区

分

専門科目－経営ビジネス科目

担当教員

授業科目
英

マーケティング論 Ａ

訳

配当年次

井上 照章

Marketing Strategy A
２年次

前期

必選別

選択

単位数

２単位

【授業の概要】
巨額の資金を投入し開発した商品が売れない、一方思いがけない商品がヒットする。何故？
企業が市場で成功するためのマーケティングの基礎を学ぶ。
【授業の目的】
市場のメカニズムを習得すること。
【到達目標】
マーケティングの基礎を学習し、市場で成功していくための切り口とその対応策を理解する。
【準備学習(予習・復習)】
前回の授業内容をよく理解しておくこと、不明点は質問すること。
【授業計画】
第 １回 ：マーケティングとは？ 誕生と変遷
第 ２回 ：基本的なマーケティング概念
第 ３回 ：マッカーシーの４Ｐ政策
第 ４回 ：ＳＷＯＴ分析
第 ５回 ：戦略ドメイン
第 ６回 ：戦略的マーケティング策定フロー
第 ７回 ：マーケティング戦略の策定フロー
第 ８回 ：戦略的マーケティングの領域
第 ９回 ：競争地位戦略
第１０回 ：ソーシャルマーケティング
第１１回 ：環境対応としての戦略的マーケティング
第１２回 ：リーダー企業の定石戦略
第１３回 ：市場細分化の必要性と方法
第１４回 ：消費者行動分析
第１５回 ：まとめ
【教科書】
なし
【参考書】
なし
【成績評価基準】
期末試験（80％）、平常点（20％）で評価する。
【メッセージ】
日々報道される商品市場動向に注目し、「何が、どうしてそうなのか？」等の興味をもつことが大切です。

区

分

専門科目－経営ビジネス科目

授業科目
英

井上 照章

マーケティング論 Ｂ

訳

配当年次

担当教員

Marketing Strategy B
２年次

後期

必選別

選択

単位数

２単位

【授業の概要】
市場で成功するためのマーケティング・ミックス ４Ｐ（Product:製品, Price:価格, Place：チャネル,
Promotion:販促）につき学びます
【授業の目的】
市場で浮沈を決める要因は何か？ 具体例を検証しながらその理由・背景と対応策を理解する。
【到達目標】
マーケティング・ミックスの具体的手法を学習し、市場で成功するための方策を理解する。
【準備学習(予習・復習)】
前回の授業内容をよく理解しておくこと、不明点は質問すること。
【授業計画】
第 １回 ：製品の定義、商品の分類
第 ２回 ：製品ライフサイクル
第 ３回 ：新製品開発プロセス
第 ４回 ：計画的陳腐化政策
第 ５回 ：ブランド基本戦略
第 ６回 ：ナショナル・ブランド（ＮＢ）とプライベート・ブランド（ＰＢ）
第 ７回 ：価格設定の基本方針
第 ８回 ：新製品の価格設定
第 ９回 ：製品ミックスを考慮した価格設定
第１０回 ：割引による価格対応
第１１回 ：心理面を考慮した価格戦略
第１２回 ：プル戦略とプッシュ戦略
第１３回 ：チャネル戦略
第１４回 ：広告
第１５回 ：まとめ
【教科書】
なし
【参考書】
なし
【成績評価基準】
期末試験（80％）、平常点（20％）で評価する。
【メッセージ】
日々報道される商品市場動向に注目し、「何が、どうしてそうなのか？」等の興味をもつことが大切です。

区

分

専門科目－経営ビジネス科目

授業科目
英

竹元 雅彦

簿記 Ⅰ

訳

配当年次

担当教員

BOOK KEEPING Ⅰ
2 年次

前 期

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の概要】簿記は、現金の収入・支出や商品の仕入・販売など、さまざまな企業活動を正しく記録・計算・整理し
、その結果を報告するための技術です。本講義では、複式簿記の基礎である商業簿記の基本原理を中心に記録するため
のルールの説明と基本的な仕訳を理解します。
【授業の目的】
簿記の基本原理(簿記の意味・目的・種類)の理解
【到達目標】
・日商簿記検定3級合格レベルの簿記の基本原理の理解を目指す。仕訳・転記ができる。
【準備学習(予習・復習)】
・前回の授業内容をよく理解しておくこと、不明点は質問すること
・テキスト、配付プリントを整理し内容を理解すること
【授業計画】
第 １回 オリエンテーション
第 ２回 簿記の基礎
第 ３回 日常の手続き(I)
第 ４回 日常の手続き(II)
第 ５回 日常の手続きのまとめと振り返り
第 ６回 商品売買(I)
第 ７回 商品売買(II)
第 ８回 理解確認テスト(I)
第 ９回 現金
第１０回 当座預金
第１１回 小口現金
第１２回 理解確認テスト(II)
第１３回 手形(I)
第１４回 手形(II)
第１５回 まとめ
【教科書】
・合格テキスト 日商簿記3級 Ver.8.0 (よくわかる簿記シリーズ)

TAC簿記検定講座 (著)

【参考書】
・合格トレーニング 日商簿記3級 Ver.8.0 (よくわかる簿記シリーズ)
【成績評価基準】
.・期末試験(100%)による
【メッセージ】
・簿記検定３級を受験するために、つづけて簿記Ⅱを受講すること。

TAC簿記検定講座 (著)

区

分

専門科目－経営ビジネス科目

授業科目
英

竹元 雅彦

簿記 Ⅱ

訳

配当年次

担当教員

BOOK KEEPING Ⅱ
2 年次

後 期

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の概要】簿記は、現金の収入・支出や商品の仕入・販売など、さまざまな企業活動を正しく記録・計算・整理し
、その結果を報告するための技術です。本講義では、複式簿記の基礎である商業簿記の基本原理を中心に記録するため
のルールの説明と基本的な仕訳を理解します。
【授業の目的】
簿記の基本原理(簿記の意味・目的・種類)の理解
【到達目標】
・日商簿記検定3級合格レベルの簿記の基本原理の理解を目指す。財務諸表（Ｐ/Ｌ、Ｂ/Ｓ）が作成できる。
【準備学習(予習・復習)】
・前回の授業内容をよく理解しておくこと、不明点は質問すること
・テキスト、配付プリントを整理し内容を理解すること
【授業計画】
第 １回 オリエンテーション
第 ２回 仕訳と転記
第 ３回 その他の期中取引(I)
第 ４回 その他の期中取引(II)
第 ５回 その他の期中取引(III)
第 ６回 理解確認テスト
第 ７回 試算表の作成(I)
第 ８回 試算表の作成(II)
第 ９回 決算の手続き（Ⅰ）
第１０回 決算の手続き（Ⅱ）
第１１回 決算の手続き（Ⅲ）
第１２回 決算の手続き（Ⅳ）
第１３回 決算の手続き（Ⅴ）
第１４回 決算の手続き（Ⅵ）
第１５回 伝票式会計
【教科書】
・合格テキスト 日商簿記3級 Ver.8.0 (よくわかる簿記シリーズ)

TAC簿記検定講座 (著)

【参考書】
・合格トレーニング 日商簿記3級 Ver.8.0 (よくわかる簿記シリーズ)
【成績評価基準】
.・期末試験(100%)による
【メッセージ】
・簿記検定３級を受験するために、事前に簿記Ⅰを受講すること。

TAC簿記検定講座 (著)

区

分

専門科目---経営ビジネス科目

担当教員

授業科目
英

産業社会学

訳

配当年次

山本 昌弘

Industrial Society
２年次

前期

必選別

選択

単位数

２単位

【授業の概要】
本講義では、産業社会とは労働力までもが商品化された資本主義社会として把握し、その特徴について概
説する。
【授業の目的】
①資本主義社会の成立について歴史的に理解する。
②資本の蓄積構造について理解する。
③２０世紀以降の資本主義の構造変化について理解する。
【到達目標】
現在の産業社会を理論的に学ぶ基礎を得ること
【準備学習(予習・復習)】
１５回の講義中、数回の小テストを行うので、予習・復習を行うこと
【授業計画】
第 １回 本講義の全体像の説明
第 ２回 資本主義社会の成立（１）
第 ３回 資本主義社会の成立（２）
第 ４回 資本の蓄積構造の概要
第 ５回 商品、貨幣（１）
第 ６回 商品、貨幣（２）
第 ７回 剰余価値の生産（１）
第 ８回 剰余価値の生産（２）
第 ９回 農業と地代（１）
第１０回 農業と地代（２）
第１１回 ２０世紀以降の資本主義の構造変化（１）
第１２回 ２０世紀以降の資本主義の構造変化（２）
第１３回 ２０世紀以降の資本主義の構造変化（３）
第１４回 ２０世紀以降の資本主義の構造変化（４）
第１５回 まとめ
【教科書】
未定
【参考書】
未定
【成績評価基準】
小テスト及び受講態度（７０％）、期末試験（３０％）を基準にして成績評価を行う。
【メッセージ】
この社会はどのように生まれ、どこに向かおうとしているのか、あるいはどこに向かわさなければならないか、考え
てみましょう。

区

分

専門科目---経営ビジネス科目

授業科目
英

山本 昌弘

産業・組織心理学

訳

配当年次

担当教員

Industrial and Organization Psychology
２年次

後期

必選別

選択

単位数

２単位

【授業の概要】
本講義では、現代日本の産業社会下で発生している労働環境の問題（貧困問題など）について、組織構造
と発達の在り方を踏まえ検討し概説する。
【授業の目的】
①現代日本の労働環境の実態について理解する。
②労働環境が悪化する組織的要因について理解する。
③発達が可能となる組織の在り方について理解する。
【到達目標】
現在の産業社会における労働環境問題を理論的に学ぶ基礎を得ること
【準備学習(予習・復習)】
１５回の講義中、数回の小テストを行うので、予習・復習を行うこと
【授業計画】
第 １回 本講義の全体像の説明
第 ２回 現代日本の労働環境（１）産業社会と労働時間
第 ３回 現代日本の労働環境（２）過労死
第 ４回 現代日本の労働環境（３）非正規雇用の拡大
第 ５回 現代日本の労働環境（４）ワーキングプア問題
第 ６回 産業社会における貧困化（１）概論
第 ７回 産業社会における貧困化（２）賃労働者家族の貧困
第 ８回 産業社会における貧困化（３）女性労働と家族の解体
第 ９回 産業社会における貧困化（４）農村の貧困
第１０回 発達のための経済学（１）
第１１回 発達のための経済学（２）
第１２回 発達のための経済学（３）
第１３回 発達のための経済学（４）
第１４回 まとめ（１）
第１５回 まとめ（２）
【教科書】
未定
【参考書】
基礎経済科学研究所『時代はまるで資本論：貧困と発達を問う全１０講』（昭和堂・２００８年）
【成績評価基準】
小テスト及び受講態度（７０％）、期末試験（３０％）を基準にして成績評価を行う。
【メッセージ】
「中間層の没落」と言われる現代は貧困が広がる時代でもある。その中で、それに抗して生きるために何が必要か、
考えてみましょう。

区

分

専門科目―経営ビジネス科目

担当教員

授業科目
英

会計学

訳

配当年次

竹元 雅彦

business accounting
2 年次

前 期

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の概要】"会計とは、企業の経営活動を会計帳簿に記録し、株主や債権者等の利害関係者に対してその財政状態
や経営成績を、財務諸表を通じて報告することをいいます。本講座では、財務会計の基礎的概念と技法の理解を通じて
、企業経営の意思決定に役立つ会計の本質を学びます。
【授業の目的】
簿記の基本原理(簿記の意味・目的・種類)の理解
【到達目標】
・財務諸表（Ｐ/Ｌ、Ｂ/Ｓ、Ｃ/Ｓ）の仕組みについて学習し、その役割がわかる。
【準備学習(予習・復習)】
・前回の授業内容をよく理解しておくこと、不明点は質問すること
・テキスト、配付プリントを整理し内容を理解すること
【授業計画】
第 １回 オリエンテーション 会計学を学ぶ視点
第 ２回 財務諸表の役割と体系
第 ３回 貸借対照表の理解
第 ４回 資産（固定資産・流動資産）
第 ５回 負債（固定負債・流動負債）純資産
第 ６回 損益計算書の理解
第 ７回 5 段階の利益（Ⅰ）
第 ８回 5 段階の利益（Ⅱ）
第 ９回 キャッシュフロー計算書の理解
第１０回 直接法と間接法
第１１回 理解確認テスト
第１２回 財務諸表分析の基本（Ⅰ）
第１３回 財務諸表分析の基本（Ⅱ）
第１４回 財務諸表分析の基本（Ⅲ）
第１５回 まとめ
【教科書】
・「ビジネス会計検定試験公式テキスト３級」中央経済社
【参考書】

【成績評価基準】
.・期末試験(100%)による
【メッセージ】
・聞きなれない専門用語が並んでいますが、実際の企業の事例を使いながら分かりやすく学べます。簿記論と合わせて
受講してください。

区

分

専門科目―経営ビジネス科目

担当教員

授業科目
英

簿記会計論

訳

配当年次

竹元 雅彦

financial accounting
2 年次

後 期

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の概要】
講義では、ビジネスで必要な会計知識である「決算書(財務諸表)の読み方」と「管理会計の基礎」について、それら
の基本となる簿記(財務諸表の作り方)の観点から学習します。
【授業の目的】
・会計の仕組みを理解するために、簿記の構造を理解する。
【到達目標】
・簿記の基本を修得し、企業会計の役割が理解できる。
【準備学習(予習・復習)】
・前回の授業内容をよく理解しておくこと、不明点は質問すること
・テキスト、配付プリントを整理し内容を理解すること
【授業計画】
第 １回 講義の進め方
第 ２回 簿記会計の知識はビジネスでどのように役立つか？
第 ３回 簿記の流れ Ⅰ
第 ４回 簿記の流れ Ⅱ
第 ５回 会社が行う実際の取引
第 ６回 決算整理
第 ７回 財務諸表の仕組み 損益計算書
第 ８回 財務諸表の仕組み 貸借対照表
第 ９回 財務諸表の仕組み キャッシュフロー計算書
第１０回 会計原則
第１１回 財務分析の基礎 Ⅰ
第１２回 財務分析の基礎 Ⅱ
第１３回 管理会計の基礎 固定費と変動費
第１４回 管理会計の基礎 損益分岐点（ＢＥＰ）
第１５回 まとめ
【教科書】
・図解キチンとわかる！決算書─決算数字の成り立ちから財務会計・管理会計の基本まで─ 滝沢みなみTAC出版
【参考書】

【成績評価基準】
.・期末試験(100%)による
【メッセージ】
・聞きなれない専門用語が並んでいますが、実際の企業の事例を使いながら分かりやすく学べます。「簿記」と合わせ
て受講ください。

区

分

専門科目－経営ビジネス科目

担当教員

授業科目
英

ファッション論A

訳

配当年次

相田 美穂

Theory of Fashion A
3 年次

前期

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の概要】
ファッションは、「個性の表現」として捉えられているかもしれません。では、なぜ、着ているものが
同じでも、なぜある人ではかっこよく、別の人ではいまひとつに見えてしまうことがあるのでしょうか。
講義では、おたくを中心とするサブカルチャーを事例として、現代のファッションの特性を、社会とのつ
ながりの視点から考えていきます。
【授業の目的】
ファッションの意味が、社会とのつながりから規定されることを理解すること。
【到達目標】
現在のファッションを、今の社会のありかたを通じて説明できる。
【準備学習(予習・復習)】
講義中に指示する文献や資料は、次の講義までに読んでおく。
講義で触れた概念や議論について、不明な点を整理し、関連する文献で確認しておく。
【授業計画】
第 １回 ガイダンス：講義の進め方について
第 ２回 おたくサブカルチャーでのファッション①：おたくイメージ
第 ３回 おたくサブカルチャーでのファッション②：おたくファッション
第 ４回 おたくサブカルチャーでのファッション③：変化するおたくイメージ
第 ５回 ファッションと社会①：西洋社会とファッション
第 ６回 ファッションと社会②：ファッション誌の登場
第 ７回 社会・経済とファッション①：階級
第 ８回 社会・経済とファッション②：模倣
第 ９回 文化とファッション①：慣習
第１０回 文化とファッション②：モードのサイクル
第１１回 文化とファッション③：アンチ・ファッションとヒッピー の出現
第１２回 社会集団とファッション①：若者の登場
第１３回 社会集団とファッション②：流行のメカニズム
第１４回 社会集団とファッション③：パーソナリティとファッション
第１５回 まとめ：サブカルチャーとファッション
【教科書】
なし
【参考書】
講義中に指示します。
【成績評価基準】
期末レポート（50％）、講義でのとりくみ（20％）、課題提出（30％）を、総合的に評価します。
【メッセージ】
講義では、映像などの視聴覚資料を使用します。講義内容は履修者の理解に合わせて変更する場合があります。
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【授業の概要】
誰もが一度は、「人は外見ではない／外見で判断されたくない」という言葉に触れたことがあるのでは
ないだろうか。つまり、私たちの多くは、人が「外見／内面」の二面をもつと考えているということであ
る。講義では、「外見／内面」の二つが、なぜ／どのように関連しているといえるのか、私たちの社会で
のファッションの機能から考えていきます。
【授業の目的】
西洋社会でのファッションの歴史とファッション研究を踏まえ、私たちの社会で、ファッションがもつ「機能」
を「外見／内面」の関連から考えます。
【到達目標】
西洋社会でのファッションの位置づけを理解できる。
私たちの社会でのファッションの機能を、「外見／内面」の関係から説明できる。
【準備学習(予習・復習)】
講義中に指示した文献や資料は、講義までに読んでおく。
講義で触れた概念や説明について整理し、不明な点があれば、関連する文献に目を通す。
【授業計画】
第 １回 講義ガイダンス
第 ２回 西洋社会でのファッション①：社会階級とファッションの一致
第 ３回 西洋社会でのファッション②：ファッションの画一化
第 ４回 西洋社会でのファッション③：階級の見せつけと模倣
第 ５回 西洋社会での流行①：流行の仕組み
第 ６回 西洋社会での流行②：流行に乗るのは「ばかばかしい」？
第 ７回 西洋社会での流行③：流行に乗らないのは「おろか」？
第 ８回 西洋社会での流行④：なぜ流行に乗るのか
第 ９回 外見と内面①：身体からの距離
第１０回 外見と内面②：取り替えの可能性
第１１回 外見と内面③：内面の複雑さ
第１２回 外見と内面④：文明の尺度としてのファッション
第１３回 「野望をかなえる」ファッション①：みんな同じから「個性」へ
第１４回 「野望をかなえる」ファッション②：見せたい自分になる
第１５回 まとめと質疑応答
【教科書】
なし
【参考書】
講義時に適宜指示します。
【成績評価基準】
期末レポート（50％）、講義中のとりくみ（20％）、課題提出（30％）を、総合的に評価します。
【メッセージ】
講義では、映像などの視聴覚資料を使用します。講義内容は履修者の理解に合わせて変更する場合があります。
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【授業の概要】
インターネットサービスの例について教科書をもとに教える。無料を原則とするインターネットで，どのように金を
儲けているかを事例で教える。
【授業の目的】
インターネットに展開された経営と技術の全体像を理解するための授業を講義形式で行う。目標は，ネットでの販売
・サービスを中心に，リアル(実際の店舗や流通網など)とネットとの組み合せによる販売・サービスなどを含むビジ
ネスについて事例研究を通じて理解してもらい，将来の進路での参考にしてもらうことである。
【到達目標】
インターネットサービスを提供する側の視点を獲得することが目標となる。利用する側から見えても、提供する側は
いろいろな工夫をして努力している。その工夫や努力が見えるようになると、社会で活躍できるようになる。
【準備学習(予習・復習)】
事例を示すので、成功した理由について、失敗した理由について、自分で考えて欲しい。授業での説明を聞いて、自
分の考えを深めてほしい。
【授業計画】
第 １回 オリエンテーションと導入
第 ２回 インターネットの進展
第 ３回 情報ビジネスの黎明期
第 ４回 情報ビジネスの現状
第 ５回 BtoC ビジネス
第 ６回 ポータルサイト・ネットショップ
第 ７回 インターネットモール・ネットオークション
第 ８回 ブログ・SNS・コミュニティ機能
第 ９回 経営理論から見た BtoC、経営手法
第１０回 BtoC ビジネスの事例
第１１回 e マーケティングと購買行動のモデル
第１２回 SEM/検索連動型広告/コンテンツ連動型広告
第１３回 クリック＆モルタル、マルチチャンネル販売、
第１４回 クリック＆モルタルの分類
第１５回 e ビジネス／e コマースで使われる技術
【教科書】
eビジネスの教科書（著者名：幡鎌博、出版社名：創成社）
【参考書】
教科書に在る事例のリンクは授業支援サイトに載せる。
【成績評価基準】
２回のレポート(40%)、期末試験(60%)
【メッセージ】
お金の儲けるだけの企業は、潰れる。他方、お金を儲けない集団もすぐに潰れる。実際のビジネスはこの中間で動い
ているので、社会人として成長するために中間が見えるようになってほしい。

