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実務経験のある教員等の一覧 

 

全学共通科目 （計 6単位） 

教員名 科目（単位数）[実務実績] 

竹元 雅彦 キャリアデザインⅠ（２単位） 

実務実績 産業能率大学総合研究所でのコンサルティング業務を通じて人材育成に携わった 

増野 洋子 キャリアデザインⅠ（２単位） 

実務実績 大手電機メーカー、外資系人材派遣会社で採用、人事、人材育成業務を経験し、キャリ

アコンサルタントなどを業務とする事務所を運営 

竹元 雅彦 キャリアデザインⅡ（２単位） 

実務実績 産業能率大学総合研究所でのコンサルティング業務を通じて人材育成に携わった 

増野 洋子 キャリアデザインⅡ（２単位） 

実務実績 大手電機メーカー、外資系人材派遣会社で採用、人事、人材育成業務を経験し、キャリ

アコンサルタントなどを業務とする事務所を運営 

竹元 雅彦 インターンシップ Ⅰ（１単位） 

実務実績 産業能率大学総合研究所でのコンサルティング業務を通じて人材育成に携わった 

竹元 雅彦 インターンシップ Ⅱ（１単位） 

実務実績 産業能率大学総合研究所でのコンサルティング業務を通じて人材育成に携わった 

 

工学部 生産工学科 （計 10単位） 

教員名 科目（単位数）[実務実績] 

古元 秀昭 基礎力学（２単位） 

実務実績 三菱日立製鉄機械株式会社において機械関係研究開発にたずさわる 

古元 秀昭 工業力学（２単位） 

実務実績 三菱日立製鉄機械株式会社において機械関係研究開発にたずさわる 

古元 秀昭 機械力学（２単位） 

実務実績 三菱日立製鉄機械株式会社において機械関係研究開発にたずさわる 

西原 亜弥 3次元 CADⅠ（２単位） 

実務実績 株式会社アビストで設計を業務としている 

西原 亜弥 3次元 CADⅡ（２単位） 

実務実績 株式会社アビストで設計を業務としている 

 

情報文化学部 情報デザイン学科 （計 8単位） 

教員名 科目（単位数）[実務実績] 

遠藤 麻里 Webシステム入門（２単位） 

実務実績 (株)Urbineにおいて、Webデザイナー・プログラマとして Webページの企画開発をし

た。 

遠藤 麻里 生活デザイン（２単位） 

実務実績 級建築士事務所(株)Urbineにおいて建築士として住宅や家具のデザインや施工管理をし

た。 

北野 不凡 ゲームデザイン（２単位） 

実務実績 ソフトファクトリーにおいて、企画・プログラマ・ディレクターとして各種ゲームを開発

をした。 

北野 不凡 ゲームプログラミングⅠ（２単位） 

実務実績 ソフトファクトリーにおいて、企画・プログラマ・ディレクターとして各種ゲームを開発

をした。 
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情報文化学部 現代社会学科 （計 8単位） 

教員名 科目（単位数）[実務実績] 

竹元 雅彦 現代ビジネス論（２単位） 

実務実績 産業能率大学総合研究所において、多くの業界との接点を持ち、企業経営に間接的に関

わってきた。 

竹元 雅彦 マーケティング論（２単位） 

実務実績 産業能率大学総合研究所において、マーケティング計画に関わるコンサルティング業務

に従事していた。 

竹元 雅彦 経営分析論（２単位） 

実務実績 産業能率大学総合研究所において、企業調査等実際にコンサルティング業務に従事して

いた。 

竹元 雅彦 流通論（２単位） 

実務実績 産業能率大学総合研究所において、流通システムの改善等、実際にコンサルティング業

務に従事していた。 
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BG19-102010-B 

区  分 高城科目－キャリア教育科目 担当教員 竹元 雅彦、増野 洋子 

授業科目 キャリアデザインⅠ（２単位） 授業形態 

実務実績 

竹元雅彦は、産業能率大学総合研究所でのコンサルティング業務を通じて人材育成に携わった

。増野洋子は、大手電機メーカー、外資系人材派遣会社で採用、人事、人材育成業務を経験し

、キャリアコンサルタントなどを業務とする事務所を運営。 

英  訳 Career Design Ⅰ 
複数, クラス

分け 

配当年次 3年次 前期 必選別 必修 単位数 2 単位 

【授業の目的】 

「キャリアデザイン」とは、自分自身の大学生活や職業人生、キャリアについて、自らが主体となって構想し、実現

していくことをいう。「キャリアデザインⅠ」では、自分の夢を実現する為に、現状の自分の経験やスキルベースを

再認識し、「ありたい将来像について」を考慮しながら、自らの持つ能力を活かすための「大学生活のキャリアデザ

イン」の形成を目的とする。 

【授業の到達目標】 

 自己を客観視する視点の養成・自己資源の再認識を行い、自己理解を深める。自己理解から、大学生活の「キャリ

アデザインの構築」と「大学生活のキャリアデザイン」作成を通して、自己実現を目指す。 

【授業の概要】 

 これまで多くの企業の人材育成に関わってきた講師とキャリアコンサルタントが実務家教員としてそれぞれの専門

性を活かし、将来に向けて自らのキャリアをデザインできるように側面的援助を行う課題形成型の授業である。形式

としては、講義形式で授業を行うが、学生が自らの将来に向けて、今何を考え、準備すべきかを理解し、自らの問題

意識で個々の課題に取り組む内容となっている。 

具体的には 

・自己を客観視する視点の養成・自己の内部にある資源に気付き、自己理解を深める。 

・自己理解から、大学生活の「キャリアデザインの構築」と「大学生活のキャリアデ 

【授業計画と準備学修】 

第 １回 オリエンテーション キャリアデザインと大学生活 

〇事前学修 シラバスをよく読み内容を理解してくること。 

〇事後学修 オリエンテーションの内容を整理しておくこと、 

第 ２回 自己のキャリアを考える 職業選択のステップ 

〇事前学修 キャリアとは何かを考え、自分の考え方をまとめておくこと。 

〇事後学修 講義全体（半期）の流れを理解しておくこと 

第 ３回 自己理解を深める Ⅰ エゴグラムからみた自己 

〇事前学修 交流分析について、その狙いと意味を整理しておくこと。 

〇事後学修 自己を取り巻く人間関係と照らし合わせて、整理しておくこと。 

第 ４回 自己理解を深める Ⅱ（1）キャリア意識 

〇事前学修 自分の価値観を整理しておくこと。 

〇事後学修 結果を客観的にみた感想をまとめておくこと。 

第 ５回 自己理解を深める Ⅱ（2）【演習】人生すごろくⅠ 自己のキャリアの振り返り 

〇事前学修 小学校から中が高時代に自分が取り組んだことを整理しておくこと、 

〇事後学修 他者からのコメントをまとめておくこと。 

第 ６回 自己理解 「キャリア・アプローチ」テストの実施 

〇事前学修 テストの概要を理解しておくこと。 

〇事後学修 一般常識問題の答えを自己採点してくこと。 

第 ７回 自己理解を深める Ⅲ 自立意識 

〇事前学修 自己の生活を振り返って、まとめておくこと。 

〇事後学修 結果を客観的にみて感じたことを整理しておくこと。 
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第 ８回 自己理解を深める Ⅱ 人生すごろく 2 

〇事前学修 高校から大学時代に何に取り組んでいるのかを整理しておくこと。 

〇事後学修 他者からのコメントを整理しておくこと。 

第 ９回 自己理解を深める Ⅳ キャリアアンカーとプランドハプンスタンス 

〇事前学修 キャリアアンカーとプランドハプンスタンスの意味を調べておくこと。 

〇事後学修 自己の働くことに対する価値観をまとめておくこと 

第 １０回 仕事理解Ⅰ 仕事理解と職業適性 

〇事前学修 業種、職種の違いを調べておくこと。 

〇事後学修 自己の適正を客観的に判断し、まとめておくこと。 

第 １１回 仕事理解Ⅱ 企業が求める人材像 

〇事前学修 企業が求める人材像を調べておくこと。 

〇事後学修 自分に何が足りないかを客観的判断し、まとめておくこと。 

第 １２回 仕事理解 Ⅲ ビジネスコミュニケーションの理解 

〇事前学修 仕事をするために必要な能力を調べておくこと。 

〇事後学修 自己のコミュニケーション上の課題を整理しておくこと。 

第 １３回 【演習】キャリア開発計画書の作成 

〇事前学修 来年３月までにやるべき課題をまとめておくこと。 

〇事後学修 次回までに完成させて提出すること。 

第 １４回 【演習】キャリア開発計画書の発表 （グループワーク） 

〇事前学修 ３分間で発表できるよう練習しておくこと 

〇事後学修 指摘された点を修正し、次回提出すること。 

第 １５回 まとめ 【演習】自己理解 

〇事前学修 自己 PRポイントを整理しておくこと。 

〇事後学修 後期にむけて、言葉、表現を適確な表現になるようブラッシュアップしておくこと。 

 

【テキスト】 

本学が開発したオリジナルテキスト 「キャリアデザインワークブック2019」を使用（無償配布） 

【参考書・参考資料等】 

講義中、随時紹介 

【成績評価の方法等】 

課題（ワークシート）の評価（60％）、及びレポート（40％）の提出 

評価が「合」 

【履修要件等】 
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BG19-102020-B 

区  分 高城科目－キャリア教育科目 担当教員 竹元 雅彦、増野 洋子 

授業科目 キャリアデザインⅡ（２単位） 授業形態 

実務実績 

竹元雅彦は、産業能率大学総合研究所でのコンサルティング業務を通じて人材育成に携わった

。増野洋子は、大手電機メーカー、外資系人材派遣会社で採用、人事、人材育成業務を経験し

、キャリアコンサルタントなどを業務とする事務所を運営。 

英  訳 Career Design Ⅱ 
複数, クラス

分け 

配当年次 3年次 後期 必選別 必修 単位数 2 単位 

【授業の目的】 

「キャリアデザイン」とは、自分自身の大学生活や職業人生、キャリアについて、自らが主体となって構想し、実現

していくことをいう。「キャリアデザインⅠ」では、自分の夢を実現する為に、現状の自分の経験やスキルベースを

再認識し、「ありたい将来像について」を考慮しながら、自らの持つ能力を活かすための「大学生活のキャリアデザ

イン」の形成を目的とする。 

【授業の到達目標】 

自己を客観視する視点の養成・自己資源の再認識を行い、自己理解を深める。自己理解から、大学生活の「キャリア

デザインの構築」と「大学生活のキャリアデザイン」作成を通して、自己実現を目指す。 

【授業の概要】 

これまで多くの企業の人材育成に関わってきた講師とキャリアコンサルタントがそれぞれ実務家教員として専門性を

活かし、将来に向けて自らのキャリアをデザインできるように側面的援助を行う課題形成型の授業である。形式とし

ては、講義形式で授業を行うが、学生が自らの将来に向けて、今何を考え、準備すべきかを理解し、自らの問題意識

で個々の課題に取り組む内容となっている。 

具体的には 

・自己を客観視する視点の養成・自己の内部にある資源に気付き、自己理解を深める。 

・自己理解から、大学生活の「キャリアデザインの構築」と「大学生活のキャリアデ 

【授業計画と準備学修】 

第 １回 オリエンテーション キャリアデザインと就職活動 

〇事前学修 前期の講義内容を確認しておくこと 

〇事後学修 オリエンテーションの内容を整理しておくこと 

第 ２回 労働市場の動向と企業選びの考え方 「職業選択と職業誤解」 

〇事前学修 自分が希望する業界、企業について調べておくこと 

〇事後学修 自分自身の「志望動機」を整理しておくこと 

第 ３回 文章の書き方の基本的枠組み「ロジカルシンキング（論理的思考）」 

〇事前学修 ロジカルシンキングについて調べておくこと 

〇事後学修 自己の課題を整理しておくこと 

第 ４回 【演習】エントリーシートの書き方 Ⅰ 

〇事前学修 事前課題を作成の上、講義に参加すること。 

〇事後学修 講義を受けて、修正を行う事。 

第 ５回 【演習】エントリーシートの書き方 Ⅱ 

〇事前学修 記載内容を説明できるよう、準備してくること 

〇事後学修 指摘個所を修正する事。 

第 ６回 【演習】ビジネスマナー Ⅰ 注：必ずスーツ着用の事 

〇事前学修 就活ハンドブックのマナーの項目を読んでくること 

〇事後学修 ポイントをまとめておくこと 

第 ７回 【演習】ビジネスマナー Ⅱ 注：必ずスーツ着用の事 

〇事前学修 前回のポイントを確認しておくこと 

〇事後学修 ポイントをまとめておくこと 
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第 ８回 面接対策 Ⅰ 面接は何を評価するのか？ 

〇事前学修 面接の目的をまとめておくこと 

〇事後学修 ポイントを整理しておくこと 

第 ９回 面接対策 Ⅱ【演習】面接シートの作成 

〇事前学修 想定される質問の答えを準備してくること 

〇事後学修 指摘個所を修正の上、次回提出すること。 

第 １０回 【演習】面接演習 Ⅰ 注：必ずスーツ着用の事 

〇事前学修 質問に答えられるよう準備しておくこと 

〇事後学修 面接官の指摘個所を修正すること 

第 １１回 【演習】面接演習 Ⅱ 注：必ずスーツ着用の事 

〇事前学修 質問に答えられるよう準備しておくこと 

〇事後学修 面接官の指摘個所を修正すること 

第 １２回 【講演】企業の求める人材像 

〇事前学修 講演企業について調べておくこと 

〇事後学修 講演の感想をレポートにまとめて次回提出のこと 

第 １３回 【特別講演】「生活設計・家計管理セミナー」 

〇事前学修 就職後の生活に必要なお金について調べておくこと 

〇事後学修 講義のポイントをまとめておくこと 

第 １４回 【演習】履歴書の書き方 

〇事前学修 事前に履歴書を記入して持参する事 

〇事後学修 指摘個所を修正して、次週提出 

第 １５回 まとめ 

〇事前学修 講義で学んだ内容を整理しておく 

〇事後学修 就職活動がスムーズに始められるよう準備しておくこと 

 

【テキスト】 

「キャリアデザインワークブック2019」とワークシート 

【参考書・参考資料等】 

随時紹介 

【成績評価の方法等】 

課題（ワークシート）の評価（60％）、及びレポート（40％）の提出 

評価が「合」 

【履修要件等】 
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BG19-102030-B 

区  分 高城科目－キャリア教育科目 担当教員 竹元 雅彦 

授業科目 インターンシップ Ⅰ（１単位） 授業形態 

実務実績 産業能率大学総合研究所でのコンサルティング業務を通じて人材育成に携わった。 

英  訳 Internship Ⅰ 単独 

配当年次 3年次 前期 必選別 選択 単位数 1 単位 

【授業の目的】 

 就職は、人生の目的ではなく、手段であることに間違いはありません。本科目では、実際に企業が行うインターン

シップに参加することで実際の仕事を体験することで、就職活動に先立ち「働くこと」の意義と企業への理解を深め

ることを目的とします。 

【授業の到達目標】 

 インターンシップでの企業体験を通じて、企業や仕事に関する知識を高めるとともに、職業選択の視点を身に着け

、就職活動へスムーズに取り組めるようになることを目的とする。 

・仕事を理解する。 

・職業選択の視野を広げる。 

【授業の概要】 

授業は、企業等での就業体験を通じて、将来の進路や職業の選択に向けた就業観の養成を目的とした体験型授業で す。

企業への派遣にあたり、インターンシップの意義・目的についての理解を深め、広島県インターンシップ促進協 議会

の主催するインターンシップに参加することで、一足早く就職活動を体験します。  内容的には、「キャリデザインⅠ」

で実施する自己分析や職業理解、そしてエントリーシートの作成を先行して行 い、県の主催する企業説明会に参加し

て、インターンシップ先企業を決定します。また本授業を担当する実務家教員は、長年企業の人材育成を行ってきた経

験と広く企業・業界の知識を有し、学生ひとりひとり対して細やかな指導を行います。尚授業の性質上、ビジネスマナ

ーを徹底的に身に着けることを目的としますので、「時間厳守」「挨拶」を何よりも重視します。遅刻や無断欠席を認

めない、提出書類の納期厳守は本講義の最 低条件です。  

【授業計画と準備学修】 

第 １回 オリエンテーション 授業の進め方と注意点について 

〇事前学修 必ずシラバスを熟読すること。 

〇事後学修 授業のルールを確認して、本気で取り組めるかを確認してください。 

第 ２回 インターンシップのスケジュール確認（広島県インターンシップ促進協議会） 

〇事前学修 何故、インターンシップに参加したいのか、自分の考えをまとめておくこと。 

〇事後学修 インターンシップのスケジュールの調整を行う事。 

第 ３回 企業を取り巻く環境変化と企業が求める人材像 

〇事前学修 自分はどのような仕事を通じて社会に関わりたいのかを考えてくること。 

〇事後学修 自分の認識と異なっていれば修正をおこなうこと。 

第 ４回 企業研究 業界と業種の知識 どんな仕事があるのか 

〇事前学修 自分はどんな職業を希望するのか、併せて理由も考えてくること。 

〇事後学修 自分の認識と異なっていれば修正をおこなうこと。 

第 ５回 【演習】ビジネスマナーの基本 社会人に向けた意識の変革 

〇事前学修 マナーの基本とは何かを調べてくること。注：スーツ着用 

〇事後学修 学んだポイントをまとめておくこと。 

第 ６回 【演習】ビジネスコミュニケーション 文章の書き方の基本 

〇事前学修 ビジネス文章のポイントを調べてくること。 

〇事後学修 自己の問題点を整理し、課題を明らかにしておくこと。 

第 ７回 【演習】自己 PR文の作成（自己理解から自己の強みを明らかにする） 

〇事前学修 自分の強み、弱みにについて課題シートにまとめてくること。 

〇事後学修 自己 PR文を完成させ、次週提出すること。 
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第 ８回 実習先企業の選択 （注：県の合同説明に参加すること） 

〇事前学修 インターンシップに参加したい企業を第三希望まで選んでくること。 

〇事後学修 志望動機を完成し、次回提出すること。 

第 ９回 ビジネスの基本Ⅰ 目標設定と PDCAサイクルの重要性の理解 

〇事前学修 課題シートに自己目標を記入してくること。 

〇事後学修 自己目標を修正して、次回提出すること。 

第 １０回 ビジネスの基本 Ⅱ 企業にとって利益とは何か 

〇事前学修 企業にとって利益が重要な理由を調べてくること 

〇事後学修 ポイントを整理しておくこと。 

第 １１回 【演習】エントリーシートの作成 Ⅰ 個人ワーク 

〇事前学修 県指定のフォーマットに必要事項を入力し、プリントして持参すること 

〇事後学修 修正箇所を訂正しておくこと。 

第 １２回 【演習】エントリーシートの作成 Ⅱ グループワーク 

〇事前学修 修正したプリントを持参すること 

〇事後学修 最終修正を行い、メールに添付して提出すること 

第 １３回 インターンシップ参加手続き 

〇事前学修 参加要項を必ず確認すること 

〇事後学修 関連書類をメールにて期日までに提出すること 

第 １４回 実習日誌と実習レポートの書き方 

〇事前学修 課題シートを作成して持参 

〇事後学修 修正後メールにて提出 

第 １５回 まとめ 

〇事前学修 参加日程の確認と注意事項を熟読しておくこと 

〇事後学修 準備物を確認しておくこと 

 

【テキスト】 

【参考書・参考資料等】 

随時紹介 

【成績評価の方法等】 

課題（ワークシート）の評価（60％）、及びレポート（40％）の提出 

評価が「合」 

【履修要件等】 
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BG19-102040-C 

区  分 高城科目－キャリア教育科目 担当教員 竹元 雅彦 

授業科目 インターンシップ Ⅱ（１単位） 授業形態 

実務実績 産業能率大学総合研究所でのコンサルティング業務を通じて人材育成に携わった。 

英  訳 Internship Ⅱ 単独 

配当年次 3年次 後期 必選別 選択 単位数 1 単位 

【授業の目的】 

 就職は、人生の目的ではなく、手段であることに間違いはありません。本科目では、実際に企業が行うインターン

シップに参加することで実際の仕事を体験することで、就職活動に先立ち「働くこと」の意義と企業への理解を深め

ることを目的とします。 

【授業の到達目標】 

 インターンシップでの企業体験を通じて、企業や仕事に関する知識を高めるとともに、職業選択の視点を身に着け

、就職活動へスムーズに取り組めるようになることを目的とする。 

・仕事を理解する。 

・職業選択の視野を広げる。 

【授業の概要】 

授業は、企業等での就業体験を通じて、将来の進路や職業の選択に向けた就業観の養成を目的とした体験型授業です。

企業への派遣にあたり、インターンシップの意義・目的についての理解を深め、広島県インターンシップ促進協議会の

主催するインターンシップに参加することで、一足早く就職活動を体験します。  内容的には、「キャリデザインⅠ」

で実施する自己分析や職業理解、そしてエントリーシートの作成を先行して行 い、県の主催する企業説明会に参加し

て、インターンシップ先企業を決定します。  また本授業を担当する実務家教員は、長年企業の人材育成を行ってきた

経験と広く企業・業界の知識を有し、学生ひとり ひとり対して細やかな指導を行います。尚授業の性質上、ビジネス

マナーを徹底的に身に着けることを目的とします ので、「時間厳守」「挨拶」を何よりも重視します。遅刻や無断欠席

を認めない、提出書類の納期厳守は本講義の最 低条件です。  

【授業計画と準備学修】 

第 １回 オリエンテーション 

〇事前学修 シラバスの内容を確認しておくこと。 

〇事後学修 後期のスケジュールを必ず確認すること。 

第 ２回 プレゼンテーションの基本 

〇事前学修 インターンシップの内容をまとめておくこと。 

〇事後学修 配布するテンプレートを完成し、次回提出すること。 

第 ３回 【演習】プレゼンテーション演習 

〇事前学修 実習内容を説明できるようにしておくこと。 

〇事後学修 指摘された箇所を修正して、再提出すること。 

第 ４回 インターンシップ実習 Ⅰ 

〇事前学修 時間厳守、準備物の確認を行う事。 

〇事後学修 実習内容を報告書にまとめておくこと。 

第 ５回 インターンシップ実習 Ⅱ 

〇事前学修 時間厳守、準備物の確認を行う事。 

〇事後学修 実習内容を報告書にまとめておくこと。 

第 ６回 インターンシップ実習 Ⅲ 

〇事前学修 時間厳守、準備物の確認を行う事。 

〇事後学修 実習内容を報告書にまとめておくこと。 

第 ７回 インターンシップ実習 Ⅳ 

〇事前学修 時間厳守、準備物の確認を行う事。 
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〇事後学修 実習内容を報告書にまとめておくこと。 

第 ８回 インターンシップ実習 Ⅴ 

〇事前学修 時間厳守、準備物の確認を行う事。 

〇事後学修 実習内容を報告書にまとめておくこと。 

第 ９回 インターンシップ実習 Ⅵ 

〇事前学修 時間厳守、準備物の確認を行う事。 

〇事後学修 実習内容を報告書にまとめておくこと。 

第 １０回 インターンシップ実習 Ⅶ 

〇事前学修 時間厳守、準備物の確認を行う事。 

〇事後学修 実習内容を報告書にまとめておくこと。 

第 １１回 インターンシップ実習 Ⅷ 

〇事前学修 時間厳守、準備物の確認を行う事。 

〇事後学修 実習内容を報告書にまとめておくこと。 

第 １２回 インターンシップ実習 Ⅸ 

〇事前学修 時間厳守、準備物の確認を行う事。 

〇事後学修 実習内容を報告書にまとめておくこと。 

第 １３回 実習報告書の作成 

〇事前学修 実習日誌をまとめておくこと 

〇事後学修 加筆・修正を行い提出すること 

第 １４回 報告会の実施 

〇事前学修 時間内に発表できるよう準備しておくこと 

〇事後学修 自己のプレゼン内容を客観的な視点から反省しておくこと。 

第 １５回 まとめ 

〇事前学修 インターンシップで学んだことを整理しておくこと。 

〇事後学修 就活にどのように活かすのかをまとめておくこと。 

 

【テキスト】 

【参考書・参考資料等】 

【成績評価の方法等】 

実習報告書の評価（50％）、発表会でのプレゼンテーションの評価（50％） 

評価が「合」 

【履修要件等】 

インターンシップⅠの受講者に限る。 
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BM19-101060-A 

区  分 専門基礎科目 担当教員 古元 秀昭 

授業科目 基礎力学（２単位） 授業形態 

実務実績 三菱日立製鉄機械株式会社において機械関係研究開発にたずさわる 

英  訳 Introduction to Engineering Mechanics 単独 

配当年次 1年次 後期 必選別 選択 単位数 2 単位 

【授業の目的】 

 本講義はこの機械工学に必要な力学知識の基礎的な部分であり、『工業力学』、『水力学』、『熱力学』、『機械

力学』と『材料力学』などを含む力学科目への必要な入門知識を修得することを目的とする。 

【授業の到達目標】 

 力と力のモーメントなどの概念を理解し、関連する物理量の単位換算ができ、力の合成と分解の方法を身につけた

うえ、トラスの問題を含む典型的なつりあい問題を解析することができる。 

【授業の概要】 

 授業の前半では力の合成と分解の方法を詳細に学習し、後半ではこれらの知識を応用して、力の釣り合いに関する

問題を解析する。授業中に演習をしながらそれぞれの問題の計算方法を詳細に解説する。  

実務家教員として理解の深化を促すこととする。 

 

【授業計画と準備学修】 

第 １回 本講義の学習法と必要な数学的基礎知識 

〇事前学修 シラバスの「授業目的」「到達目標」「概要」を読んでおくこと。 

〇事後学修 数学的基礎知識を復習する。 

第 ２回 力の定義，力の性質，力の単位と換算 

〇事前学修 力の単位と換算を予習すること。 

〇事後学修 演習を復習すること。 

第 ３回 １点に働く２力の合成：図式法と解析法 

〇事前学修 力の合成を予習しておく。 

〇事後学修 演習を復習すること。 

第 ４回 力の分解 

〇事前学修 力の分解を予習しておく。 

〇事後学修 演習を復習すること。 

第 ５回 １点に働く３つ以上の力の合成：図式法と解析法 

〇事前学修 ３つ以上の力の合成を予習すること。 

〇事後学修 演習を復習すること。 

第 ６回 力のモーメント 

〇事前学修 モーメントの概念を予習しておくこと。 

〇事後学修 演習を復習すること。 

第 ７回 偶力と力の置き換え 

〇事前学修 偶力を予習しておくこと。 

〇事後学修 演習を復習すること。 

第 ８回 着力点の異なる力の合成 

〇事前学修 着力点の異なる力の合成を予習しておくこと。 

〇事後学修 演習を復習すること。 

第 ９回 総合演習と理解度確認テスト 

〇事前学修 これまでの演習問題を復習しておくこと。 

〇事後学修 演習を復習すること。 
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第 １０回 １点に働く力のつり合い 

〇事前学修 力のつり合いを予習しておくこと。 

〇事後学修 演習を復習すること。 

第 １１回 １点に働く 3つ以上の力のつり合い 

〇事前学修 ３つ以上の力のつり合いを予習しておくこと。 

〇事後学修 演習を復習すること。 

第 １２回 接触点，支点に働く力 

〇事前学修 支点に働く力を予習しておくこと。 

〇事後学修 演習を復習すること。 

第 １３回 着力点の異なる力のつり合い 

〇事前学修 着力点の異なる力のつり合いを予習しておくこと。 

〇事後学修 演習を復習すること。 

第 １４回 トラスの解析法（1）節点法 

〇事前学修 トラスの節点法を予習しておくこと。 

〇事後学修 演習を復習すること。 

第 １５回 トラスの解析法（2）切断法 

〇事前学修 トラスの切断法を予習しておくこと。 

〇事後学修 演習を復習すること。 

期末試験 

【テキスト】 

工業力学（青木弘，木谷晋 共著、森北出版） 

【参考書・参考資料等】 

詳解工業力学（入江敏博 著、理工学社） 

【成績評価の方法等】 

レポート(20%)、中間テスト(40%) と期末試験(40%) の成績により総合的に評価する。 

評価が「合」 

【履修要件等】 
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BM19-201010-B 

区  分 専門応用科目－機械工学系科目 担当教員 古元 秀昭 

授業科目 工業力学（２単位） 授業形態 

実務実績 三菱日立製鉄機械株式会社において機械関係研究開発にたずさわる 

英  訳 Engineering Mechanics 単独 

配当年次 2年次 前期 必選別 選択 単位数 2 単位 

【授業の目的】 

 「基礎力学」に引き続き、力学の理解を深めて、実用に供される種々の簡単な機械の解析例を通して、実際の複雑

な機械を力学的に考察し得る機械技術者としての素養を身につけることを目的とする。 

【授業の到達目標】 

 質点の変位、速度、加速度などを解析することと、ニュートンの運動法則とダランベールの原理を応用して遠心力

などの典型的な慣性力問題を考察することができる。また、てこ、滑車、輪軸、斜面などの簡単な機械の解析ができ

る。 

【授業の概要】 

 まず、質点の変位、速度、加速度など運動の形態を解析する運動学を学習し、次に、ニュートンの運動法則とダラ

ンベールの原理を中心に運動と力の関係に関する動力学を学び、最後に、応用問題として、てこ、滑車、輪軸、斜面

などの簡単な機械における力学問題と機械の効率などを学習する。 

実務家教員として理解の深化を促すこととする。 

 

【授業計画と準備学修】 

第 １回 質点の運動の概説 

〇事前学修 質点の運動を予習すること。 

〇事後学修 演習を復習すること。 

第 ２回 接線加速度と法線加速度 

〇事前学修 加速度を予習すること。 

〇事後学修 演習を復習すること。 

第 ３回 直線運動 

〇事前学修 直線運動を予習すること。 

〇事後学修 演習を復習すること。 

第 ４回 平面運動 

〇事前学修 平面運動を予習すること。 

〇事後学修 演習を復習すること。 

第 ５回 相対運動 

〇事前学修 相対運動を予習すること。 

〇事後学修 演習を復習すること。 

第 ６回 運動の法則 

〇事前学修 運動の法則を予習すること。 

〇事後学修 演習を復習すること。 

第 ７回 慣性力 

〇事前学修 慣性力を予習すること。 

〇事後学修 演習を復習すること。 

第 ８回 向心力と遠心力 

〇事前学修 遠心力を予習すること。 

〇事後学修 演習を復習すること。 
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第 ９回 総合演習と理解度確認テスト 

〇事前学修 これまでの演習を復習すること。 

〇事後学修 演習を復習すること。 

第 １０回 機械の摩擦，摩擦係数と摩擦角 

〇事前学修 摩擦係数を予習すること。 

〇事後学修 演習を復習すること。 

第 １１回 簡単な機械：てこ・滑車 

〇事前学修 てこを予習すること。 

〇事後学修 演習を復習すること。 

第 １２回 簡単な機械：輪軸 

〇事前学修 軸について予習すること。 

〇事後学修 演習を復習すること。 

第 １３回 簡単な機械：斜面 

〇事前学修 斜面を予習すること。 

〇事後学修 演習を復習すること。 

第 １４回 簡単な機械：斜面の応用 

〇事前学修 斜面の応用を予習すること。 

〇事後学修 演習を復習すること。 

第 １５回 機械の効率 

〇事前学修 機械の効率を予習すること。 

〇事後学修 演習を復習すること。 

期末試験 

【テキスト】 

工業力学（青木弘，木谷晋 共著、森北出版） 

【参考書・参考資料等】 

詳解工業力学（入江敏博 著、理工学社） 

【成績評価の方法等】 

レポート(20%)、中間テスト(40%) と期末試験(40%) の成績により総合的に評価する。 

評価が「合」 

【履修要件等】 

基礎力学で学習した静力学の知識が必要なので、「基礎力学」を修得しておくこと。 
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BM19-201050-C 

区  分 専門応用科目－機械工学系科目 担当教員 古元 秀昭 

授業科目 機械力学（２単位） 授業形態 

実務実績 三菱日立製鉄機械株式会社において機械関係研究開発にたずさわる 

英  訳 Mechanical Dynamics 単独 

配当年次 3年次 前期 必選別 選択 単位数 2 単位 

【授業の目的】 

 機械力学は静力学、動力学、運動学などの物理学を機械システムに工学的に適用したものであり、機械システムの

設計と運用を行う上で不可欠なものである。 

【授業の到達目標】 

 機械力学の基礎を理解し、機械設計や運転整備に活用できる素養を身につける。 

【授業の概要】 

 静力学や運動学の基礎となる概念、機械の運動の中心となる往復運動や回転運動の力学、振動工学問題など、機械

力学に関する基礎的事項について講述し、演習問題を行う。実務家教員として理解の深化を促すこととする。 

実務家教員として理解の深化を促すこととする。 

【授業計画と準備学修】 

第 １回 静力学、動力学 

〇事前学修 シラバスの「授業目的」「到達目標」「概要」を読んでおくこと。 

〇事後学修 静力学と動力学を復習する。 

第 ２回 運動学 

〇事前学修 運動学を予習すること。 

〇事後学修 演習を復習すること。 

第 ３回 機構の基礎的事項 

〇事前学修 機構の基礎的事項を予習すること。 

〇事後学修 演習を復習すること。 

第 ４回 瞬間中心 

〇事前学修 瞬間中心を予習すること。 

〇事後学修 演習を復習すること。 

第 ５回 リンク機構の力学 

〇事前学修 リンク機構を予習すること。 

〇事後学修 演習を復習すること。 

第 ６回 ピストン－クランク機構の力学 

〇事前学修 ピストン－クランク機構を予習すること。 

〇事後学修 演習を復習すること。 

第 ７回 カム機構、歯車機構の力学 

〇事前学修 カム機構を予習すること。 

〇事後学修 演習を復習すること。 

第 ８回 中間まとめ 

〇事前学修 これまでの演習を復習すること。 

〇事後学修 演習を復習すること。 

第 ９回 機械振動の基礎的事項 

〇事前学修 機械振動の基礎的事項を予習すること。 

〇事後学修 演習を復習すること。 
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第 １０回 １自由度系の非減衰振動 

〇事前学修 非減衰振動を予習すること。 

〇事後学修 演習を復習すること。 

第 １１回 １自由度系の減衰自由振動 

〇事前学修 減衰自由振動を予習すること。 

〇事後学修 演習を復習すること。 

第 １２回 １自由度系の強制振動（力加振） 

〇事前学修 強制振動を予習すること。 

〇事後学修 演習を復習すること。 

第 １３回 １自由度系の強制振動（変位加振） 

〇事前学修 変位加振を予習すること。 

〇事後学修 演習を復習すること。 

第 １４回 ２自由度系の振動 

〇事前学修 2自由度系の振動を予習すること。 

〇事後学修 演習を復習すること。 

第 １５回 振動の測定と対策 

〇事前学修 振動の測定を予習すること。 

〇事後学修 演習を復習すること。 

期末試験 

【テキスト】 

「振動工学入門〔改訂版〕」山田伸志 監修、パワー社 

【参考書・参考資料等】 

「振動工学の基礎」岩壺卓三、松久寛編 中川紀壽ほか共著、森北出版  

「機構学」井沢実、加藤博 共著、産業図書  

 

【成績評価の方法等】 

期末試験(60%)、レポート(20%)、小テスト(20%)で評価する。 

評価が「合」 

【履修要件等】 
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BM19-201170-C 

区  分 専門応用科目－機械工学系科目 担当教員 西原 亜弥、中村 格芳 

授業科目 3次元CADⅠ（２単位） 授業形態 

実務実績 西原 亜弥（非常勤講師）は、株式会社アビストで設計を業務としている 

英  訳 3D-CAD Ⅰ 複数 

配当年次 2年次 前期 必選別 選択 単位数 2 単位 

【授業の目的】 

 各種業界の急速な３次元CAD導入により、学生に対する３次元CAD教育の要望が強くなっている。本講義は、3次元

CADに関する基礎概念と基本的操作の修得を目的として、演習形式で行う。 

【授業の到達目標】 

 3次元CADの基本概念をよく理解し、3次元CADソフトの基礎的な使用方法を習得する。 

【授業の概要】 

 使用するソフトウエアは、多くの製造業で実際に業務として適用されているSolidWorksである。講義内容は、3次元

CADの基本概念・利用目的、基本操作、スケッチ・ベースフィーチャー作業習得、作成部品を用いての組立作業 (アセ

ンブリー)、ドローイングである。 

 各回の授業内容についてGoogle Classroomを使用して確認問題の実施および質問の受付を行い、次週解答と解説を

行う。 

 事前・事後学修には、授業時間の1.5倍から、人によっては2倍近くの時間を確保すること。 

 担当教員の一人は実務家教員として理解の深化を促すこととする。 

【授業計画と準備学修】 

第 １回 3次元 CADの基本概念 

〇事前学修 シラバスの「授業目的」「到達目標」「概要」を読んでおくこと。 

〇事後学修 事前学習で理解不足だった部分を確認すること。 

第 ２回 3次元 CADの利用目的 

〇事前学修 2D-CADと 3D-CADの違いについて調べておくこと。 

〇事後学修 事前学習で理解不足だった部分を確認すること。 

第 ３回 基本操作 1（ユーザーインターフェイスについて） 

〇事前学修 3D-CADソフトウェア(SolidWorks)の特徴を調べておくこと。 

〇事後学修 ソフトウェアの操作方法について理解が不十分だった部分を確認すること。 

第 ４回 基本操作 2（面の選択、視点の切り替え） 

〇事前学修 前回配布されたプリントの該当箇所を確認しておくこと。 

〇事後学修 ソフトウェアの操作方法について理解が不十分だった部分を確認すること。 

第 ５回 スケッチ・ベースフィーチャー作業 1（押し出し） 

〇事前学修 配布プリントの該当箇所を確認しておくこと。 

〇事後学修 スケッチについて理解が不十分だった部分を確認すること。 

第 ６回 スケッチ・ベースフィーチャー作業 2（回転） 

〇事前学修 配布プリントの該当箇所を確認しておくこと。 

〇事後学修 スケッチについて理解が不十分だった部分を確認すること。 

第 ７回 スケッチ・ベースフィーチャー作業 3（切断） 

〇事前学修 配布プリントの該当箇所を確認しておくこと。 

〇事後学修 スケッチについて理解が不十分だった部分を確認すること。 

第 ８回 スケッチ・ベースフィーチャー作業 4（押し出しカット） 

〇事前学修 第 5回から第 7回までの授業内容を再度確認しておくこと。 

〇事後学修 スケッチについて理解が不十分だった部分を確認すること。 
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第 ９回 アセンブリー1（基本概念） 

〇事前学修 アセンブリーとは何か調べておくこと。 

〇事後学修 アセンブリーについて理解が不十分だった部分を確認すること。 

第 １０回 アセンブリー2（部品の配置） 

〇事前学修 前回配布されたプリントの該当箇所を確認しておくこと。 

〇事後学修 アセンブリーについて理解が不十分だった部分を確認すること。 

第 １１回 アセンブリー3（合致） 

〇事前学修 配布されたプリントの該当箇所を確認しておくこと。 

〇事後学修 アセンブリーについて理解が不十分だった部分を確認すること。 

第 １２回 アセンブリー4（演習問題） 

〇事前学修 第 9回から第 11回までの授業内容を再度確認しておくこと。 

〇事後学修 アセンブリーについて理解が不十分だった部分を確認すること。 

第 １３回 ドローイング 1（図面の作成） 

〇事前学修 第三角法による投影法について調べておくこと。 

〇事後学修 ドローイングについて理解が不十分だった部分を確認すること。 

第 １４回 ドローイング 2（修正） 

〇事前学修 前回配布されたプリントの該当箇所を確認しておくこと。 

〇事後学修 前回配布されたプリントの該当箇所を確認しておくこと。 

第 １５回 小テスト（実技）とまとめ 

〇事前学修 ソフトウェアの使用方法を再度確認しておくこと。 

〇事後学修 授業での振り返りで不十分だった部分を確認すること。 

 

【テキスト】 

基本操作マニュアル（配布資料）、演習課題図面（配布資料） 

【参考書・参考資料等】 

基礎製図（第5版)（大西清著、オーム社） 

参考となる情報をhttps://sites.google.com/a/edu.hkg.ac.jp/cad_lessons/ に載せる。著作権等の問題

からアクセスは受講者に制限している。 

【成績評価の方法等】 

試験は行わず、演習課題によって評価する。課題提出(80%)、小テスト(20%) 

評価が「合」 

【履修要件等】 

興味があれば、3次元CAD利用技術者試験の受験をチャレンジしてみよう。 
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BM19-201180-D 

区  分 専門応用科目－機械工学系科目 担当教員 西原 亜弥、中村 格芳 

授業科目 3次元CADⅡ（２単位） 授業形態 

実務実績 西原 亜弥（非常勤講師）は、株式会社アビストで設計を業務としている 

英  訳 3D-CAD Ⅱ 複数 

配当年次 2年次 後期 必選別 選択 単位数 2 単位 

【授業の目的】 

 近年の3次元設計においてもトレース・読図は必要不可欠である。本講義では3次元CADⅠを修得した学生を対象とし

、Drawing機能を習得することを目的として演習形式で行う。この技術を使用しエンジンの一部設計とトレースを行う

。 

【授業の到達目標】 

 3次元CADの概念を深く理解し、3次元CADソフトの様々な使用方法を習得する。 

【授業の概要】 

 使用するソフトウェアは、多くの製造業で実際に業務として適用されているSolidWorksである。講義の内容は、サ

ーフェス機能の習得、エンジンの機構、ピストン・ピストンピンおよびリング・クランクシャフトのフィーチャー作

成、エンジンアセンブリー、排気量計算、モデル編集と図面作成である。 

 各回の授業内容についてGoogle Classroomを使用して確認問題の実施および質問の受付を行い、次週解答と解説を

行う。 

 事前・事後学修には、授業時間の1.5倍から、人によっては2倍近くの時間を確保すること。 

 担当教員の一人は実務家教員として理解の深化を促すこととする。 

【授業計画と準備学修】 

第 １回 サーフェスの基本概念 

〇事前学修 シラバスの「授業目的」「到達目標」「概要」を読んでおくこと。 

〇事後学修 事前学習で理解不足だった部分を確認すること。 

第 ２回 サーフェス演習 1（押出し） 

〇事前学修 ソリッドとサーフェスの違いを調べておくこと。 

〇事後学修 サーフェスについて理解が不十分だった部分を確認すること。 

第 ３回 サーフェス演習 2（ロフト・スイープ） 

〇事前学修 ロフト・スイープについて調べておくこと。 

〇事後学修 サーフェスについて理解が不十分だった部分を確認すること。 

第 ４回 サーフェス演習 3（トリム） 

〇事前学修 第 1回目から第 3回目までの授業内容を再度確認しておくこと。 

〇事後学修 サーフェスについて理解が不十分だった部分を確認すること。 

第 ５回 エンジンの機構・作成手順について 

〇事前学修 レシプロエンジンの仕組みについて調べておくこと。 

〇事後学修 演習課題について理解が不十分だった部分を確認すること。 

第 ６回 ピストンのフィーチャー作成 1 

〇事前学修 前回配布されたプリントの該当箇所を確認しておくこと。 

〇事後学修 演習課題について理解が不十分だった部分を確認すること。 

第 ７回 クランクシャフトのフィーチャー作成 2 

〇事前学修 配布プリントの該当箇所を確認しておくこと。 

〇事後学修 演習課題について理解が不十分だった部分を確認すること。 

第 ８回 コンロッドのフィーチャー作成 3 

〇事前学修 配布プリントの該当箇所を確認しておくこと。 

〇事後学修 演習課題について理解が不十分だった部分を確認すること。 
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第 ９回 エンジンアセンブリー 

〇事前学修 配布プリントの該当箇所を確認しておくこと。 

〇事後学修 演習課題について理解が不十分だった部分を確認すること。 

第 １０回 エンジンモデルの完成 

〇事前学修 配布プリントの該当箇所を確認しておくこと。 

〇事後学修 演習課題について理解が不十分だった部分を確認すること。 

第 １１回 排気量計算 （演習） 

〇事前学修 排気量とは何か調べておくこと。 

〇事後学修 演習課題について理解が不十分だった部分を確認すること。 

第 １２回 モデル編集と図面作成 1（モデル編集） 

〇事前学修 配布プリントの該当箇所を確認しておくこと。 

〇事後学修 演習課題について理解が不十分だった部分を確認すること。 

第 １３回 モデル編集と図面作成 2（図面作成） 

〇事前学修 配布プリントの該当箇所を確認しておくこと。 

〇事後学修 演習課題について理解が不十分だった部分を確認すること。 

第 １４回 モデル編集と図面作成 3（モデル、図面の修正） 

〇事前学修 配布プリントの該当箇所を確認しておくこと。 

〇事後学修 演習課題について理解が不十分だった部分を確認すること。 

第 １５回 小テスト（実技）とまとめ 

〇事前学修 ソフトウェアの使用方法を再度確認しておくこと。 

〇事後学修 授業での振り返りで不十分だった部分を確認すること。 

 

【テキスト】 

基本操作マニュアル（配布資料）、演習課題図面（配布資料） 

【参考書・参考資料等】 

基礎製図（第5版）（大西清著、オーム社） 

参考となる情報をhttps://sites.google.com/a/edu.hkg.ac.jp/cad_lessons/ に載せる。著作権等の問題

からアクセスは受講者に制限している。 

【成績評価の方法等】 

試験は行わず、演習課題によって評価する。課題提出（80%）、小テスト（20%） 

評価が「合」 

【履修要件等】 

3次元CADⅠに続く科目であるため、3次元CADⅠを履修していること。 
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BD19-202060-A 

区  分 
専門応用科目－インターネットシ

ステム科目 
担当教員 遠藤 麻里 

授業科目 Webシステム入門（２単位） 授業形態 

実務実績 (株)Urbineにおいて、Webデザイナー・プログラマとしてWebページの企画開発をした。 

英  訳 Primer of Web System 単独 

配当年次 3年次 前期 必選別 選択 単位数 2 単位 

【授業の目的】 

 Webシステムの基礎をAPM(Apache+PHP+Mysql) によって学習し、Web関連の仕事現場で活用できる力を身に付ける。 

【授業の到達目標】 

PHPの基礎的な活用方法が理解できる。 

APMについて説明できる。 

PHPやデータベースを活用したウェブサイト構築方法が理解できる。 

【授業の概要】 

 インターネットを通じて利用できるウェブサイトやショッピングやゲームなどの様々なサービスは、Webアプリケー

ションを利用したWebシステムで実現されている。本講義では、Webシステムの基礎をHTMLからはじめ、Apache、PHP、

MySQLなどを用いて学ぶ。授業は説明と実習を交互に繰り返し進め、数回のプログラミング課題の提出を行う。最終的

には。各自がAPMを用いた簡易なWebシステムを構築する。授業の事前準備として、前回までの講義内容を再確認して

おくこと。また、時間内に課題が終わらない場合は、次回までに 

実務家教員として理解の深化を促すこととする。 

【授業計画と準備学修】 

第 １回 ガイダンス 

〇事前学修 シラバスの「授業目的」「到達目標」「概要」を読んでおくこと。 

〇事後学修 ガイダンスの内容について理解を深めておくこと。 

第 ２回 HTML基礎 

〇事前学修 HTMLとは何か、復習しておくこと 

〇事後学修 時間内に課題が終わらない場合は、次回までに完成させておくこと 

第 ３回 webアプリケーションが動作する仕組み①（データベースの基礎） 

〇事前学修  

〇事後学修  

第 ４回 webアプリケーションが動作する仕組み②（PHPの基礎） 

〇事前学修  

〇事後学修 時間内に課題が終わらない場合は、次回までに完成させておくこと 

第 ５回 PHPプログラミングの基礎 

〇事前学修  

〇事後学修  

第 ６回 APM(Apache+PHP+Mysql)の理解 

〇事前学修  

〇事後学修  

第 ７回 APMを用いた Webサイト構築の基礎 

〇事前学修  

〇事後学修  

第 ８回 PHPプログラミングの応用 

〇事前学修  

〇事後学修 時間内に課題が終わらない場合は、次回までに完成させておくこと 
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第 ９回 APMの応用（サイト構築及びテスト） 

〇事前学修  

〇事後学修  

第 １０回 総合演習①（データベースの構築） 

〇事前学修  

〇事後学修  

第 １１回 総合演習②（データベースの遠隔操作 

〇事前学修  

〇事後学修  

第 １２回 総合演習③（APM Webシステムの開発１） 

〇事前学修  

〇事後学修  

第 １３回 総合演習④（APM Webシステムの開発２） 

〇事前学修  

〇事後学修  

第 １４回 総合演習⑤（APM Webシステムの開発３） 

〇事前学修  

〇事後学修 最終課題を終えること 

第 １５回 最終課題の発表と講評 

〇事前学修  

〇事後学修  

 

【テキスト】 

授業ごとにPDFファイル形式で配布する 

【参考書・参考資料等】 

【成績評価の方法等】 

課題・授業態度（40%）最終課題（60%） 

評価が「合」 

【履修要件等】 

HTMLやプログラミングの基礎知識があることが望ましい 
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BD19-204030-A 

区  分 
専門応用科目－商品企画・販売デ

ザイン科目 
担当教員 遠藤 麻里 

授業科目 生活デザイン（２単位） 授業形態 

実務実績 一級建築士事務所(株)Urbineにおいて建築士として住宅や家具のデザインや施工管理をした。 

英  訳 Life Design 単独 

配当年次 2年次 前期 必選別 選択 単位数 2 単位 

【授業の目的】 

 身の回りのデザインを観察・考察し、新しいデザインを製作することより、デザインの基礎知識を学ぶことを目的

とする。 

【授業の到達目標】 

観察の重要性が理解できる。 

身近なデザインの基本が理解できる。 

制作した成果物のデザインのコンセプトを説明できる。 

【授業の概要】 

 デザインの基礎知識を、観察や制作を通して学ぶ。現状観察調査、問題への着目とアイデア、コンセプトの立案と

プロトタイプの作成、デザイン制作と評価という一連のデザインプロセスを体験し、デザイン制作の知識と技術を修

得する。またグループでのアイデアの発表や意見交換を通してプロジェクト遂行の基礎知識を得る。最終課題は、作

成したプロトタイプと説明ポスターを用いて、プレゼンテーションを行う。 

実務家教員として理解の深化を促すこととする。 

【授業計画と準備学修】 

第 １回 ガイダンス 

〇事前学修 シラバスの「授業目的」「到達目標」「概要」を読んでおくこと。 

〇事後学修 ガイダンスの内容について理解を深めておくこと。 

第 ２回 新しい生活デザインの考え方 

〇事前学修  

〇事後学修 時間内に課題が終わらない場合は、次回までに完成させておくこと 

第 ３回 デザインプロセスと観察 

〇事前学修  

〇事後学修 身の回りの観察を行うこと 

第 ４回 観察の結果とデザイン 

〇事前学修  

〇事後学修  

第 ５回 観察からのアイデア発想 

〇事前学修  

〇事後学修  

第 ６回 課題の抽出とコンセプトの立案 

〇事前学修  

〇事後学修 時間内に課題が終わらない場合は、次回までに完成させておくこと 

第 ７回 プロトタイプの制作 

〇事前学修  

〇事後学修  

第 ８回 プロトタイプを用いた評価 

〇事前学修  

〇事後学修  
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第 ９回 デザイン課題の説明 

〇事前学修  

〇事後学修  

第 １０回 デザイン課題の制作 1 

〇事前学修 課題制作の準備を適宜おこなうこと 

〇事後学修  

第 １１回 デザイン課題の制作 2 

〇事前学修 課題制作の準備を適宜おこなうこと 

〇事後学修  

第 １２回 デザイン課題の制作 3 

〇事前学修 課題制作の準備を適宜おこなうこと 

〇事後学修  

第 １３回 デザインの修正 

〇事前学修  

〇事後学修 時間内に課題が終わらない場合は、次回までに完成させておくこと 

第 １４回 プレゼンテーション資料の作成 

〇事前学修  

〇事後学修 時間内に課題が終わらない場合は、次回までに完成させておくこと 

第 １５回 プレゼンテーションと講評 

〇事前学修  

〇事後学修  

 

【テキスト】 

適宜、PDFファイル形式で配布する 

【参考書・参考資料等】 

【成績評価の方法等】 

課題・授業態度（40%）最終課題（60%） 

評価が「合」 

【履修要件等】 

デザイン系科目を受講していることが望ましい。 
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BD19-205210-B 

区  分 
専門応用科目－アート＆エンター

テインメント科目 
担当教員 北野 不凡 

授業科目 ゲームデザイン（２単位） 授業形態 

実務実績 
ソフトファクトリーにおいて、企画・プログラマ・ディレクターとして 

各種ゲームを開発をした。 

英  訳 Game Design 単独 

配当年次 2年次 後期 必選別 選択 単位数 2 単位 

【授業の目的】 

 市販のゲームを素材に、エンタテインメント・コンテンツの原則的な要素への理解を促す。この理解を基に、学生

が社会でエンタテインメント要素を含むサービス、製品を企画・制作する場合の基盤になる知識を提供する。 

 

【授業の到達目標】 

 ・提供されたゲームを基にエンタテインメント要素の長所短所を分析し強化する方法を模索し実現できる。 

 ・オリジナルゲームを企画し企業応募可能なレベルまで詳細化できる。 

 ・企画の長所を理解し企業応募可能な企画書にまとめる事が出来る。 

【授業の概要】 

 最初の5回程度で、エンタテインメントの企画に必要な要素を学び、グループディスカッションを通してアイディア

を出し、発表する。 

 次の3回程度で、私が提供するゲームを基にオリジナルの舞台、エンタテインメント要素を強化したものを作成する

。それを学生相互にテストプレイを行い評価を行う。また、これらは基本的にチーム制作とする。 

 後半の7回でオリジナルゲームを個人で企画立案し、当該企画の詳細化、ストーリーの表現方法、レベルデザインの

原則、企画書による表現を実習する。エンタテインメント企業へプランナーとしての応募を 

実務家教員として理解の深化を促すこととする。 

【授業計画と準備学修】 

第 １回 拡大する業界とシーン 

〇事前学修 シラバスの「授業目的」「到達目標」「概要」を読んでおくこと 

〇事後学修 テキストを再読し重要な数字を記憶する 

第 ２回 遊びとは何か 

〇事前学修 事前配布するテキストを読み不明点などを明らかにする。 

〇事後学修 重要ポイントをノートに整理する。 

第 ３回 コアアイディアとハイコンセプト 

〇事前学修 事前配布するテキストを読み不明点などを明らかにする。 

〇事後学修 重要ポイントをノートに整理する。 

第 ４回 MDAフレームワーク 

〇事前学修 事前配布するテキストを読み不明点などを明らかにする。 

〇事後学修 重要ポイントをノートに整理する。 

第 ５回 Simple Hot and Deep 

〇事前学修 事前配布するテキストを読み不明点などを明らかにする。 

〇事後学修 重要ポイントをノートに整理する 

第 ６回 ゲームシステムとフレーバー 

〇事前学修 テキストを読み不明点などを明らかにする。 

〇事後学修 テキストを読み不明点などを明らかにする。チームで課題を考える。 

第 ７回 ゲームデザインメモ 

〇事前学修 事前配布するテキストを読み不明点などを明らかにする。 

〇事後学修 オリジナルゲームの GDM制作に取り組み始める 
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第 ８回 制作したボードゲームを相互に遊ぶ 

〇事前学修 チームでボードゲームを完成させておく 

〇事後学修 制作にあたって自分自身を総括する作文作成 

第 ９回 ゲームとストーリー 

〇事前学修 事前配布するテキストを読み不明点などを明らかにする。 

〇事後学修 オリジナルゲームにストーリーのプロットを追加する 

第 １０回 GDMから企画シートへ 

〇事前学修 事前配布するテキストを読み不明点などを明らかにする。 

〇事後学修 オリジナルゲームを企画シートに落とし込む。 

第 １１回 GDMから企画書へ（この回から授業時間内 30分を制作実習時間にあてる） 

〇事前学修 事前配布するテキストを読み不明点などを明らかにする。 

〇事後学修 企画書へ落とし込むための手順を解説する 

第 １２回 レベルの形状 

〇事前学修 事前配布するテキストを読み不明点などを明らかにする。 

〇事後学修 オリジナル企画に含まれるクエストとレベルを詳細化する 

第 １３回 企画書にする 1 内容編 

〇事前学修 事前配布するテキストを読み不明点などを明らかにする。 

〇事後学修 学んだ手順に沿って企画書の骨格を制作する 

第 １４回 企画書にする 2 デザイン編 

〇事前学修 事前配布するテキストを読み不明点などを明らかにする。 

〇事後学修 学んだ内容に沿って素材を作成しデザインする 

第 １５回 課題の提出とチェック 

〇事前学修 課題の制作 

〇事後学修 講義中明示した重要ポイントをノートに整理しておくこと 

 

【テキスト】 

オリジナルのPDFを配布 

【参考書・参考資料等】 

【成績評価の方法等】 

課題点40点 試験点40点 グループディスカッションなどでの受講態度20点 

評価が「合」 

【履修要件等】 
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BD19-205220-B 

区  分 
専門応用科目－ アート&エンター

テインメント科目 
担当教員 鵜根 弘行，北野 不凡 

授業科目 ゲームプログラミングⅠ（２単位） 授業形態 

実務経験 
北野 不凡は、ソフトファクトリーにおいて、企画・プログラマ・ディレクターとして 

各種ゲームを開発をした。 

英  訳 Game Programming Ⅰ クラス分け 

配当年次 3年次 前期 必選別 選択 単位数 2 単位 

【授業の目的】 

 テキストアドベンチャーゲーム（ノベルゲーム）を題材に，ゲームをデザインする上で必要な技法について学習す

る。 

【授業の到達目標】 

 両クラスに共通する目標として，ノベルゲームの制作に必要な技術を修得する。鵜根クラスでは画面制御や特殊効

果に関する技術を，北野クラスではより具体的なシナリオ制作技術を中心に学ぶ。 

【授業の概要】 

 この講義ではノベルゲームの作成に必要な作業・技法について学習する。具体的には「ティラノスクリプト」など

のスクリプトエンジンによるゲームデータの作成に関する事項と，ゲームの企画ならびにシナリオの制作に関する事

項について，2クラスに分かれて学習する。 

 事前・事後学修には、授業時間の1.5倍から、人によっては2倍近くの時間を確保すること。 

担当者の一人は実務家教員として理解の深化を促すこととする。 

【授業計画と準備学修】 

第 １回 クラス共通：講義概要の説明 

〇事前学修 シラバスの「授業目的」「到達目標」「概要」を読んでおくこと。 

〇事後学修 講義内容を整理しなおすこと。 

第 ２回 鵜根：システムの解説／北野：アクトシステムとは 

〇事前学修 鵜根：ノベルゲームの特徴を調べる／北野：事前に配布したテキストを読む 

〇事後学修 鵜根：講義内容を整理しなおす／北野：好きな映画のシーンメモを書く 

第 ３回 鵜根：スクリプトの概説／北野：シーン・メモを書く 

〇事前学修 鵜根：ノベルゲームエンジンについて調べる／北野：事前に配布したテキストを読む 

〇事後学修 鵜根：サンプルを改変し，変化を調べる／北野：映画を観てシーンメモを書く 

第 ４回 鵜根：文章表示命令／北野：ストーリー分析実例とプロット 

〇事前学修 鵜根：前回までの内容を整理しなおす／北野：事前に配布したテキストを読む 

〇事後学修 鵜根：サンプルを改変し，変化を調べる／北野：ストーリー5要素を復習する 

第 ５回 鵜根：画像表示命令／北野：キャラクタの種類 

〇事前学修 鵜根：表示可能な画像形式を調べる／北野：事前に配布したテキストを読む 

〇事後学修 鵜根：サンプルを改変し，変化を調べる／北野：出題した課題の実施 

第 ６回 鵜根：状態遷移表／北野：キャラクタとセリフ 

〇事前学修 鵜根：状態遷移図について調べる／北野：事前に配布したテキストを読む 

〇事後学修 鵜根：出題された課題を実施する／北野：出題した課題の実施 

第 ７回 鵜根：選択肢の実装／北野：キャラクタの関係 

〇事前学修 鵜根：選択肢のある状態遷移表を考察する／北野：事前に配布したテキストを読む 

〇事後学修 鵜根：出題された課題を実施する／北野：出題した課題の実施 

第 ８回 鵜根：フラグ／北野：ティラノスクリプトのセットアップ確認と文章表示 

〇事前学修 鵜根：フラグについて調べる／北野：事前に配布したテキストを読む 

〇事後学修 鵜根：出題された課題を実施する／北野：講義で使ったコマンドを整理する 

第 ９回 鵜根：ウィンドウ制御／北野：スクリプトによる画像表示 

〇事前学修 鵜根：ウィンドウに関連するタグを調べる／北野：事前に配布したテキストを読む 
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〇事後学修 鵜根：サンプルを改変し，変化を調べる／北野：講義で使ったコマンド整理 

第 １０回 鵜根：マクロ／北野：スクリプトによる分岐処理 

〇事前学修 鵜根：一般的なマクロについて調べる／北野：事前に配布したテキストを読む 

〇事後学修 鵜根：サンプルを改変し，変化を調べる／北野：出題した課題の実施 

第 １１回 鵜根：特殊な選択肢とサウンド／北野：スクリプトによる（変数・フラグ） 

〇事前学修 鵜根：再生可能な音楽形式を調べる／北野：事前に配布したテキストを読む 

〇事後学修 鵜根：サンプルを改変し，変化を調べる／北野：出題した課題の実施 

第 １２回 鵜根：制作演習：状態遷移表／北野：制御構造 

〇事前学修 鵜根：状態遷移表の作り方を復習する／北野：事前に配布したテキストを読む 

〇事後学修 鵜根：作成した状態遷移表の不整合を修正する／北野：出題した課題の実施 

第 １３回 鵜根：制作演習：スクリプトの作成／北野：ゲームテンプレートの解説 

〇事前学修 鵜根：第６回の内容を復習する／北野：事前に配布したテキストを読む 

〇事後学修 鵜根：スクリプトと状態遷移表の対応を確認する／北野：出題した課題の実施 

第 １４回 鵜根：制作演習：デバッグ／北野：ゲーム制作実習 

〇事前学修 鵜根：テストするべき箇所をまとめる／北野：事前に配布したテキストを読む 

〇事後学修 鵜根：作成したゲームが正常に動くか確認する／北野：ゲーム制作課題の実施 

第 １５回 鵜根：作品発表とまとめ／北野：重要ポイント解説・課題提出 

〇事前学修 鵜根：これまでの授業内容を復習する／北野：課題制作と完了 

〇事後学修 クラス共通：授業での振り返りで不十分だった部分を確認すること。 

期末試験 

【テキスト】 

鵜根：講義中に資料を配布する。／北野：講義前に資料を配布するので，印刷して持参すること。 

【参考書・参考資料等】 

必要に応じて配布する。 

【成績評価の方法等】 

鵜根クラスは最終課題（70%），レポート提出（30%）で評価する。 

北野クラスは期末試験（60%），レポート提出（40%）で評価する。 

評価が「合」 

【履修要件等】 

ゲームデザイン（2年生後期）を履修していることが望ましい。 
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 BS19-004010-A 

区  分 
専門科目―ソーシャルビジネス科

目 
担当教員 竹元 雅彦 

授業科目 現代ビジネス論（２単位） 授業形態 

実務実績 
産業能率大学総合研究所において、多くの業界との接点を持ち、企業経営に間接的に関わって

きた。 

英  訳 Understandings trends in the global business environment 単独 

配当年次 1年次 前期 必選別 選択 単位数 2 単位 

【授業の目的】 

 ＩＣＴの進展は、企業の形態を大きく変えました。ＩＣＴの成長に伴い誕生し、また成長を遂げたビジネスモデル

の分析を通じて、これからの企業の成長要因を検証します。 

【授業の到達目標】 

 ビジネスモデルがどのように誕生したのかについて、その時代的背景の理解から検証をおこない、これからの時代

に求められるビジネスの姿を考えることができる「課題形成力」を涵養する。 

・企業経営の基本について理解できる。 

・今日の企業経営の現状を把握し、その成長要因について説明ができる。 

 

【授業の概要】 

 企業の基本構造を理解した上で、今日成長を遂げる企業を分析することで、その成長要因を探る。 

 講義では、企業でのコンサルティングの経験を持つ実務家教員が、現在成長を遂げている企業を題材に経営資源「

ヒト・モノ・カネ・情報」の活用の視点から、そのビジネスの成長要因や特徴について解説を行い、理論で整理しま

す。 

学生は単に講義を聞くのではなく、学んだ「視点」から「モノの見方・考え方」を学び、企業研究の視点と方法の習

得を目指します。 

【授業計画と準備学修】 

第 １回 オリエンテーション 「ビジネスの目的は？企業の存在意義は？」 

〇事前学修 シラバスの内容を理解してくること。 

〇事後学修 オリエンテーションの内容について理解を深めておくこと。 

第 ２回 変わり続ける時代の企業経営 

〇事前学修 テキスト P11～31を読み、ポイントを整理しておくこと。 

〇事後学修 「イノベーション」の意味を理解しておくこと。 

第 ３回 強烈な経営理念が組織を動かす 

〇事前学修 テキスト P39～48を読み、経営理念の必要性について理解しておくこと。 

〇事後学修 経営戦略と経営理念の関係について整理しておくこと。 

第 ４回 どこで、どのように戦うかを定める 戦略のマネジメント 

〇事前学修 テキスト P49～P71を読み、「戦略」の意味について調べておくこと。 

〇事後学修 戦略に関する用語を整理しておくこと。 

第 ５回 【課題研究】ユニクロの戦略 

〇事前学修 ユニクロのホームページを見て、ユニクロの戦略を調べておくこと。 

〇事後学修 課題シートを完成し、次回提出すること。 

第 ６回 「売れるしくみ」をつくる マーケティングのマネジメント 

〇事前学修 P83～P105を読み、「マーケティングミックス」について調べておくこと。 

〇事後学修 マーケティングに関する用語を整理しておくこと。 

第 ７回 【課題研究】セブン・イレブンのマーケティング戦略 

〇事前学修 セブン・イレブンのマーケティング戦略について、調べておくこと。 

〇事後学修 課題シートを完成し、次回提出すること。 
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第 ８回 戦略を実現する組織を設計し、運営する 組織マネジメント 

〇事前学修 テキスト P127～148まで読み、ポイントをまとめておくこと。 

〇事後学修 経営組織に関する用語をまとめておくこと。 

第 ９回 企業は人なり 人材のマネジメント 

〇事前学修 経営資源について調べてくること。 

〇事後学修 ヒトとモノ、情報の違いについて整理しておくこと。 

第 １０回 【課題研究】企業における人材育成の実際 育成体系 

〇事前学修 企業のホームページから、その企業の「教育体系」について調べてくる。 

〇事後学修 経営理念と人材育成の関係についてレポートにまとめ次回提出すること。 

第 １１回 お金の流れを管理する 資金のマネジメント 

〇事前学修 企業の資金調達の方法について調べてくること。 

〇事後学修 講義内容を整理しておくこと。 

第 １２回 【事例研究】キャッシュフロー経営 企業の財務体質を強化する資金マネジメント 

〇事前学修 どんな企業が「強い企業」と言われるのかについて調べてくる。 

〇事後学修 企業の力を高める要素について整理しておくこと。 

第 １３回 戦略を実行する オペレーションのマネジメント 

〇事前学修 何故、アルバイトだけでも運営できるお店があるのかについて調べてくる。 

〇事後学修 企業の「しくみづくり」について整理する。 

第 １４回 停滞を克服し、新たな成長を実現する 

〇事前学修 企業のライフサイクルについて調べてくること。 

〇事後学修 「リストラクチャリング」の意味を整理しておくこと。 

第 １５回 まとめ 全体の振り返り 

〇事前学修 講義全体を通じて理解したことを整理してくること。 

〇事後学修 理解できなかった点を再度整理し、確認しておくこと。 

期末試験 

【テキスト】 

遠藤功 ざっくりわかる企業経営のしくみ (日経文庫) 日本経済新聞社 

【参考書・参考資料等】 

講義の中で、随時紹介 

【成績評価の方法等】 

期末試験（60％）、授業中の課題（40％）で評価する。 

評価が「合」 

【履修要件等】 
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BS19-004020-A 

区  分 ソーシャルビジネス科目 担当教員 竹元 雅彦 

授業科目 マーケティング論（２単位） 授業形態 

実務実績 
産業能率大学総合研究所において、マーケティング計画に関わるコンサルティング業務に従事

していた。 

英  訳 Marketing management 単独 

配当年次 1年次 後期 必選別 選択 単位数 2 単位 

【授業の目的】 

 「マーケティングとは売れ続けるための仕組みづくり」である。本講義では、マーケティングの基礎を学ぶと同時

に，環境の変化に対応できる知識・考え方を身につけることを目的とする。 

【授業の到達目標】 

 マーケティングが何故必要なのかについて説明ができる。 

・マーケティングの基礎概念を理解する。 

・企業が実際にどのようなマーケティング活動を行っているのかについて説明できる。 

 

【授業の概要】 

 今日成長を遂げている企業のマーケティング活動や製品・サービスの分析を通じて、マーケティングの考え方（フ

レームワーク）を習得する。実際にコンサルティング会社で企業のマーケティング戦略の立案から実施に関わってき

た実務家教員が、現在成長を遂げている企業の製品・サービスを題材に、それらを理論の枠組みで整理して、わかり

やすく講義します。また、単に講義を聞くだけではなく、実際にマーケティングのフレームワークや手法を使って演

習を行うことで、企業活動におけるマーケティングの重要性について理解を深める。 

【授業計画と準備学修】 

第 １回 オリエンテーション 

〇事前学修 シラバスの記載内容を必ず確認してくること。 

〇事後学修 オリエンテーションの内容を確認すること。 

第 ２回 マーケティングとは何か？ 

〇事前学修 マーケティンングの定義について調べてくること。 

〇事後学修 マーケティングの目的について整理しておくこと。 

第 ３回 今日に至るマーケティング・コンセプトの流れ 

〇事前学修 マーケティングコンセプトについて調べてくること。 

〇事後学修 マーケティング・コンセプトが変化していった理由について整理しておくこと。 

第 ４回 顧客創造の視点 

〇事前学修 シーズとニーズ、ウォンツ、ディマンズの言葉の意味を調べておくこと。 

〇事後学修 「顧客創造」について説明できるように整理しておくこと。 

第 ５回 マーケティング体系 STPマーケティング 

〇事前学修 テキスト P30～43を読んでおくこと。 

〇事後学修 マーケティング体系の流れを整理しておくこと。 

第 ６回 【演習】マーケティング環境分析 SWOT分析の実際 テキスト P67～ 

〇事前学修 SWOT分析について調べておくこと。 

〇事後学修 SWOT分析のポイントを整理しておくこと。 

第 ７回 【演習】標的市場の選定 市場を細分化（セグメント）する。 

〇事前学修 自分が検討する市場の情報（人口、男女比、年齢構成等）について調べておくこと。 

〇事後学修 市場細分化の方法について整理しておくこと。 

第 ８回 【演習】ポジショニング～ターゲッティング ポジショニングマップの作り方 

〇事前学修 検討を行う市場における競合関係と各社、各製品の違いについて調べておくこと。 

〇事後学修 ワークシートを完成させ、次回提出すること。 
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第 ９回 マーケティング・ミックス（4P)の基本理解 

〇事前学修 4P,4Cの意味について調べておくこと。 

〇事後学修 講義で用いた用語を整理しておくこと。 

第 １０回 マーケティングの４P 製品戦略（Product）テキスト P94～ 

〇事前学修 製品と商品の違いについて調べておくこと。 

〇事後学修 「製品特性」について、まとめておくこと。 

第 １１回 マーケティングの４P 価格戦略（Price）テキスト P173～ 

〇事前学修 価格を決める要因について、調べておくこと。 

〇事後学修 価格設定の種類をまとめておくこと。 

第 １２回 マーケティングの４P 流通戦略（Place）テキスト P141～ 

〇事前学修 自分が最も利用するチャネルとその理由について調べておくこと。 

〇事後学修 製品特性に応じた販売方法について、まとめておくこと。 

第 １３回 マーケティングの４P 販売促進戦略（Promotion）テキスト P196～ 

〇事前学修 顧客とのコミュニケーションの取り方について具体例を調べてくること。 

〇事後学修 効果的な PR方法とは何かをまとめておくこと。 

第 １４回 演習】ユニクロのマーケティング戦略 

〇事前学修 ユニクロについて調べておくこと。 

〇事後学修 ユニクロの競合企業についても調べておくこと。 

第 １５回 まとめ これからのマーケティング（ICT活用） 

〇事前学修 講義全体の流れを課題シートにまとめてくること。 

〇事後学修 シートに加筆修正を行い、指定する期日までに提出すること。 

期末試験 

【テキスト】 

恩蔵 直人 経営学入門シリーズ「マーケティング」 (日経文庫) 日本経済新聞社 

【参考書・参考資料等】 

マーケティング用語辞典 (日経文庫) 日本経済新聞社 

【成績評価の方法等】 

期末試験（60％）、授業中の課題（40％）で評価する。 

評価が「合」 

【履修要件等】 

現代ビジネス論を受講していることが望ましい。 
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BS19-004030-B 

区  分 ソーシャルビジネス科目 担当教員 竹元 雅彦 

授業科目 経営分析論（２単位） 授業形態 

実務実績 産業能率大学総合研究所において、企業調査等実際にコンサルティング業務に従事していた。 

英  訳 Management analytics 単独 

配当年次 1年次 後期 必選別 選択 単位数 2 単位 

【授業の目的】 

本講義は，企業の経営成績を表す財務諸表（会計情報）を読み解くことを通じて，企業経営の良し悪しを判断するた

めの基礎的な方法を習得することを目的とします。具体的には（1）「企業経営の仕組み」を理解することと（2）企

業の健康状態を表す「会計情報を読み解く方法論」を学びます。 

【授業の到達目標】 

何をもって「良い経営」と判断するのか、その判断指標の意味を理解する。 

・経営分析の基本的知識を学び、基本的な分析手法を習得することで、 

・経営分析の視点から企業を比較検討し、考察することで企業経営の在り方が理解できるようになる。 

 

【授業の概要】 

 授業は、テキストを元に基本用語の理解から学び、その背景にある経営学の考え方を確認しながら進めていく。特

に、一つの考え方を理解したら、その「見方・考え方」が他にどのように活用できるのかを考えないと、単なる知識

の習得に終わってしまう。医者や経営コンサルタントの技量は、どれだけ多くの症例・案件を経験しているのである

とすれば、「経営分析」も多くのケースに接することが重要となる。 

 実際に企業コンサルに関わってきた実務家教員が、毎回ワークを取り入れながら、参画型の授業を行う。例えば、

事例企 業の分析に先立ち、競合企業との違いについてグループ討議を行い、学生が知りうる「定性情報」と分析によ

って得 られた「定量情報」の違いから、企業コンサルティングの視点から比較を行う。就職活動に先立ち、「ビジネ

スを捉 える視点」を身に着け、磨くために必要なことなので、毎回提示される課題に必ず取り組むことが求められる

。 

【授業計画と準備学修】 

第 １回 オリエンテーション 講義の進め方 

〇事前学修 シラバスを熟読し、講義内容を理解してくること。 

〇事後学修 オリエンテーションの内容について、再度確認すること。 

第 ２回 経営分析の目的と考え方 

〇事前学修 経営分析とは何のために行うものなのかを自分なりに理解してくること。 

〇事後学修 自己の認識と講義内容との違いを把握し、再度確認すること。 

第 ３回 財務諸表の基本理解 Ⅰ 損益計算書 1 

〇事前学修 損益計算書とは何かを調べておくこと。 

〇事後学修 授業で学んだ用語を整理しておくこと。 

第 ４回 財務諸表の基本理解 Ⅱ 損益計算書 2 

〇事前学修 「5つの利益」について調べておくこと。 

〇事後学修 授業で学んだ用語を整理しておくこと。 

第 ５回 財務諸表の基本理解 Ⅲ 貸借対照表 1 

〇事前学修 バランスシートの意味を調べてくること。 

〇事後学修 授業で学んだ用語を整理しておくこと。 

第 ６回 財務諸表の基本理解 Ⅳ 貸借対照表 2 

〇事前学修 勘定科目の意味を理解しておくこと。 

〇事後学修 授業で学んだ用語を整理しておくこと。 



34 

 

第 ７回 キャッシュフロー計算書の見方 

〇事前学修 キャッシュフローの意味を調べてくること。 

〇事後学修 授業で学んだ用語を整理しておくこと。 

第 ８回 企業会計の仕組み理解 決算までの流れと簿記の役割 

〇事前学修 簿記とは何のためにあるのかを調べてくる。 

〇事後学修 授業で学んだ用語を整理しておくこと。 

第 ９回 【演習】簿記の流れ 決算処理と財務諸表 

〇事前学修 簿記と財務諸表の関係を理解しておくこと。 

〇事後学修 「決算」について、説明ができるようにしておくこと。 

第 １０回 会社の収益性をみる 

〇事前学修 会社の収益性の意味を理解してくること。 

〇事後学修 資産に対する収益性と売上に対する収益性の違いを確認しておくこと 

第 １１回 会社の安全性をみる 

〇事前学修 会社の安全性の意味を理解してくること 

〇事後学修 「自己資本比率」の意味を理解しておくこと。 

第 １２回 会社の成長性をみる 

〇事前学修 会社の成長性の意味を理解してくること 

〇事後学修 増収、増益の意味を理解しておくこと 

第 １３回 【演習】決算書類の読み方 アマゾン VS. 楽天 

〇事前学修 アマゾン、楽天について調べておくこと 

〇事後学修 ヤフーのビジネスについて、同様の方法で分析すること（課題） 

第 １４回 【演習】オリエンタルランドの決算書を読む 

〇事前学修 ディズニーランド（オリエンタルランド株式会社）について調べてくること 

〇事後学修 ユニバーサルスタジオについても分析を行うこと（課題） 

第 １５回 講義のまとめと全体の振り返り 

〇事前学修 講義で何がわかったのかを整理してくること 

〇事後学修 理解できていない点を整理しておくこと 

期末試験 

【テキスト】 

佐伯良隆「100分でわかる! 決算書「分析」超入門 2019」朝日新聞出版1,188円 

【参考書・参考資料等】 

佐藤 裕一 「ビジュアル 経営分析の基本 」〈第5版〉 (日経文庫ビジュアル) 

【成績評価の方法等】 

期末試験（60％）授業中の課題（40％）で評価する。 

評価が「合」 

【履修要件等】 

「現代ビジネス論」「マーケティング論」を履修していることが望ましい。 
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BS19-004050-B 

区  分 ソーシャルビジネス科目 担当教員 竹元 雅彦 

授業科目 流通論（２単位） 授業形態 

実務実績 
産業能率大学総合研究所において、流通システムの改善等、実際にコンサルティング業務に従

事していた。 

英  訳 Distribution Theory 単独 

配当年次 2年次 後期 必選別 選択 単位数  単位 

【授業の目的】 

 私たちの生活を支える流通の仕組みの理解を通じて、その変化する実態を理解し、自分の言葉で流通業を読み解き

説明できる能力を養うことである。 

【授業の到達目標】 

 現代社会の成長を支えるインフラとしての流通の役割をりかいする。 

・今日の日本における流通業の役割について、説明ができるようになる。 

・流通の仕組みの理解を通じて、企業の成長要因が説明できる。 

【授業の概要】 

 授業を通じて、流通の仕組みについての基本的な考え方を身に着け、その重要性の理解を深めることができるよう

、講義においては随時課題研究を行う。実際に流通小売業のコンサルティングに関わってきた実務家教員が、今日に

至る流通の仕組みがどのように形成され、今どのような変貌を遂げているのかを実際の企業を事例に解説を行う。 

 具体的には、JIT(ジャストインタイム)を実現するトヨタのカンバン方式やそれを応用したセブンイレブンの物流、

またユニクロのSPA（製造小売業）から進歩したニトリの製造物流小売業の実際やヤマト運輸や佐川急便が目指す物流 

の在り方を通じて、現代社会のインフラとしての流通に対する見聞を広める。  

【授業計画と準備学修】 

第 １回 オリエンテーション 流通を学ぶ意味 

〇事前学修 シラバスの授業の目的を読んでおくこと。 

〇事後学修 流通とは何かを整理しておくこと。 

第 ２回 流通の今 これからの流通業 

〇事前学修 流通を構成する業種を調べておくこと。 

〇事後学修 流通の流れを図示できるようにしておくこと。 

第 ３回 流通の仕組み 日本型流通の特徴 

〇事前学修 日本の歴史の中で、流通の基盤が出来上がったのはいつなのかを調べてくる。 

〇事後学修 日本の流通と米国の流通の違いを整理しておくこと。 

第 ４回 流通業と小売業 

〇事前学修 小売業の役割について調べておくこと。 

〇事後学修 流通業と小売業の違いが説明できるようにしておくこと。 

第 ５回 小売業の形態と業態開発 

〇事前学修 業種と業態の違いを調べてくること。 

〇事後学修 業態開発の重要性について説明できるようにしておくこと。 

第 ６回 小売業の経営の仕組み 

〇事前学修 メーカーから小売業までの商流と情報流について調べておくこと。 

〇事後学修 小売業の役割を整理しておくこと。 

第 ７回 卸売業の現状と経営の仕組み 

〇事前学修 林周二「問屋無用論」について調べてくること。 

〇事後学修 問屋（卸）の役割を整理しておくこと。 

第 ８回 【課題研究】イオンの戦略 クロスドッキングセンター 

〇事前学修 イオングループの流通戦略について調べておくこと 

〇事後学修 在庫を持たない経営の利点をまとめておくこと。 
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第 ９回 【課題研究】セブンイレブンの戦略 オムニチャンネル 

〇事前学修 リアルとネットの販売方法の違いについて調べておくこと。 

〇事後学修 買い物の利便性とは何かを整理しておくこと。 

第 １０回 物流業の現状 サードパーティー・ロジスティックス 

〇事前学修 佐川急便の経営戦略について調べておくこと 

〇事後学修 リストラクチャリングについて整理しておくこと 

第 １１回 【課題研究】ヤマト運輸と佐川急便 

〇事前学修 両社の経営戦略について調べておくこと 

〇事後学修 運送業の役割を整理しておくこと 

第 １２回 流通業の構造改革と ICT活用 

〇事前学修 流通業がどのような場面で ICTを活用しているのかを調べておくこと 

〇事後学修 商流と情報流の違いを説明できるようにしておくこと 

第 １３回 【課題研究】製造物流小売業 ニトリの戦略 

〇事前学修 SPA（製造小売業）について調べてくること 

〇事後学修 SPAのメリット、デメリットについて整理しておくこと。 

第 １４回 【課題研究】アマゾンの FBA フルフィルメント by Amazon 

〇事前学修 アマゾンの成長要因を調べてくること。 

〇事後学修 アマゾンが起こしたイノベーション（変革）をまとめておくこと。 

第 １５回 まとめ 

〇事前学修 講義全体の内容を確認しておくこと。 

〇事後学修 流通業の新たな役割について説明できるようにしておくこと。 

期末試験 

【テキスト】 

小林隆一 ビジュアル 流通の基本<第5版> 日経文庫 日本経済新聞社 

【参考書・参考資料等】 

講義中に随時紹介 

【成績評価の方法等】 

期末試験（60％）、授業中の課題（40％）で評価する。 

評価が「合」 

【履修要件等】 

現代ビジネス論、マーケティング論を受講していることが望ましい。 

 

 


