の課題

事前学習 シラバスの確認
事後学習 学習内容の復習

9 授業計画 Stage4 No.2 ログ解析そしてアクセス解析、SEO／SEM、
Webマイニング、ライフログと利用者のプロファイルということ　（井田）

事前学習 前回の確認
事後学習 学習内容の復習

10 授業計画 Stage4 No.3 ログ解析実験、Webプロモーション、背景理論、Facebook最適化　（井
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田）
事前学習 前回の確認
事後学習 学習内容の復習

11 授業計画 Stage4 No.4 スマホ活用とO2O、有効なタイトルと説明文・感動を呼ぶキャッチフ
レーズ　（井田）

事前学習 前回の確認
事後学習 学習内容の復習

12 授業計画 Stage4 No.5 前回プロジェクトの発表と討論、ゲスト講演　（井田）
事前学習 前回の確認
事後学習 学習内容の復習

13 授業計画 Stage4 No.6 　CRM、行動心理学的考察、Applied AIとしての側面（井田）
事前学習 前回の確認
事後学習 学習内容の復習

14 授業計画 Stage4 No.7 予備実験再考　（井田）
事前学習 前回の確認
事後学習 学習内容の復習

15 授業計画 Stage4 No.8 IBP全体成果の検証、最終発表会　（井田・小宮・西村）
事前学習 発表会準備
事後学習 全体の総括

授業方法/Method of instruction
Stage3はプロジェクト学習を中心とし、Stage4は、個別学習と一時的なチーム編成による学習をする。こ
れに講義、討論、発表が加わる。

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 100% 成績はステージごとに採点され、最後に担当者で成績会
議を開いて、最終点を確定する。Stage2,3はグループ
ワーク、Stage1,4は個人ワークを中心としているが、い
ずれのステージでも成績は個人ごとに評価される。

教科書/Textbooks
1 備考/Remarks テキスト・資料をダウンロードして使用

メッセージ/Message
やりながら考える。実際にぶつかってみて、はじめて理論の意味に一歩近づく。総まとめの総合科目とし
ての位置を意識していて、IT・ネットの重要性は全体を通して意識されるが、継続性・事業性・市場性の
あるビジネスについてアクションラーニングする。
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年度 2019
科目名 共通　ﾋﾞｼﾞﾈｽ･ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ
英文科目名 Business Planning
学期 単位前期 4
教員名 髙橋 文郎/伊藤 大輔
英文教員名 TAKAHASHI, Fumio/ITO, Daisuke

講義概要/Course description
  本科目は、新規事業の事業計画を少人数のグループで作成することにより、社内起業やソーシャルビジ
ネスも含めたベンチャービジネスを起業する能力を育成することを目的とする。特に、実現性の高いビジ
ネスモデルの開発と顧客開拓を効果的に行えるマーケティング戦略の構築に重点を置き、顧客現場を重視
した肌で感じるビジネスの創出に必要な能力の獲得を目的とする。本科目の特徴として、起業家やベン
チャーキャピタリストをゲストスピーカーとして招いて、実務的な評価を受けることにより、実現性の高
いビジネスモデルと事業計画の作成を行うことが挙げられる。
　本科目は、ほぼ毎週、チームによるプレゼンテーションを行い、それに対する教員/ゲストスピーカー
によるコメントを基に事業計画を改善するというプロセスで授業を行い、参加者には授業時間以外に毎
週、数時間にわたるグループワークが要求される。新しいビジネスを構築したいという探求心があり、グ
ループワークの協調性に富み、プレゼンテーション能力を高めたいという意欲のある学生の参加を歓迎す
る。

達成目標/Course objectives
企業理念やビジネスアイデアの創出からビジネスプランの作成までのプロセスを経験することによるベン
チャービジネス起業能力の養成
競争優位をもたらすビジネスモデルとマーケティング戦略を策定する能力の養成

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
関連科目として、「イノベーション・マネジメント」、「新事業とベンチャー」、「アントレプレナー
シップ」、「ソーシャル・アントレプレナー」等の履修を推奨する。（履修条件ではない。）

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 授業の進め方・スケジュールの説明／新規事業構想の基礎知識（髙橋・伊藤）
事前学習 新規事業についてラフなアイデアを考える。
事後学習 チーム編成と役割分担を決定する。

2 授業計画 新規事業構想の基礎技術（髙橋・伊藤）
事前学習 自分が興味がある新規事業アイデアを考える。
事後学習 新規事業の具体的な構想を考える。

3 授業計画 経営理念の策定（髙橋・伊藤）
事前学習 どのような経営理念を持つべきか考える。
事後学習 チームが起業する会社の経営理念を策定する。

4 授業計画 経営理念のプレゼンテーション／ビジネスモデルキャンバスの基礎理解（髙橋・伊
藤）

事前学習 経営理念のプレゼンテーションの準備を行う。
事後学習 ビジネスモデルキャンバスを策定する。

5 授業計画 ビジネスモデルキャンバスのプレゼンテーション／ビジネスプラン策定に必要な市場
調査手法の説明（髙橋・伊藤）

事前学習 ビジネスモデルキャンバスのプレゼンテーションの準備を行う。
事後学習 市場調査手法を決め、市場調査を行う。

6 授業計画 事業計画の作成方法／ビジネスモデル・プレゼンテーション資料の作成方法（髙橋・
伊藤）

事前学習 ビジネスモデルについて考える。
事後学習 ビジネスモデルを策定する。

7 授業計画 ビジネスモデルのプレゼンテーション／ビジネスプランで投資家が見るポイント（髙
橋・伊藤）

事前学習 ビジネスモデルのプレゼンテーションの準備を行う。
事後学習 事業計画のプレゼンテーション資料を策定する。

8 授業計画 効果的なプレゼンテーションの方法（髙橋・伊藤）
事前学習 事業計画のプレゼンテーション資料を作成する。
事後学習 事業計画のプレゼンテーションの準備を行う。

9 授業計画 事業計画のプレゼンテーション／ビジネスプランに対するアンケート（髙橋・伊藤）
事前学習 事業計画のプレゼンテーションの準備を行う。
事後学習 事業計画のプレゼンテーション資料を改善する。ビジネスプランに対するアンケート

を行う。
10 授業計画 ファイナンシャル・プランの作成方法／プロトタイプの作成（髙橋・伊藤）

事前学習 事業計画のプレゼンテーション資料を改善する。
事後学習 新規事業の業績予想を行う。プロトタイプを作成し、プレゼンテーション資料に加え
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る。
11 授業計画 プロトタイプを加えた事業計画のプレゼンテーション（髙橋・伊藤）

事前学習 事業計画にプロトタイプを加えて、プレゼンテーションの準備を行う。
事後学習 教員からのコメントを基に事業計画を改善する。

12 授業計画 事業計画のプレゼンテーション＋OB/OGからのコメント（髙橋・伊藤）
事前学習 事業計画のプレゼンテーションの準備を行う。
事後学習 OB/OGからのコメントを基に事業計画を改善する。

13 授業計画 事業計画のプレゼンテーション＋ベンチャーキャピタリストからのコメント（髙橋・
伊藤）

事前学習 事業計画のプレゼンテーションの準備を行う。
事後学習 ベンチャーキャピタリストからのコメントを基に事業計画を改善する。

14 授業計画 事業計画のプレゼンテーション＋教員からのコメント（髙橋・伊藤）
事前学習 事業計画のプレゼンテーションの準備を行う。
事後学習 教員からのコメントを基に事業計画を改善する。

15 授業計画 事業計画の最終プレゼンテーション（髙橋・伊藤）
事前学習 事業計画のプレゼンテーションの準備を行う。
事後学習 事業計画書を完成させる。

授業方法/Method of instruction
講義、ディスカッション、事業計画のプレゼンテーション

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 その他  Others 70% 事業計画書の完成度、ビジネスプランの内容、プレゼン
テーション能力

2 平常点  In-class Points 30% 毎回の授業への貢献度

参考書/Reference books
1 著者名/Author 長谷川博和

タイトル/Title ベンチャー経営論
出版社/Publisher 東洋経済新報社
出版年/Published year 2018年
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年度 2019
科目名 共通　ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ･ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ･ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
英文科目名 Marketing Planning Project
学期 単位前期 4
教員名 宮副 謙司/内海 里香
英文教員名 MIYAZOE, Kenshi/UTSUMI Rika

講義概要/Course description
マーケティング領域の青山アクション・ラーニング（体験的学習プロジェクト）「マーケティング・プラ
ンニング・プロジェクト（略称MPP）」は、「クリエイティブな青学MBA」を代表する科目として、次代の
創造的なリーダーを養成する科目である。
　マーケティング要素全般（顧客、製品、ブランド、チャネル、コミュニケーションなど）にわたるテー
マで、産学連携により企業のマーケティング課題と消費者ニーズを捉えたマーケティング戦略の計画を行
い、実際に対象企業に向けて提案する演習である。これまで習得してきたマーケティングに関する専門知
識を統合的に駆使して、課題解決の体験を通じて学ぶ。

消費トレンド研究、戦略理論研究、ビジネスモデル研究などをもとに、フィールド調査、インタビュー調
査、エスノグラフィック調査などを適宜行い、産学連携先の企業や団体に対して戦略提案のコンサルティ
ングを行うものである。数か月にわたる活動になるので、プロジェクトマネジメントやプレゼンテーショ
ンなどのスキルも養成される。

MPP2019は、米国ポートランドの生活スタイルや地域活性化活動の事例を参考に、これからの時代の都市
（郊外）生活のあり方や、消費者（生活者）の生活スタイル（働き方など）をマーケティングの立場から
構想し、東京：世田谷を具体的な実現の場として、産官学連携で、そこでの新たな地域価値の創造と、そ
の伝達・提供について戦略策定（プランニング）と提案を試みる。
➡世田谷の地域コミュニティの充実へ向けたライフスタイル・マーケティング戦略を策定するプロジェク
ト演習とする。

産官学連携先＝米国オレゴン州政府駐日代表部、世田谷区、玉川髙島屋SC（東神開発）、ポートランド州
立大学（PSU）（調整中）など

達成目標/Course objectives
①企業に向け特定テーマに関して、市場環境や消費者ニーズなどを的確に捉えたマーケティング戦略を立
案する
②期待する能力（高めたい能力）-企画の創造性（デザインの冴え）、企画の実現可能性（デザインの実
現度）

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
プロジェクト期間の最後まで研究・学修をやり遂げること。産学連携企業（団体）に対し社会人としてき
ちんと接し、対応できること。グループワークに協調性を持って参画し、責任をもってグループ成果物を
作成できること。

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 コースガイダンス、自己紹介と課題の発表、ポートランドの概要、地域活性化で実現
されていること、チームビルディング、役割分担（ゲスト対応担当、議事録担当な
ど）（宮副・内海）

事前学習 シラバスを読み講義内容の全体像を把握する、
事後学習 教科書「米国ポートランドの地域活性化戦略」のディスカッション該当部分を読みな

おす
2 授業計画 ポートランドの概要と生活スタイルについてのレクチャーとディスカッション、ポー

トランドの地域価値、その伝達と提供、地域活性化の担い手、及びその実現要因（宮
副・内海）

事前学習 教科書「米国ポートランドの地域活性化戦略」第1部から第3部を読む
事後学習 教科書「米国ポートランドの地域活性化戦略」のディスカッション該当部分を読みな

おす
3 授業計画 MPPで仕上げる成果物の概要説明とプロジェクトの進め方、地域活性化のマーケティ

ング、プランニング方法論、MPPプランニングの成果物とPJの進め方計画、プロジェ
クト・マネジメント、ワークデザイン、調査設計　（宮副・内海）

事前学習 参考図書「地域活性化マーケティング」を読む
事後学習 参考図書「地域活性化マーケティング」の授業該当部分を読みなおす

4 授業計画 世田谷マーケティング①-世田谷区（行政）の地域活性化の取り組み、世田谷フィー
ルドリサ―チ（現地調査）（宮副・内海）

事前学習 世田谷区（行政）の地域活性化の取り組みについてネットや文献で事前に情報収集す
る、フィールドリサーチ計画を用意する

事後学習 フィールドリサ―チ結果のリフレクション
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5 授業計画 世田谷マーケティング②-世田谷区保坂区長　授業内講演、世田谷で実現したいポー
トランド型生活スタイルに関するプランニング構想策定（仮説導出）（宮副・内海）

事前学習 保坂区長への質問事項を準備する
事後学習 保坂区長授業内講演のまとめ

6 授業計画 世田谷マーケティング③-玉川髙島屋S・C.玉川髙島屋の概要と地域への取組み（東神
開発エグゼクティブの授業内講演）、現地調査（宮副・内海）

事前学習 玉川髙島屋S・C.玉川髙島屋に関する事前情報収集と理解
事後学習 東神開発エグゼクティブの授業内講演のまとめ

7 授業計画 グループワーク、グループ別基本戦略プランニング、プロジェクト計画策定（宮副・
内海）

事前学習 プランニングテーマ関連情報収集
事後学習 プランニング資料の進捗確認（補足部分への対応）

8 授業計画 グループワーク、世田谷区、二子玉川地区の現地調査、髙島屋SCへのヒヤリング、
フィジビリティの確認（宮副・内海）

事前学習 適宜指示します
事後学習 適宜指示します

9 授業計画 グループワーク、リサーチまとめ、プランニング資料作成（宮副・内海）
事前学習 適宜指示します
事後学習 適宜指示します

10 授業計画 戦略案の中間報告、グループ別発表、検討ディスカッション（地域メンバーの参画の
可能性もあり）（宮副・内海）

事前学習 グループ別プレゼン資料の準備
事後学習 戦略案の絞り込み

11 授業計画 ポートランド関係者との交流　米国オレゴン州政府駐日代表部トム・ディコルチャ氏
授業内講演、ポートランド州立大学教員・学生、あるいは留学生ゲストディスカッ
ション、（宮副・内海）

事前学習 米国オレゴン州政府駐日代表部の活動、ポートランド州立大学の活動について事前情
報収集

事後学習 プランニング案の詰め、具体性・実現可能性のアップ
12 授業計画 グループワーク、プランニング資料作成（宮副・内海）

事前学習 適宜指示します
事後学習 適宜指示します

13 授業計画 グループワーク、プレゼンテーションのリハーサル　（宮副・内海）
事前学習 プレゼン資料の準備
事後学習 プレゼン資料の修正、調整

14 授業計画 最終報告会、ポートランドの生活スタイル、地域活性化の活動事例を参考とした世田
谷の新たな地域価値の創造・伝達・提供のプラン提案（地域コミュニティの充実へ向
けたマーケティング戦略）プレゼンテーション　（宮副・内海）

事前学習 プレゼン資料の準備
事後学習 プレゼンについてのコメントに関するリフレクション

15 授業計画 活動の振り返り　（宮副・内海）
事前学習 活動の振り返り
事後学習 活動の振り返り

授業方法/Method of instruction
　講義、演習、ケースメソッド、フィールドワークなど複合的な方法で学ぶが、中心はグループによる自
主的な体験学習である

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 レポート  Report 70% プランニング中間報告成果物及び最終報告成果物（着眼
点、ロジックの通った戦略策定、戦略の独自性・創造
性、戦略の実現可能性、プレゼンテーションの表現力な
どで評価する）

2 平常点  In-class Points 30% 個人の評価（プロジェクトへの参加度、貢献度、及び個
人が作成する期末レポートなど）

教科書/Textbooks
1 著者名/Author 宮副謙司・内海里香

タイトル/Title 米国ポートランドの地域活性化戦略
出版社/Publisher 同友館
出版年/Published year 2017年
ISBN 9784496052828
価格/Price 2400E
備考/Remarks 事前によく読んで受講すること
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参考書/Reference books
1 著者名/Author 宮副謙司

タイトル/Title 地域活性化マーケティング
出版社/Publisher 同友館
出版年/Published year 2014年
ISBN 9784496050817
価格/Price 2800E
備考/Remarks その他は適宜紹介します

キーワード/Keywords
新領域マーケティング  コミュニティ・ベースト・ラーニング  プロジェクト・マネジメント
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年度 2019
科目名 共通　ﾌｧｲﾅﾝｽ&ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ
英文科目名 Finance & Technology
学期 単位後期 4
教員名 武田 澄広
英文教員名 TAKEDA, Sumihiro

講義概要/Course description
　第4次産業革命といわれる技術革新がコンピュータ技術を中核として進行しており、この技術革新の波
は既存の産業構造をも熔解しつつある。金融部門においても金融(Finance) と　情報技術（ＩＴ）(Techn
ology)を合わせたフィンテック(FinTech)という言葉を新聞で見ない日は無いほどになってきており、既
存の金融機関や新規企業が新たな金融サービスを提供すべく覇を競っている。
　経営管理者を養成するビジネススクールは、この技術革新と無関係ではありえない。ビジネススクール
は技術者を養成する機関ではないが、この技術革新の動向を理解しなければ長期的には経営方針を策定す
ることは困難だろうし、短期的にも日々の企業運営を効率的に行うことは困難になってきている。この科
目では、現在進行中の技術革新を理解することができる経営管理者の養成を目指す。

達成目標/Course objectives
１）　人工知能技術（ディープラーニング等）の理解・応用
２）　Block Chain技術の理解・応用
３）　最新の産業・科学技術（量子コンピュータ等）の動向理解
４）　グループワークによる新規プロジェクトの企画・立案

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
前期開講　ファイナンス会計演習　I　「Keras (Tensorflow）で、Deep Learning （深層学習)」を履修
することが望ましい。

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 初めに /　ＡＩ 1
事前学習 シラバス（授業計画）の確認。

教科書の該当箇所を予習。
事後学習 教科書の確認、シラバス（授業計画）の確認。

2 授業計画 ファイナンスと技術概論 / 　ＡＩ 2
事前学習 教科書の該当箇所の予習
事後学習 授業を振り返る。

3 授業計画 ＡＩ ３　 / 　ゲストスピーカー　1
事前学習 教科書の該当箇所の予習
事後学習 ゲストスピーカーの講演の内容をまとめる。

4 授業計画 量子コンピュータ 1 /　　プロジェクト
事前学習 教科書の該当箇所の予習
事後学習 授業を振り返る。

5 授業計画 量子コンピュータ 2 /　 プロジェクト
事前学習 教科書の該当箇所の予習
事後学習 授業を振り返る。

6 授業計画 ブロックチェーン　1 　/ ゲストスピーカー　2
事前学習 教科書の該当箇所の予習
事後学習 ゲストスピーカーの講演の内容をまとめる。

7 授業計画 ブロックチェーン　2　 /　 プロジェクト
事前学習 資料の該当箇所の予習
事後学習 授業を振り返る。

8 授業計画 ブロックチェーン　３　 /　 プロジェクト
事前学習 資料の該当箇所の予習
事後学習 授業を振り返る。

9 授業計画 ブロックチェーン　４　　 / プロジェクト
事前学習 資料の該当箇所の予習
事後学習 授業を振り返る。

10 授業計画 　ブロックチェーン　５　 /　 プロジェクト
事前学習 資料の該当箇所の予習
事後学習 授業を振り返る。

11 授業計画 ブロックチェーン　６　 /　 プロジェクト　
事前学習 資料の該当箇所の予習
事後学習 授業を振り返る。

12 授業計画 その他 / プロジェクト
事前学習 資料の該当箇所の予習
事後学習 授業を振り返る。
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13 授業計画 その他 / プロジェクト
事前学習 資料の該当箇所の予習
事後学習 授業を振り返る。

14 授業計画 その他 / プロジェクト
事前学習 資料の該当箇所の予習
事後学習 授業を振り返る。

15 授業計画 プロジェクト　発表 1 / プロジェクト　発表 2
事前学習 発表の準備
事後学習 授業を振り返る。

授業方法/Method of instruction
講義,　コンピュータ演習 および 討論/ Lecture, Computer Exercise and Discussion

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 100% 授業参加度　 　 　　 3０％　　　　 
技術に対する理解・応用　 ３０％
ゲストスピーカー講演の内容要約　　 1０％ 
グループワーク　　　　　　　　　　　　　 ３０％

教科書/Textbooks
1 タイトル/Title TBA
2 タイトル/Title TBA

参考書/Reference books

授業関連情報/Class-related information
件名/Title 内容/Contents 備考/Memo

1 授業風景 https://www.facebook.com/finance.and.technol
ogy/

メッセージ/Message
対象となるビジネスパーソン
技術革新を理解しビジネスに活用したいビジネスパーソン。
FinTechビジネスに参入したいビジネスパーソン。
科目履修の狙い・目的
技術革新を理解するマネジメントを養成する。
科目履修によって得られるもの（スキル、将来像）
技術者と協力して、FinTech関連のプロジェクトを立ち上げ、完成する能力を身につける。

キーワード/Keywords
技術革新  ブロックチェーン  Block Chain  人工知能  AI  量子コンピュータ  金融  FinTech  API
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年度 2019
科目名 共通　統計的分析論Ⅰ/博士　統計的方法論
英文科目名 Statistical Method Ⅰ/Statistical Analysis Ⅰ
学期 単位前期 2
教員名 福井 義高
英文教員名 FUKUI, Yoshitaka

講義概要/Course description
　経済経営系大学院における統計の授業といえば，通常，量的データを前提とした回帰分析に基づく推測
統計が中心となるけれども，社会現象においては質的データ（アンケートにおける満足度の5段階評価な
ど）を扱うことも多い．また，確たる理論がない経営研究においては，データをまず扱いやすい形に要約
するという記述統計の視点も重要である．そこでこの授業では，学部初級程度の確率統計を復習した後，
統計分析に最低限必要な線形代数の知識を身につけ，回帰分析とともに，判別分析や主成分分析など多変
量解析手法を理解することを目指す．
　中身がブラックボックスのままのハウツーではなく，それぞれの手法の意味を高校上級程度の数学を通
して理解することを目標としている．（統計学を含む）数学の学習には問題演習が不可欠である．毎回、
事前に指定された教科書章末問題の解答案を、受講者全員に発表してもらう．理解を深めるため，適宜，
資料を配布する．なお，この授業は統計理論を理解することが目的なので，統計ソフトは一切使わない．

達成目標/Course objectives
　実証分析に最低限必要な多変量解析手法の習得

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
　高校2年程度の数学の知識と「統計分析Ⅱ」の履修（あるいは同等の理解）

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 多変量解析とは
事前学習 教科書第1章の予習
事後学習 教科書第1章の復習

2 授業計画 統計の基礎
事前学習 教科書第2章前半の予習
事後学習 教科書第2章前半の復習

3 授業計画 統計の基礎
事前学習 教科書第2章後半の予習
事後学習 教科書第2章後半の復習

4 授業計画 線形代数の基礎
事前学習 教科書第3章前半の予習
事後学習 教科書第3章前半の復習

5 授業計画 線形代数の基礎
事前学習 教科書第3章後半の予習
事後学習 教科書第3章後半の復習

6 授業計画 回帰分析
事前学習 教科書第4章の予習
事後学習 教科書第4章の復習

7 授業計画 回帰分析
事前学習 教科書第5章の予習
事後学習 教科書第5章の復習

8 授業計画 数量化1類
事前学習 教科書第6章の予習
事後学習 教科書第6章の復習

9 授業計画 判別分析
事前学習 教科書第7章の予習
事後学習 教科書第7章の復習

10 授業計画 主成分分析
事前学習 教科書第9章前半の予習
事後学習 教科書第9章前半の復習

11 授業計画 主成分分析
事前学習 教科書第9章後半の予習
事後学習 教科書第9章後半の復習

12 授業計画 数量化3類
事前学習 教科書第10章の予習
事後学習 教科書第10章の復習

13 授業計画 因子分析
事前学習 教科書第13章（一部）の予習
事後学習 教科書第13章（一部）の復習
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14 授業計画 クラスター分析
事前学習 教科書第12章の予習
事後学習 教科書第12章の復習

15 授業計画 パス解析
事前学習 教科書第13章（一部）の予習
事後学習 教科書第13章（一部）の復習

授業方法/Method of instruction
　問題演習を中心に行う

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 100% 　授業への貢献（100%）

教科書/Textbooks
1 著者名/Author 永田靖・棟近雅彦

タイトル/Title 多変量解析法入門
出版社/Publisher サイエンス社
出版年/Published year 2001

キーワード/Keywords
多変量解析
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年度 2019
科目名 共通　統計的分析論Ⅱ/博士　統計的方法論
英文科目名 Statistical Method Ⅱ/Statistical Analysis Ⅱ
学期 単位後期 2
教員名 森田 充
英文教員名 MORITA, Mitsuru

講義概要/Course description
　本講義では実証分析を用いた論文を読みこなし、自分の力で実証分析を行っていくために必要な計量経
済学の基礎理論について以下のテーマについて各2、3回かけて学んでいく。また、質的従属変数の分析や
パネルデータ分析など企業や家計など個々の経済主体の行動を分析するミクロ計量経済学の基礎理論と応
用についても解説していく。
　 授業は理論についての講義のほかに実際にデータを利用して計量パッケージソフトウエア（Stataを予
定，人数によって変更するかもしれません。）を用いた分析方法について解説をしていく。 （下記の内
容について講義、演習を行っていく予定ですが受講者のレベル、要望に応じて内容を変更するかもしれな
いので予めご了承ください。）

達成目標/Course objectives
実証分析を使った論文を理解できるような素養を身につけるとともに、簡単な実証分析を行えるような力
をつける。

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
ノートPCを持参できる方が望ましい

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 仮説検定基礎①
標本分布についての理解
仮説検定とは
標本平均の分布
標本分散の分布
標準正規分布・ｔ分布・カイ2乗分布・F分布

事前学習 当該内容に対応する箇所について参考書等で確認しておく
事後学習 当該内容の復習

2 授業計画 仮説検定②
平均値の検定
平均値の差の検定
分散比の検定
独立性の検定
相関係数の検定

事前学習 当該内容に対応する箇所について参考書等で確認しておく
事後学習 当該内容の復習

3 授業計画 Stataの導入
Stataの使い方

事前学習 StataのインストールできるPCを準備する
事後学習 Stataの操作方法に慣れる

4 授業計画 単回帰分析①
最小2乗法
回帰係数の導出
誤差項についての諸仮定
推定量の性質（不偏性・一致性・効率性）

事前学習 当該内容に対応する箇所についてテキスト・参考書等で確認しておく
事後学習 当該内容の復習

5 授業計画 単回帰分析②
回帰係数の推定量の分布
回帰係数の検定
決定係数の導出と見方

事前学習 当該内容に対応する箇所についてテキスト・参考書等で確認しておく
事後学習 当該内容の復習

6 授業計画 重回帰分析①
偏回帰係数の意味
必要な説明変数が足りないモデルと不必要な説明変数が含まれたモデルの推定量の性
質

事前学習 当該内容に対応する箇所についてテキスト・参考書等で確認しておく
事後学習 当該内容の復習

7 授業計画 重回帰分析②
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多重共線性
F検定

事前学習 当該内容に対応する箇所についてテキスト・参考書等で確認しておく
事後学習 当該内容の復習

8 授業計画 不均一分散①
不均一分散のもとでの推定量の性質
不均一分散の検定

事前学習 当該内容に対応する箇所についてテキスト・参考書等で確認しておく
事後学習 当該内容の復習

9 授業計画 不均一分散②
加重最小2乗法
ホワイトの修正

事前学習 当該内容に対応する箇所についてテキスト・参考書等で確認しておく
事後学習 当該内容の復習

10 授業計画 系列相関①
系列相関のもとでの推定量の性質
系列相関の検定

事前学習 当該内容に対応する箇所についてテキスト・参考書等で確認しておく
事後学習 当該内容の復習

11 授業計画 系列相関②
コクラン・オーカット法、２SPW法
Newey-Westの修正

事前学習 当該内容に対応する箇所についてテキスト・参考書等で確認しておく
事後学習 当該内容の復習

12 授業計画 2値選択モデル①
線形確率モデルの問題点
プロビット・ロジットモデル

事前学習 当該内容に対応する箇所についてテキスト・参考書等で確認しておく
事後学習 当該内容の復習

13 授業計画 2値選択モデル②
限界効果の推定
モデルの適合度

事前学習 当該内容に対応する箇所についてテキスト・参考書等で確認しておく
事後学習 当該内容の復習

14 授業計画 パネルデータ分析
パネルデータを使う意味
固定効果モデル
変量効果モデル
各種モデルの検定

事前学習 当該内容に対応する箇所についてテキスト・参考書等で確認しておく
事後学習 当該内容の復習

15 授業計画 総括
事前学習 期末レポートの作成・全体の講義内容について質問を考えておく
事後学習 期末レポートの作成

授業方法/Method of instruction
講義および演習

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 100% 宿題、期末レポートにより総合的に判断する。

参考書/Reference books
1 備考/Remarks つど指示しますが、早めに勉強を進めたい方は伴・中

村・跡田『エコノメトリックス（新版）』、山本『実証
分析のための計量経済学』、田中『計量経済学の第一
歩』などをざっと読んでおいてください。
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年度 2019
科目名 共通　ﾘｻｰﾁ･ﾒｿｯﾄﾞ/博士　研究方法論
英文科目名 Research Method
学期 単位前期 2
教員名 細田 髙道
英文教員名 HOSODA, Takamichi

講義概要/Course description
経営学の分野における研究者を目指す博士課程の学生と、学術的な研究論文を書こうとしているMBAの学
生を対象とします。研究者として最低限理解しておくべき知識について説明します。履修希望者は第一回
目の講義には必ず出席してください。

達成目標/Course objectives
「学術的な研究」とは何かを説明することができる。研究計画書を作成することができる。

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
MBAの学生も履修は可能ですが、内容は学術論文を執筆中の博士課程在学者むけとなります。話題の企業
についてまとめたいだけであれば、履修は再考した方がよいと思います。

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 そもそも「研究」とは？
事前学習 各自、自分の研究について語る準備をしておく
事後学習 配布資料の振り返り

2 授業計画 リサーチ・クエスチョンの重要性と仮説との違い
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

3 授業計画 文献レビューの重要性
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

4 授業計画 学術論文データベースの使い方
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

5 授業計画 文献引用のスタイル
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

6 授業計画 哲学的立場、データ、リサーチ・クエスチョンの関係
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

7 授業計画 研究の評価：どのような研究論文を書くべきか？
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

8 授業計画 研究成果の発表とその意義
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

9 授業計画 良い研究計画書の書き方
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

10 授業計画 研究者の心構え
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

11 授業計画 学生発表　I
事前学習 発表準備
事後学習 配布資料の振り返り

12 授業計画 学生発表　Ⅱ
事前学習 発表準備
事後学習 配布資料の振り返り

13 授業計画 まとめ
事前学習 指定教材の予習
事後学習 配布資料の振り返り

14 授業計画 フィードバック・セッション　I
事前学習 研究計画書の準備
事後学習 配布資料の振り返り

15 授業計画 フィードバック・セッション　Ⅱ
事前学習 研究計画書の準備　　　　　　　　
事後学習 配布資料の振り返り
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授業方法/Method of instruction
講義形式

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 100% 授業時間中のディスカッションへの貢献　４０％
最終レポート　６０％

参考書/Reference books
1 著者名/Author 川﨑剛

タイトル/Title 社会科学系のための優秀論文作成術
出版社/Publisher 勁草書房
備考/Remarks 講義の中で使うことはないが、各自入手して読み込んで

おくこと。
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年度 2019
科目名 共通　ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ(上級)/博士　ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ特論
英文科目名 Marketing(Advanced)/Special Topics in Marketing
学期 単位後期 2
教員名 黒岩 健一郎
英文教員名 KUROIWA, Kenichirou

講義概要/Course description
本授業の目的は、マーケティング分野の最新の研究動向をつかむことです。Journal of Marketingなどの
主要な雑誌に掲載されている論文を輪読していきます。

達成目標/Course objectives
マーケティング分野の最新の研究動向をつかみ、自らの研究に資する概念や方法論を得ることである。

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
MBAコースの受講者は、DBAコースへの進学を検討している者が対象である。

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 授業ガイダンス、輪読する論文の抽出
事前学習 授業内容の理解
事後学習 授業内容の振り返り

2 授業計画 論文の輪読
事前学習 論文の予習。発表担当者は、レジュメの作成。
事後学習 論文の復習

3 授業計画 論文の輪読
事前学習 論文の予習。発表担当者は、レジュメの作成。
事後学習 論文の振り返り

4 授業計画 論文の輪読
事前学習 論文の予習。発表担当者は、レジュメの作成。
事後学習 論文の復習

5 授業計画 論文の輪読
事前学習 論文の予習。発表担当者は、レジュメの作成。
事後学習 論文の復習

6 授業計画 論文の輪読
事前学習 論文の予習。発表担当者は、レジュメの作成。
事後学習 論文の復習

7 授業計画 論文の輪読
事前学習 論文の予習。発表担当者は、レジュメの作成。
事後学習 論文の復習

8 授業計画 論文の輪読
事前学習 論文の予習。発表担当者は、レジュメの作成。
事後学習 論文の復習

9 授業計画 論文の輪読
事前学習 論文の予習。発表担当者は、レジュメの作成。
事後学習 論文の復習

10 授業計画 論文の輪読
事前学習 論文の予習。発表担当者は、レジュメの作成。
事後学習 論文の復習

11 授業計画 論文の輪読
事前学習 論文の予習。発表担当者は、レジュメの作成。
事後学習 論文の復習

12 授業計画 論文の輪読
事前学習 論文の予習。発表担当者は、レジュメの作成。
事後学習 論文の復習

13 授業計画 論文の輪読
事前学習 論文の予習。発表担当者は、レジュメの作成。
事後学習 論文の復習

14 授業計画 論文の輪読
事前学習 論文の予習。発表担当者は、レジュメの作成。
事後学習 論文の復習

15 授業計画 論文の輪読
事前学習 論文の予習。発表担当者は、レジュメの作成。
事後学習 論文の復習
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授業方法/Method of instruction
論文の輪読

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 平常点  In-class Points 70% 授業でのクラス貢献、担当論文の発表
2 レポート  Report 30% 期末レポート
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年度 2019
科目名 FLEX　ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｽﾞ･情報ｼｽﾃﾑ(上級)/博士 ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｽﾞ･情報ｼｽﾃﾑ特論
英文科目名 Special Topics in Operations  and Information Systems/Operations a

nd Information Systems  (Advanced)
学期 単位後期 2
教員名 井田 昌之
英文教員名 IDA, Masayuki

講義概要/Course description
特論科目として、事業会社でのビジネス展開に活用される人工知能に焦点をあてる。いくつかのケースに
学び、人工知能の何が有効なのかを論じる。講義と討論・発表により進められ、成績評価は、講義内での
理解力、小レポート、最終レポートによる。講義資料はCourse Powerよりのハンドアウトを核とする。Fu
ll Timeでは、基本的な理解を中心に、Flex Timeおよび博士課程では、それぞれの課題と問題意識との関
わりを中心に、講義を進める。
　この分野は、担当者が1980年代より対象としてきた分野だが、ビジネススクールに移籍して10年余、応
用側面からの知見を深めてきた。
　ディープラーニング（深層学習）による実際的な適用の飛躍的な成果を受けて、人工知能全体があらた
めて実際的な適用について再評価されている。その名称の性質上からも過度の期待や恐れを生じている
が、その実態について、実践的なビジネス分野での適用を志す受講者を意識して、歴史の流れをひもとき
つつ、現在の技術水準と適用事例について論じる。人工知能とは何なのか、機械学習が意味すること、定
着するソリューションということ、社会へのインパクト、最近のブレークスルーについて、などを順にと
りあげる。
　人工知能やIoTについての入門的位置づけは、前期のIT SolutionもしくはGlobal IT科目で扱ってい
る。OIS上級・特論という科目として、「情報システムに関する新技術の利用による業務提案に共通す
る、上級レベルの考察と表現の手法、アイデアの実現について扱う」ことと意識している。その点から、
MBAにとって必要なレベルと形での、人工知能に関する技術理解、応用の仕方、実例、対象とする分野の
課題との整合などを意図する。さまざまな適用分野があるので、受講者の問題意識を確認し、それとのリ
ンクは重要な方針として含まれる。
　扱われる具体事例は大別して次になる。1）クレジット与信におけるオーソライザ補佐機能について、
2）コールセンタ支援、3）空港管理およびその初期機能の湾岸戦争での兵站、4）自動運転車をめぐる諸
課題、5）製造業でのプロセスマネジメント、6）市場予測、シーン分析、その他の展開・進行中の多くの
トピックス。最近見られる「AIにより、…をできるようにしました」というようなメッセージに対する判
断力を養う。

達成目標/Course objectives
人工知能全体と機械学習、その中での深層学習について、個別の適用案件に関連して実用的な価値判断が
できるようにすること、総合的な位置を理解することを達成目標とする。

履修条件（事前に履修しておくことが望ましい科目など）/Prerequisite
OIS上級としての履修（すなわちMBAとして）については、活かしたい個別の活用案件に関わる課題を持っ
ている人、上級のマネジメントの課題として全体像を知ろうと思っている人。博士の学生については、博
士論文の作成に必要な事項の補足あるいは学者として必要な人工知能に関する知見を求める人。

授業計画/Lecture plan
講義回

1 授業計画 人工知能解題：人工知能へのさまざまな期待の集まり、従来手法とは異なる解法、発
見法の有効性、意志・希望のITへの組み込み、MIT人工知能研究所という発端、現状
を考察すること。IoT、Industry4.0、デジタルビジネスとの関わり。
　受講者の問題意識がカギとなる。かならず希望者は、第一回に出席すること。

事前学習 シラバスの確認
事後学習 これからの学習の方向性の確認

2 授業計画 経験的な手順を書き表すこと、そして決定木に学ぶ。表現できるものはコンピュータ
化できる、適用したい課題を書き出すこと、証明されないが存在しうる手法を実現す
ることと過去の蓄積が生み出す経験的知識をコンピュータに移植すること、それらを
機械が学習するということ。事例紹介。

事前学習 自分が興味を持つ学習課題についてA4サイズ1枚のレポートを用意する。
事後学習 学習内容の確認

3 授業計画 与信意志決定分野（AMEX Authorizer’s Assistant、Master Card Chargeback polic
yなど）。
企業の意思・方針の組込、ルールの記述と成長・変更、事例に学ぶ

事前学習 前回内容の確認
事後学習 学習成果の確認

4 授業計画 Business Rulesと前向き推論。培われてきた手法とツール。前回事例の解釈。
事前学習 前回内容の確認
事後学習 学習成果の確認

5 授業計画 コールセンター分野での事例（Luminosso、COTOHAなど）。ケース対応、FAQ作成、自

2019年03月05日 12時41分

− 275 −



181S100-0058 2 2[ / ]

動応答と自然言語処理、そして意味構造の蓄積ということ。事例に学ぶ。
事前学習 前回内容の確認
事後学習 学習成果の確認

6 授業計画 ConceptNet、意味構造の蓄積、知識ベース、質問応答。前回事例の解釈。
事前学習 前回内容の確認
事後学習 学習成果の確認

7 授業計画 空港管理、ゲート管理とローディングを中心に。湾岸戦争における兵站。2つの実例
から。

事前学習 前回内容の確認
事後学習 学習成果の確認

8 授業計画 スケジューリング、プランニング支援、ロジスティクス支援。前回事例の解釈。そし
て自動運転

事前学習 前回内容の確認
事後学習 学習成果の確認

9 授業計画 自動運転の諸課題（Uberタクシー、カリフォルニアでの公道実験）、事例に学ぶ。
ニューラルネットとビッグデータ：神経回路を模する、ニューラルネットの機械学習
ということ。

事前学習 前回内容の確認
事後学習 学習成果の確認

10 授業計画 畳み込みニューラルネットとその応用、顔認識、シーン解析、画像カテゴリ類別な
ど。その仕組み。

事前学習 前回内容の確認
事後学習 学習成果の確認

11 授業計画 リカレントニューラルネットワークとストリーム処理（株価予測、自然言語会話等）
事前学習 前回内容の確認
事後学習 学習成果の確認

12 授業計画 小規模のツール開発、現代的実用化への試みのいくつか。LSTMの狙い、機械翻訳、対
話型応答、AI執事、読唇、露出計測、その他

事前学習 前回内容の確認
事後学習 学習成果の確認

13 授業計画 プロセスマネジメント、産業オートメーション、モニタリング、企業情報システムと
の融合の課題

事前学習 前回内容の確認
事後学習 学習成果の確認

14 授業計画 AIの課題、Applied AIの視点、AIチップとNVIDIA、AI活用での産業の変化、シンギュ
ラリティの議論

事前学習 前回内容の確認
事後学習 学習成果の確認

15 授業計画 今後期待される分野とその評価に関わる緒論、AIへの期待と恐れ、合理性の追求と人
間の非合理性、人工知能の倫理的課題、自動運転・ロボットの法制化

事前学習 総合的なまとめへの復習
事後学習 まとめ

授業方法/Method of instruction
講義と討論、発表

成績評価方法/Evaluation
種別/Type 割合/Ratio 成績評価基準/Grading Criteria

1 100% 講義内容の理解として講義中の質疑、3回ほどの小レ
ポート、最終レポート

教科書/Textbooks
1 備考/Remarks 井田昌之「MBAにとっての人工知能」コースパワーから

のダウンロード

参考書/Reference books
1 備考/Remarks 随時、参考資料を提示する

メッセージ/Message
結局人工知能で何をしたいのかを理解すること。知能とは何か、何なら今、扱えるのかを理解すること。
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