
実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 経済学研究の理論と方法　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

修士1・2グスタボ・バルダス

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

―

経済学研究科経済学専攻

テーマ 経済学研究のための数学と経済研究のアプローチ

授業の目的及び概要
本講義の主な目的は、先ず、受講生が取り組んでいる研究活動を行うための研究方法の知識を修得し、マクロ経済学、ミクロ経済学、計量経済学の学
修にとって必要な数学の知識及び手法を修得させることである。更に、研究方法に関して、修士論文の研究テーマに関する問題意識、研究テーマの確
定、文献研究の方法、データベースの使い方についての手法を修得させることである。

学修の到達目標
本講義は、受講生にとって経済学研究を行うために、研究法・研究アプローチを理解するための基礎科目である。本講義の目標は、先ず、受講生が数
学的基礎知識を修得し、数学モデルを使う先行文献を理解できるようになること。更に、受講生が作成する修士論文に必要な研究法の知識を修得させ
ることである。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
履修推奨科目

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
課題への解答にコメントする。課題の再提出も認める。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ＰＣを用いた実技

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

本科目では、様々な経済現象が数学的なモデルによって分析される。授業を理解するための基礎的な数学の知識を丁寧に教えるので、予習と復習に
励む学生は問題なく理解できると思う。更に、受講生が修士論文の作成に必要な文献やデータの収集法などについてアドバイスする。オフィスアワーも
利用して相談しに来てください。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

0500

00500

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

テキストを使用しないが、以下の参考書を利用して作成した資料をLearning Portalの「授業内容/教材」にアッ
プする。

参考書

① Fundamental Methods of Mathematical Economics　（英語）
Alpha C. Chiang (著), Kevin Wainwright  (著)
McGraw Hill Higher Education; 第4版 (2005/5/5)

② 現代経済学の数学基礎〈上〉  （日本語）
A.C. チャン  (著), K. ウエインライト (著)、
出版社 : シーエーピー出版; 第4版

特にない。

①9780071238236
②9784916092885

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 授業の案内を行う。 予習：「授業1　授業の案内」を読んで下さい。
復習：「練習1  経済学の分析のための数学」を解いて、オ
ンラインで回答してください。

4時間

第2回 指数関数の応用問題、単調関数、逆関数について勉強する。 予習：「授業2  関数と指数の法則」を読んで下さい。
復習：「練習2  関数と指数の法則」を解いて、オンラインで
回答してください。

4時間

第3回 方程式の解き方、連立方程式、不等式などについて勉強する。 予習：「授業3  方程式の解き方」を読んで下さい。
復習：「練習3  方程式と連立方程式の解き方」を解いて、
オンラインで回答してください。

4時間

第4回 極限と微分について勉強する。 予習：「授業4  極限と微分」を読んで下さい。
復習：「練習4  極限と微分」を解いて、オンラインで回答し
てください。

4時間

第5回 微分の法則について勉強する。 予習：「授業5   微分の法則」を読んで下さい。
復習：「練習5   微分の法則」を解いて、オンラインで回答し
てください。

4時間

第6回 指数関数と対数関数について勉強する。 予習：「授業6  指数関数と対数関数」を読んで下さい。
復習：「練習6  指数関数と対数関数」を解いて、オンライン
で回答してください。

4時間
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第7回 1変数の関数の最適化問題について勉強する。 予習：「授業7   1変数の関数の最適化問題」を読んで下さ
い。
復習：「練習7  １変数の関数の最適化問題」を解いて、オ
ンラインで回答してください。

4時間

第8回 関数の解析について勉強する。 予習：「授業8  関数の解析」を読んで下さい。
復習：「練習8  関数の解析」を解いて、オンラインで回答し
てください。

4時間

第9回 積分について勉強する。 予習：「授業9  積分」を読んで下さい。
復習：「練習9  積分」を解いて、オンラインで回答してくださ
い。

4時間

第10回 2変数の関数の最適化問題について勉強する。 予習：「授業10  2変数の関数の最適化問題」を読んで下さ
い。
復習：「練習10  2変数の関数の最適化問題（偏微分と全微
分）」を解いて、オンラインで回答してください。

4時間

第11回 企業の利潤最大化問題について勉強する。 予習：「授業11  企業の利潤最大化問題」を読んで下さい。
復習：「練習11  企業の利潤最大化問題」を解いて、オンラ
インで回答してください。

4時間

第12回 等式制約のもとでの最適化問題について勉強する。 予習：「授業12  等式制約のもとでの最適化問題」を読んで
下さい。
復習：「練習12  等式制約の下での最適化問題」を解い
て、オンラインで回答してください。

4時間

第13回 効用最大化問題について勉強する。 予習：「授業13 効用最大化問題」を読んで下さい。
復習：「練習13 効用最大化問題 」を解いて、オンラインで
回答してください。

    期末試験の準備を行ってください。

5時間

第14回 費用最小化問題について勉強する。 予習：「授業14  費用最小化問題」を読んで下さい。
復習：「練習14  費用最小化問題」を解いて、オンラインで
回答してください。

     期末試験の準備を行ってください。

5時間

第15回 研究法と研究のアプローチについて勉強する。 予習：「授業15  研究法と研究のアプローチ」を読んで下さ
い。
復習：「練習15  研究法と研究のアプローチ（レポート）」を
解いて、オンラインで回答してください。

    期末試験の準備を行ってください。

5時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 ミクロ経済学特論Ⅰ　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

修士1・2朱　東平

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

―

経済学研究科経済学専攻

テーマ 経済主体の意思決定と競争均衡

授業の目的及び概要
ミクロ経済学は、家計や企業など、個々の経済主体の行動に着目し、効率的な資源配分を追求・研究する学問である。
　本講義では、消費者（家計）の理論、生産者（企業）の理論、市場均衡、一般均衡など、ミクロ経済学における各分野の理解と、それを数学的分析に
よって表現するための手法について講義を行う。
　本講義は専門知識・能力の高度化を図る科目である。本講義の内容は、修士論文を執筆する上で重要な知識となるほか、国際経済特論、経済政策
特論、産業組織特論等の講義科目を受講するためにも必要な知識であり、確実に理解することが望まれる。

学修の到達目標
本講義では、大学院における学修に必要となるレベルのミクロ経済学の知識を理解し、現実の経済において企業の戦略や政府の政策が及ぼす影響に
ついて研究するための分析力を修得することができる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
必修科目

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
小テストについては採点した上で返却する。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

ミクロ経済学は経済学の基礎である。この授業の内容は、数学を用いて論証するが、数学そのものではなく、経済学であることに留意してください。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

500

010400

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

ラーニングポータルで科目担当者作成の講義ノートを配布するので、予習・復習など授業外の学修に活用して
ください。

参考書

予習・復習の際、下記の参考書を授業と並行して読んでください。
　Andreu Mas-Colell, Michael D. Whinston, and Jerry R. Green (1995),　Microeconomic Theory, Oxford 
University Press.

なし

0195073401

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ガイダンス
授業の概要、進め方、授業中の注意点、成績評価の基準・方法につい
て説明する。
（なお、2回目以降の内容は計画であり、授業の進行に合わせて変更す
ることがあります。）

【予習】ラーニングポータルに掲載される「第1回講義ノー
ト」と「第2回講義ノート」を用いて予習してください。(２時間
程度)
【復習】「第1回講義ノート」と「第2回講義ノート」を読み直し
て、授業で学修した内容を確認してください。(２時間程度)

4時間

第2回 消費者行動の理論（１）
予算制約と効用最大化について説明する。

【予習】ラーニングポータルに掲載される「第2回講義ノー
ト」を用いて予習してください。(２時間程度)
【復習】「第2回講義ノート」を読み直して、演習問題を考え
てください。(２時間程度)

4時間

第3回 消費者行動の理論（２）
需要関数と補償需要関数について説明する。

【予習】ラーニングポータルに掲載される「第３回講義ノー
ト」を用いて予習してください。(２時間程度)
【復習】「第３回講義ノート」を読み直して、演習問題を考え
てください。(２時間程度)

4時間

第4回 消費者行動の理論（３）
代替効果、所得効果とスルツキー方程式について説明する。

【予習】ラーニングポータルに掲載される「第４回講義ノー
ト」を用いて予習してください。(２時間程度)
【復習】「第４回講義ノート」を読み直して、演習問題を考え
てください。(２時間程度)

4時間

第5回 生産者行動の理論（１）
最適化の行動について説明する。

【予習】ラーニングポータルに掲載される「第５回講義ノー
ト」を用いて予習してください。(２時間程度)
【復習】「第５回講義ノート」を読み直して、演習問題を考え
てください。(２時間程度)

4時間
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第6回 生産者行動の理論（２）
費用関数について説明する。

【予習】ラーニングポータルに掲載される「第６回講義ノー
ト」を用いて予習してください。(２時間程度)
【復習】「第６回講義ノート」を読み直して、演習問題を考え
てください。(２時間程度)

4時間

第7回 生産者行動の理論（３）
生産関数について説明する。

【予習】ラーニングポータルに掲載される「第７回講義ノー
ト」を用いて予習してください。(２時間程度)
【復習】「第７回講義ノート」を読み直して、演習問題を考え
てください。(２時間程度)

4時間

第8回 市場均衡（１）
財市場の均衡について説明する。

【予習】ラーニングポータルに掲載される「第８回講義ノー
ト」を用いて予習してください。(２時間程度)
【復習】「第８回講義ノート」を読み直して、演習問題を考え
てください。(２時間程度)

4時間

第9回 市場均衡（２）
生産要素市場の均衡について説明する。

【予習】ラーニングポータルに掲載される「第９回講義ノー
ト」を用いて予習してください。(２時間程度)
【復習】「第９回講義ノート」を読み直して、演習問題を考え
てください。(２時間程度)

4時間

第10回 市場均衡（３）
均衡の安定性について説明する。

【予習】ラーニングポータルに掲載される「第１０回講義ノー
ト」を用いて予習してください。(２時間程度)
【復習】「第１０回講義ノート」を読み直して、演習問題を考
えてください。(２時間程度)

4時間

第11回 一般均衡（１）
純粋交換について説明する。

【予習】ラーニングポータルに掲載される「第１１回講義ノー
ト」を用いて予習してください。(２時間程度)
【復習】「第１１回講義ノート」を読み直して、演習問題を考
えてください。(２時間程度)

4時間

第12回 一般均衡（２）
生産と交換について説明する。

【予習】ラーニングポータルに掲載される「第１２回講義ノー
ト」を用いて予習してください。(２時間程度)
【復習】「第１２回講義ノート」を読み直して、演習問題を考
えてください。(２時間程度)

4時間

第13回 一般均衡（３）
均衡の安定性と一意性について説明する。

【予習】ラーニングポータルに掲載される「第１３回講義ノー
ト」を用いて予習してください。(２時間程度)
【復習】「第１３回講義ノート」を読み直して、演習問題を考
えてください。(２時間程度)

4時間

第14回 厚生経済学
パレート最適性について説明する。

【予習】ラーニングポータルに掲載される「第１４回講義ノー
ト」を用いて予習してください。(２時間程度)
【復習】「第１４回講義ノート」を読み直して、演習問題を考
えてください。(２時間程度)

4時間

第15回 まとめ
授業全体の総括を行う。

【予習】これまでの配布資料を事前に読んでおいてくださ
い。(２時間程度)
【復習】これまでの配布資料を読み直し、授業で学修した
内容を総復習してください。(２時間以上)

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 ミクロ経済学特論Ⅱ 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

修士1・2朱　東平

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

―

経済学研究科経済学専攻

テーマ 戦略的行動とインセンティブ

授業の目的及び概要
ミクロ経済学は、家計や企業など、個々の経済主体の行動に着目し、効率的な資源配分を追求・研究する学問である。

本講義では、ゲーム理論、不完全競争の理論、情報の経済学など、ミクロ経済学における各分野の理解と、それを数学的分析によって表現するため
の手法について講義を行う。また、現実の経済において、企業の戦略や政府の政策がどのような影響を及ぼすかという問題についても学修する。

本講義は専門知識・能力の高度化を図る科目である。本講義の内容は、修士論文を執筆する上で重要な知識となるほか、国際経済特論、経済政策
特論、産業組織特論等の講義科目を受講するためにも必要な知識であり、確実に理解することが望まれる。

学修の到達目標
本講義では、大学院における学修に必要となるレベルのミクロ経済学の知識を理解し、現実の経済において企業の戦略や政府の政策が及ぼす影響に
ついて研究するための分析力を修得することができる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
必修科目
先修条件：ミクロ経済学特論Ⅰ

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
小テストについては採点した上で返却する。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

ミクロ経済学は経済学の基礎である。この授業の内容は、数学を用いて論証するが、数学そのものではなく、経済学であることに留意してください。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

500

010400

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

ラーニングポータルで科目担当者作成の講義ノートを配布するので、予習・復習など授業外の学修に活用して
ください。

参考書

予習・復習の際、下記の参考書を授業と並行して読んでください。
　Andreu Mas-Colell, Michael D. Whinston, and Jerry R. Green (1995),　Microeconomic Theory, Oxford 
University Press.

なし

0195073401

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ガイダンス
授業の概要、進め方、授業中の注意点、成績評価の基準・方法につい
て説明する。
（なお、2回目以降の内容は計画であり、授業の進行に合わせて変更す
ることがあります。）

【予習】ラーニングポータルに掲載される「第1回講義ノー
ト」と「第2回講義ノート」を用いて予習してください。(２時間
程度)
【復習】「第1回講義ノート」と「第2回講義ノート」を読み直し
て、授業で学修した内容を確認してください。(２時間程度)

4時間

第2回 ゲーム理論（１）
戦略型ゲームについて説明する。

【予習】ラーニングポータルに掲載される「第2回講義ノー
ト」を用いて予習してください。(２時間程度)
【復習】「第2回講義ノート」を読み直して、演習問題を考え
てください。(２時間程度)

4時間

第3回 ゲーム理論（２）
展開型ゲームについて説明する。

【予習】ラーニングポータルに掲載される「第３回講義ノー
ト」を用いて予習してください。(２時間程度)
【復習】「第３回講義ノート」を読み直して、演習問題を考え
てください。(２時間程度)

4時間

第4回 ゲーム理論（３）
協調ゲームについて説明する

【予習】ラーニングポータルに掲載される「第４回講義ノー
ト」を用いて予習してください。(２時間程度)
【復習】「第４回講義ノート」を読み直して、演習問題を考え
てください。(２時間程度)

4時間

第5回 不完全競争の理論（１）
独占について説明する。

【予習】ラーニングポータルに掲載される「第５回講義ノー
ト」を用いて予習してください。(２時間程度)
【復習】「第５回講義ノート」を読み直して、演習問題を考え
てください。(２時間程度)

4時間

－5－

2022/10/1



第6回 不完全競争の理論（２）
クールノー均衡について説明する。

【予習】ラーニングポータルに掲載される「第６回講義ノー
ト」を用いて予習してください。(２時間程度)
【復習】「第６回講義ノート」を読み直して、演習問題を考え
てください。(２時間程度)

4時間

第7回 不完全競争の理論（３）
シュタッケルベルク均衡について説明する。

【予習】ラーニングポータルに掲載される「第７回講義ノー
ト」を用いて予習してください。(２時間程度)
【復習】「第７回講義ノート」を読み直して、演習問題を考え
てください。(２時間程度)

4時間

第8回 不完全競争の理論（４）
ベルトラン均衡について説明する。

【予習】ラーニングポータルに掲載される「第８回講義ノー
ト」を用いて予習してください。(２時間程度)
【復習】「第８回講義ノート」を読み直して、演習問題を考え
てください。(２時間程度)

4時間

第9回 外部性（１）
外部性と市場の失敗について説明する。

【予習】ラーニングポータルに掲載される「第９回講義ノー
ト」を用いて予習してください。(２時間程度)
【復習】「第９回講義ノート」を読み直して、演習問題を考え
てください。(２時間程度)

4時間

第10回 外部性（２）
外部性の解決方法について説明する。

【予習】ラーニングポータルに掲載される「第１０回講義ノー
ト」を用いて予習してください。(２時間程度)
【復習】「第１０回講義ノート」を読み直して、演習問題を考
えてください。(２時間程度)

4時間

第11回 公共財（１）
公共財の最適供給について説明する。

【予習】ラーニングポータルに掲載される「第１１回講義ノー
ト」を用いて予習してください。(２時間程度)
【復習】「第１１回講義ノート」を読み直して、演習問題を考
えてください。(２時間程度)

4時間

第12回 公共財（２）
公共財の自発的供給について説明する。

【予習】ラーニングポータルに掲載される「第１２回講義ノー
ト」を用いて予習してください。(２時間程度)
【復習】「第１２回講義ノート」を読み直して、演習問題を考
えてください。(２時間程度)

4時間

第13回 不確実性と情報（１）
不確実性下の意思決定について説明する。

【予習】ラーニングポータルに掲載される「第１３回講義ノー
ト」を用いて予習してください。(２時間程度)
【復習】「第１３回講義ノート」を読み直して、演習問題を考
えてください。(２時間程度)

4時間

第14回 不確実性と情報（２）
情報の非対称性について説明する。

【予習】ラーニングポータルに掲載される「第１４回講義ノー
ト」を用いて予習してください。(２時間程度)
【復習】「第１４回講義ノート」を読み直して、演習問題を考
えてください。(２時間程度)

4時間

第15回 まとめ
授業全体の総括を行う。

【予習】これまでの配布資料を事前に読んでおいてくださ
い。(２時間程度)
【復習】これまでの配布資料を読み直し、授業で学修した
内容を総復習してください。(２時間以上)

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 マクロ経済学特論Ⅰ　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

修士1・2グスタボ・バルダス

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

―

経済学研究科経済学専攻

テーマ 経済成長理論と日本経済成長

授業の目的及び概要
本講義では、成長理論を学修させる。長期に渡る所得の成長がなぜ起きるか、国家間の所得格差がなぜ生じるかを説明する。ソロー成長モデル、ラム
ゼーの最適成長モデル、ダイアモンドの世代重複モデルとR&D活動を考慮した成長モデルについて学修させる。また、景気循環を生じさせる要因や、政
策のインプリケーションについても学修させる。さらに、日本経済の成長や最近の動向についても学修させる。学生の研究テーマを意識しながら授業の
内容を説明し、受講生の研究テーマと授業の内容の関連性を説明する。

学修の到達目標
講義は、経済学研究にとって重要であるマクロ経済的な知識を提供することにより、長期における経済成長理論について学修させた上で、学生自ら、日
本経済の成長や動向を説明できる能力、そして将来の見通しを予測できる能力を修得させることを目標とする。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
必修科目

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
課題の解答にコメントする。必要があれば、授業で改めて説明する。課題の再提出も認める。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ＰＣを用いた実技

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

学生が自分自身で行う研究の背景には必ずマクロ経済があり、マクロ経済学をより深く勉強することによって、より多くの文献レビューができ、より充実
な結論が得られると思う。マクロ経済学特論、ミクロ経済学特論、計量経済学特論の間に接触点がたくさんあるので、同時に履修する。さらに、本講義で
勉強されるマクロ経済モデルを理解するために数学の基礎知識が必要であるので、経済学研究の理論と方法も履修する。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

0500

00500

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

テキストを使用しないが、以下の参考書・データベースの情報を利用して作成した資料をLearning Portalの「授
業内容/教材」にアップする。

参考書

①上級マクロ経済学、第3版、デビッド ローマー (著)、
堀 雅博 (翻訳), 岩成 博夫 (翻訳), 南條 隆 (翻訳)
出版社 : 日本評論社; 原著第3版
②Advanced Macroeconomics  5th edition, David Romer
Publisher : McGraw-Hill Education; 5th edition
データベース
 内閣府：　https://www.cao.go.jp/
 日本銀行：　https://www.boj.or.jp/
 政府統計の総合窓：https://www.e-stat.go.jp/
 経済産業省：https://www.meti.go.jp/
 財務省：https://www.mof.go.jp/
他のデータベースを授業で紹介する。

特になし。

① 4535554935
② 1260185214

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 授業の案内を行う。 予習：「授業1  授業の案内」を読んで下さい。
復習：「練習1  マクロ経済学特論Iの主なトピックス」を解い
て、オンラインで回答してください。

4時間

第2回 日本経済の現状と将来の見通しについて勉強する。 予習：「授業2  日本経済の現状と将来の見通し」を読んで
下さい。
復習：「練習2  日本経済の現状と将来の見通し」を解い
て、オンラインで回答してください。
　　　「ディスカッション１　日本経済の現状と将来の見通
し」についてオンラインで記入してください。

4時間

第3回 企業の生産技術と企業最適化問題について勉強する。 予習：「授業3  企業の生産技術と企業最適化問題  」を読
んで下さい。
復習：「練習3  企業の技術と最適化問題」を解いて、オン
ラインで回答してください。
　　　「ディスカッション２　企業の技術と企業の最適化問
題」についてオンラインで記入してください。

4時間
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第4回 人口成長率とソロー成長モデル (Part A) を勉強する。 予習：「授業4a 人口成長率」と「授業4b ソローの経済成長
モデル (Part A)」を読んで下さい。
復習：「練習4   人口成長率とソローモデル (Part A) 」を解
いて、オンラインで回答してください。

4時間

第5回 ソローモデル（Part B)について勉強する。 予習：「授業5  ソローの経済成長モデル （Part B)」を読ん
で下さい。
復習：「練習5  ソローモデル（Part B）」を解いて、オンライ
ンで回答してください。

「ディスカッション３　ソローの経済成長モデル」につい
てオンラインで記入してください。

4時間

第6回 割引現在価値の計算について勉強する。 予習：「授業6   割引現在価値の計算」を読んで下さい。
復習：「練習6　割引現在価値」を解いて、オンラインで回答
してください。

4時間

第7回 ラムゼイ成長モデル (Part A)を勉強する。 予習：「授業7 ラムゼイの成長モデル (Part A)」を読んで下
さい。
復習：「練習7 ラムゼイモデル（Part A）」を解いて、オンライ
ンで回答してください。

4時間

第8回 ラムゼイ成長モデル（Part B)を勉強する。 予習：「授業8 ラムゼイの成長モデル (Part B)」を読んで下
さい。
復習：「練習8 ラムゼイモデル（Part B）」を解いて、オンライ
ンで回答してください。

4時間

第9回 ダイヤモンドの経済成長モデル (Part A)を勉強する。 予習：「授業9 ダイヤモンドの経済成長モデル (Part A)」を
読んで下さい。
復習：「練習9 ダイヤモンドの経済成長モデル (Part A) 」を
解いて、オンラインで回答してください。

4時間

第10回 ダイヤモンドの経済成長モデル (Part B)を勉強する。 予習：「授業10 ダイヤモンドの経済成長モデル (Part B)」を
読んで下さい。
復習：「練習10  ダイヤモンドの経済成長モデル (Part B) 」
を解いて、オンラインで回答してください。

　　「ディスカッション４　ダイヤモンドモの経済成長モデ
ル」についてオンラインで記入してください。

4時間

第11回 内生経済成長モデル（資本がないモデル）を勉強する。 予習：「授業11  内生経済成長モデル（資本がないモデ
ル）」を読んで下さい。
復習：「練習11  資本がない内生成長モデル」を解いて、オ
ンラインで回答してください。

「ディスカッション5　内生成長（資本のないモデル）」に
ついてオンラインで記入してください。

4時間

第12回 内生経済成長モデル（資本があるモデル）を勉強する。 予習：「授業12  内生経済成長モデル（資本があるモデ
ル）」を読んで下さい。
復習：「練習12  資本がある内生成長モデル 」を解いて、
オンラインで回答してください。

「ディスカッション6　内生成長（資本のあるモデル）」に
ついてオンラインで記入してください。

4時間

第13回 成長理論モデルの総括を行う。 予習：「授業13 経済成長理論モデルの総括」を読んで下さ
い。
復習：「練習13 経済成長理論モデルの総括」を解いて、オ
ンラインで回答してください。

「ディスカッション7  成長理論の総括」についてオンラ
インで記入してください。

 期末試験の準備を行ってください。

5時間

第14回 日本の成長・人口・借金・貿易についてデータを紹介して、各問題につ
いて分析を行う。

予習：「授業14 日本の成長・人口・借金・貿易の関係 」を
読んで下さい。
復習：「練習14   日本経済成長、人口問題、政府の借金、
貿易 」を解いて、オンラインで回答してください。

　　「ディスカッション8　日本の成長・人口・借金・貿易の
関係」についてオンラインで記入してください。

 期末試験の準備を行ってください。

5時間

第15回 日本の政府の借金問題について勉強する。 予習：「授業15 日本政府の借金  」を読んで下さい。
復習：「練習15   日本政府の借金問題」を解いて、オンライ
ンで回答してください。

「ディスカッション9　日本政府の借金問題」についてオ
ンラインで記入してください。

 期末試験の準備を行ってください。

5時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 マクロ経済学特論Ⅱ　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

修士1・2グスタボ・バルダス

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

―

経済学研究科経済学専攻

テーマ リアルビジネスサイクルと短期における経済政策の効果

授業の目的及び概要
本講義では、実物的景気循環理論（リアルビジネスサイクル）を勉強することによって景気の変動がなぜ起きるかの知識を修得させる。労働市場と財・
サービス市場、貨幣市場のつながりを表すAD-ASモデルについて勉強する。次に、消費と貯蓄、ビジネス投資の理論を学修させる。さらに、失業につい
て説明する効率賃金モデルについて学修させる。そして、開放経済モデル（マンデルフレミングモデル）における経済政策の効果について学修させる。
最後に、日本経済における失業、金融政策・財政政策についても学修させる。

学修の到達目標
本講義では、経済学研究にとってマクロ経済についての重要な知識を提供することにより、マクロ経済モデルにおける消費と投資の理論や失業の原
因、金融政策と財政政策についての理論的なモデルについて学修させた上で、学生自ら、日本経済のマクロ経済動向や政策の効果、そして将来の見
通しを予測できる能力を修得することを目標とする。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
必修科目
先修条件：マクロ経済学特論Ⅰ

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
課題の解答にコメントする。必要があれば、授業で改めて説明する。課題の再提出も認める。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ＰＣを用いた実技

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

学生が自分自身で行う研究の背景には必ずマクロ経済があり、マクロ経済学をより深く勉強することによって、より多くの文献レビューができ、より充実
な結論が得られると思う。マクロ経済学特論、ミクロ経済学特論、計量経済学特論の間に接触点がたくさんあるので、同時に履修する。さらに、本講義で
勉強されるマクロ経済モデルを理解するために数学の基礎知識が必要であるので、経済学研究の理論と方法も履修する。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

0500

00500

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

テキストを使用しないが、以下の参考書・データベースの情報を利用して作成した資料をLearning Portalの「授
業内容/教材」にアップする。

参考書

①上級マクロ経済学、第3版、デビッド ローマー (著)、
堀 雅博 (翻訳), 岩成 博夫 (翻訳), 南條 隆 (翻訳)
出版社 : 日本評論社; 原著第3版
②Advanced Macroeconomics  5th edition, David Romer
Publisher : McGraw-Hill Education; 5th edition
データベース
 内閣府：　https://www.cao.go.jp/
 日本銀行：　https://www.boj.or.jp/
 政府統計の総合窓：https://www.e-stat.go.jp/
 経済産業省：https://www.meti.go.jp/
 財務省：https://www.mof.go.jp/

特にありません。

① 4535554935
② 1260185214

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 授業の案内を行う。 予習：「授業1  授業の案内」を読んで下さい。
復習：「練習1  マクロ経済学特論IIの主なトピックス 」を解
いて、オンラインで、回答してください。

4時間

第2回 日本経済の現状と将来の見通しについて勉強する。 予習：「授業2  日本経済の現状と将来の見通し 」を読んで
下さい。
復習：「練習2  日本経済の現状と将来の見通し」を解い
て、オンラインで、回答してください。
　　　「ディスカッション１:　日本経済の現状と将来の見通
し」をオンラインで記入してください。

4時間

第3回 労働供給の異時点間代替について勉強する。 予習：「授業3  労働供給の異時点間代替 」を読んで下さ
い。
復習：「練習3  労働と消費の最適化問題」を解いて、オン
ラインで、回答してください。

4時間

－9－
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第4回 リアルビジネスサイクルモデルを勉強する。 予習：「授業 4  リアルビジネスサイクルモデル」を読んで
下さい。
復習：「練習4   リアルビジネスサイクルモデル」を解いて、
オンラインで、回答してください。

「ディスカッション２：リアルビジネスサイクル」をオンラ
インで記入してください。

4時間

第5回 ニュー・ケインジアンのIS-LM曲線モデルを勉強する。 予習：「授業5   ニュー・ケインジアンのIS-LM曲線モデル」
を読んで下さい。
復習：「練習5   ニュー・ケインジアンモデル」を解いて、オ
ンラインで、回答してください。

「ディスカッション３：ニュー・ケインジアン型IS-LM曲線
モデル」をオンラインで記入してください。

4時間

第6回 価格と賃金の硬直性とAS曲線について勉強する。 予習：「授業6   価格と賃金の硬直性とAS曲線 」を読んで
下さい。
復習：「練習6   価格と賃金の硬直性とAS曲線 」を解い
て、オンラインで、回答してください。

　　「ディスカッション４：価格と賃金の硬直性とAS曲線」を
オンラインで記入してください。

4時間

第7回 物価とGDPの決定、AS-ADモデルを勉強する。 予習：「授業7   AS-ADモデル 」を読んで下さい。
復習：「練習7   AS-AD曲線モデル」を解いて、オンライン
で、回答してください。

　　「ディスカッション５：AS-AD曲線モデル」をオンライン
で記入してください。

4時間

第8回 ルーカスの不完全情報モデルを勉強する。 予習：「授業8   ルーカスの不完全情報モデル」を読んで下
さい。
復習：「練習8   ルーカスの不完全情報モデル」を解いて、
オンラインで、回答してください。

4時間

第9回 消費理論を勉強する。 予習：「授業9   消費の理論」を読んで下さい。
復習：「練習9   消費の理論 」を解いて、オンラインで、回
答してください。

　　「ディスカッション６：消費の理論」をオンラインで記入
してください。

4時間

第10回 投資のq理論（離散的な時間モデル）を勉強する。 予習：「授業10  投資のq理論（離散的な時間モデル）」を読
んで下さい。
復習：「練習10  投資のq理論（離散時間モデル）」を解い
て、オンラインで、回答してください。

4時間

第11回 トービンのｑ理論について勉強する。 予習：「授業11  投資のq理論（連続的な時間モデル）」を読
んで下さい。
復習：「練習11  投資のq理論（連続時間モデル）」を解い
て、オンラインで、回答してください。

　　「ディスカッション７：投資のｑの理論」をオンラインで記
入してください。

4時間

第12回 効率賃金モデルを勉強する。 予習：「授業12  効率賃金モデル」を読んで下さい。
復習：「練習12  効率賃金モデル」を解いて、オンラインで、
回答してください。

　　「ディスカッション８：効率賃金」をオンラインで記入し
てください。

4時間

第13回 外国為替市場を勉強する。 予習：「授業13  為替レートと外貨為替市場」を読んで下さ
い。
復習：「練習13  為替レートと為替市場 」を解いて、オンラ
インで、回答してください。

 期末試験の準備を行ってください。

5時間

第14回 開放経済IS－LM曲線モデルについて勉強する。 予習：「授業14  開放経済IS－LM曲線モデル 」を読んで下
さい。
復習：「練習14  開放経済モデル」を解いて、オンラインで、
回答してください。

　　「ディスカッション9： 開放経済モデルにおける政策の
効果」をオンラインで記入してください。

 期末試験の準備を行ってください。

5時間

第15回 日本人口、政府の借金、成長率などの関係について勉強する。 予習：「授業15  日本経済の発展と成長の継続の可能性と
政策」を読んで下さい。
復習：「練習15  日本経済の発展と成長の継続の可能性と
政策」を解いて、オンラインで、回答してください。

　　「ディスカッション10：日本の成長率、人口問題と借金
問題」をオンラインで記入してください。

 期末試験の準備を行ってください。

5時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 経済統計学特論　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

修士1・2深瀬　澄

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

―

経済学研究科経済学専攻

テーマ 経済の実証分析に用いる統計データの基礎知識と分析手法

授業の目的及び概要
経済の実証分析に使用するデータの多くはインターネットより入手できるが、修士論文に利用する際には、それがどのような目的で、どう調査され、どの
ような現実をどの程度反映しているのか、また、同種の複数の調査データの中で、どれが自分の研究に最適であるかを検討する必要がある。本授業で
は、国民経済計算、鉱工業生産指数、景気動向指数、物価指数、賃金指数、産業連関表などといった、経済の現状分析において利用頻度の高い統計
データを取り上げて、取扱い上の注意と基礎的で汎用的な統計分析の手ほどきを指導する。

学修の到達目標
実証分析の結果は、論文の結論を導く上で、重要な論拠となり得る。AI・データサイエンス時代の大学院生として、専門家の分析結果を引用するのでは
なく、自ら原データを入手して適切なデータ分析を行い、オリジナルの知見を正しく導く力を修得する。さらに、定番のデータ分析手法を身につけていくこ
とに加え、論理的思考力を鍛え、新しいデータ分析手法を創意工夫することを目指す。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
-

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
各テーマ毎に、担当ペアより、データに基づく現状分析の考察結果を報告してもらい、皆で自由なディスカッションを行う。教員より講評し、補足説明を加
えて全体にフィードバックする。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議／グループワーク／プレゼンテーション、発表、報告／ＰＣを用いた実技

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

フリーディスレポート試験カッションを「授業への積極的な参加度・取組み」（30点）、PC実習の課題提出を理解度テスト（40点）、レポート試験（30点）の課
題を「産業連関分析による経済波及効果の試算」として、成績を総合的に評価する予定です。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

0
0

030

0403030

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

御園謙佶・良永康平編『よくわかる統計学Ⅱ　経済統計編（第2版）』ミネルヴァ書房

参考書

梅田雅信・宇都宮浄人『経済統計の活用と論点』東洋経済新報社

9784623061129

9784492470817

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 Ⅰ．人口統計の分析　人口ピラミッドの将来予測－少子高齢化社会を
分析

少子高齢化が進展する中で、将来の年齢階級別の人口構造がどのよ
うに変化していくか、「国勢調査」データに基づいてコーホート法を用い
て予測する。

テキストpp.48-63「Ⅰ人口」を熟読し、①人口生態統計（総
務省統計局[国勢調査」、自治省「住民基本台帳総覧」）、
②厚生省「人口動態統計」、③人口移動統計（総務省統計
局「住民基本台帳人口移動報告」、国立社会保障・人口問
題研究所「人口移動調査」）のいずれかを入手し、データに
基づき現状について考察してくること。

4時間

第2回 2．家計統計の分析　ローレンツ曲線とジニ係数－格差社会の進検証
検証

GDPを構成する様々な支出項目のうち、民間の消費支出が最大項目で
あって、その動向は重大であると言える。年収と消費支出の格差、費目
別消費支出の特徴、各階級間の所得と支出の格差といったテーマに関
して、様々な記述統計とローレンツ曲線、ジニ係数といった分析手法を
実習する。

テキストpp.60-73「Ⅱ家計」を熟読し、総務省統計局「家計
調査」、総務省統計局[全国消費実態調査」、総務省統計
局[家計消費状況調査」、内閣府[消費動向調査」、のいず
れかを入手し、データに基づき現状について考察してくる
こと。

4時間

第3回 3．食料統計の分析　株価チャートによる変動係数の可視化－食文化
における地域特色の平準化

日本国内の食生活において、かつては地域による違いが大きかった
が、時代とともに平準化してきたことを実証する。
F検定も用いて2時点間の変化を検証する

テキストpp.72-81「Ⅲ食料」を熟読し、①生産段階（農林水
産省「農林業センサス」「農業構造動態調査」）、②流通・加
工段階（「青果物卸売市場調査報告」、「食料統計年報」、
「食品流通構造調査」、食品産業動向調査」）、③消費段階
総務省統計局「調査」、省統計局[調査統計」、のいずれか
のデータを入手し、データに基づき現状について考察して
くること。

4時間
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第4回 4．物価統計の分析　ベクトルの内積計算を利用した物価指数作成－
対ロシア制裁による物価への影響分析

所得や、財・サービスの生産量や消費量といった経済変量の実質量を
把握するため、名目と実質を識別する物価指数を理解しなければなら
ない。消費者物価指数、企業物価指数の資料を取り上げ、ラスパイレ
ス方式、パーシェ方式、インプリシットデフレータなど算式を実習する。

テキストpp.82-91「Ⅳ物価」を熟読し、総務省統計局「小売
物価統計調査」、総務省統計局「全国物価統計調査」、総
務省統計局「消費者物価指数」、国土交通省土地水資源
局[地価公示」、日本不動産経済研究所「市街地価格指
数」、日本銀行調査統計局「企業物価指数」、日本銀行調
査統計局「企業向けサービス物価指数」、日本銀行調査統
計局「製造業部門投入・産出物価指数」、のいずれかを入
手し、データに基づき現状について考察してくること。

4時間

第5回 5．労働統計の分析　クロス集計とカイ2錠検定－性別や歴等による賃
金分布の差についての仮説検定

賃金基本構造調査よりデータベースを作り、属性の違いによって賃金
分布に差があるか、χ2乗検定によって検証する。

テキストpp.92-103「Ⅴ労働」を熟読し、総務省統計局「労
働力調査」、総務省統計局「就業構造基本調査」、厚生労
働省統計局[毎月勤労統計調査」、厚生労働省統計局[賃
金構造基本統計調査」、厚生労働省統計局[職業安定業
務統計」、のいずれかを入手し、データに基づき現状につ
いて考察してくること。

4時間

第6回 6．産業統計の分析　レーダーチャートによる特化係数の可視化

ある地域の全体に対する相対的な産業集積度として、特化度を求め、
地域の特徴を分析する。

テキストpp.104-113「Ⅵ産業」を熟読し、総務省統計局「国
勢調査」、農林水産省[農林業センサス」、経済産業省[工
業統計調査」、経済産業省[商業統計調査」、経済産業省
[特定サービス業実態調査」、のいずれかを入手し、データ
に基づき現状について考察してくること。

4時間

第7回 7．企業統計の分析　総資産利益率の分解－経営状態の分析

財務省「法人企業統計」より、ROA（総資本利益率）や総資本回転率等
の財務指標を算出し経営状況を比較する

テキストpp.114-123「Ⅶ企業」を熟読し、総務省統計局「経
済センサス」、財務省[法人企業統計」、中小企業庁[中小
企業実態基本調査」、財務省・内閣府行[法人企業景気予
測調査」、日本銀行[短観」、総務統計局[個人企業経済調
査」、のいずれかを入手し、データに基づき現状について
考察してくること。

4時間

第8回 8．国民経済統計　GAP成長率の寄与度－景気変動の要因分解

GDPの支出項目に焦点を当てた経済成長を概観する。さらに、国内総
生産GDPの成長にどの産業の生産がどれだけ寄与したかを数量的に
把握する。経済成長の要因を概観するのである。

テキストpp.124-137「Ⅷ国民経済」を熟読し、内閣府「国民
経済年報」、内閣府「県民経済年報」のいずれかを入手
し、データに基づき現状について考察してくること。

4時間

第9回 9．景気統計の分析　景気変動を季節変動、周期性、トレンドに分解－
将来景気を時系列予測

景気変動を季節変動を、経済社会に内在する変動要因、気候や社会
制度に起因する1年周期の季節的変動と、不規則的変動とに分解し、
初歩的な時系列分析による予測を実習する。

テキストpp.150-159「Ⅸ景気」を熟読し、日銀調査統計局
「月例経済報告」、内閣府社会経済総合研究所[調査統
計」（「景気動向指数」、「機械受注統計調査」、「法人企業
景気予測調査」）「のいずれかを入手し、データに基づき現
状について考察してくること。

4時間

第10回 10，財政統計の分析　プライマリー・バランスと対GDP構成比の推移よ
り、財政健全化の到達度を検証

プライマリー・バランスと対GDP構成比の推移より、長期にわたるコロナ
禍、さらにロシアによるウクライナ侵攻が、財政健全化にどの程度、影
響したかを分析する

テキストpp.160-169「Ⅺ財政」を熟読し、財務省「予算書」・
「決算書」、財務省主計局「財務統計」、財務省理財局[国
債統計年俸」、総務省「地方財政調査関係資料」のいずれ
かを入手し、データに基づき現状について考察してくるこ
と。

4時間

第11回 11　金融統計の分析　株価チャートと基本統計量－株価変動の分布状
況

株価変動の分布状況をリターン、リスク、歪度、尖度ほかの基本統計量
を用いて記述する。

テキストpp.170-177「Ⅶ金融」を熟読し、日本銀行「金融経
済統計月報」、東京証券取引所[東証要覧」、東京証券取
引所「株式分布状況調査」のいずれかを入手し、データに
基づき現状について考察してくること。

4時間

第12回 12．国際収支統計の分析　対数線形モデルによる輸入関数のパラメー
タ推計

GDPの増加関数、内外価格差による減少関数として、対数線形型の輸
入関数を想定し、最小2乗法によりパラメータを推定する。

テキストpp.178-186「Ⅻ金融」、pp.194-195「付録2　エクセ
ルで回帰分析」を熟読し、財務省財務統計研究所「財務金
融統計月報」の「国際収支特集」、関税局「国際収支状
況」、日本銀行[対外資産負債残高」「対外債務」「業種別・
地域別直接投資」、のいずれかを入手し、データに基づき
現状について考察してくること。

4時間

第13回 13　産業連関分析Ⅰ　産業連関分析のための線形代数
産業連関システムにおける派生需要の分析のために、行列ベクトル表
示したシステムにおいて、行列の逆行列を定義する。逆行列の議論を
中心とした線形数学に親しむ。

テキストpp.138-145「Ⅸ産業連関」を熟読し、総務省統計
局「調査」、省統計局[調査統計」、のいずれかを入手し、
データに基づき現状について考察してくること。

4時間

第14回 14　産業連関分析2　EXCELで波及効果をsミュレーション　

モデル化された3部門の産業連関表を用いて、EXCELでレオンチェフ逆
行列を求め、最終需要が増加した場合の波及効果を計算する。さらに
均衡産出高モデルの解を求めて最終的な生産誘発効果を求める。

テキストpp.146-148「Ⅸ産業連関」を熟読し、分析の手順を
理解してくること。

4時間

第15回 15　産業連関分析3　公的機関の産業連関表による波及効果の産出

実際の産業連関表を提示する。投入係数、各産業の需要と供給、ある
産業の需要増加による他の産業への波及効果、所得への波及効果、
雇用創出効果を計算し、経済学的思考を深める。

テキストpp.149「Ⅸ産業連関」を熟読し、経済波及効果に関
するレポート試験のテーマを構想して、総務省、内閣府、
経済産業省、各都道府県、各市町村で作成している産業
連関表を入手すること。

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 計量経済学特論Ⅰ　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

修士1・2髙林　喜久生

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

―

経済学研究科経済学専攻

テーマ 実証分析に必要な基本的な回帰分析手法の習得。

授業の目的及び概要
計量経済学特論Ⅰ及び計量経済学特論Ⅱを通じて実証研究に必要な計量経済学的手法をバランスよく身につけることを目的とする。
計量経済学特論Ⅰでは、基本的な回帰モデルの特定化、推定、検定ができるようになることを目的とする。また基本的な時系列モデルの仕組みについ
ても学修する。
計量経済学特論Ⅱでは、プロビット・モデル、ロジット・モデルなどの質的変数のモデル分析、パネルデータ分析などミクロ計量経済分析手法の修得を目
的とする。

学修の到達目標
本講義では計量経済学的手法について実践的に習得し、自らの眼と腕で実証研究ができるようになることを目標とする。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
必修科目

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
課題に対して毎回フィードバックをする。必要があれば、改めて説明する。課題の再提出も認める。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ＰＣを用いた実技

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

教科書に即して授業を行う。特論Ⅰでは教科書の前半部分（第1章～第6章）を利用して基本的な回帰分析手法を、特論Ⅱでは教科書の後半部分（第7
章～第12章）を利用してミクロ計量経済分析手法を学ぶ。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

050

05000

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

山本勲（2015）『実証分析のための計量経済学』中央経済社。

参考書

①加藤久和（2019）『やさしい計量経済学』オーム社
②唐渡広志（2018）『44の例題で学ぶ計量経済学』オーム社

9784502168116

①9784274224539
②9784274069314

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 イントロダクション：授業の概要や到達目標、評価方法についてガイダ
ンスを行う。計量経済学の有用性や経済データの扱い方についても解
説する。

【予習】講義資料を事前に配付しますので目を通しておい
てください。
【復習】配付資料を読み直してください。「現時点で関心の
ある研究のテーマ」を記入して、オンラインで提出してくだ
さい（１時間程度）。

2時間

第2回 計量経済学はどのような学問かを詳しく解説する。計量経済学は、とも
すると「机上の話」に見える経済理論と現実の経済の動き（データ）のか
けはしとなる。

【予習】テキストの「第1章　計量経済学とは何か」を読んで
おいて下さい（Ⅰ時間）。
【復習】テキストの「第1章　計量経済学とは何か」を読み直
し、講義で得た知識を確認してください。

2時間

第3回 計量経済学のエッセンス（その1）：因果関係の意味や様々なデータの
種類（時系列・横断面・パネル）や推定結果を理解するための用語や概
念について学修する。

【予習】テキストの「第2章　計量経済学のエッセンス1」を読
んでおいて下さい（2時間）。
【復習】テキストの「第2章　計量経済学のエッセンス1」を読
み直すとともに、復習課題を用いて行ってください（2時間
程度）。

4時間

第4回 計量経済学のエッセンス（その2）：様々な形の回帰分析（単回帰分析や
重回帰分析）とその活用方法と多重共線性の問題など注意点ついて学
修する。

【予習】テキストの「第3章　計量経済学のエッセンス2」を読
んでおいて下さい（2時間）。
【復習】テキストの「第3章　計量経済学のエッセンス2」を読
み直すとともに、復習課題を用いて行ってください（2時間
程度）。

4時間

第5回 計量経済学のエッセンス（その3）：質的情報を扱うためのダミー変数の
取扱いを学修する。

【予習】テキストの「第3章　計量経済学のエッセンス2」を読
んでおいてください（2時間）。
【復習】テキストの「第3章　計量経済学のエッセンス2」を読
み直すとともに、復習課題を行ってください（2時間程度）。

4時間
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第6回 実証分析例（その1）：回帰分析を用いた推定結果の具体例をいくつか
を示すとともに、受講生自らが回帰分析に関する例題を行い、その結
果の見方について実践的に解説する。

【予習】テキストの「第4章　計量経済学を用いた実証分析
の具体例」を読んでおいてください（2時間）。
【復習】テキストの「第4章　計量経済学を用いた実証分析
の具体例」を読み直すとともに、復習課題を行ってください
（2時間程度）。

4時間

第7回 実証分析例（その2）：前回に続いて回帰分析を用いた推定結果のさら
に具体例をいくつかを示し、受講生自らが回帰分析に関する例題を行
い、その結果の見方について実践的に解説する。

【予習】テキストの「第4章　計量経済学を用いた実証分析
の具体例」を読んでおいてください（2時間）。
【復習】テキストの「第4章　計量経済学を用いた実証分析
の具体例」を読み直すとともに、復習課題を行ってください
（2時間程度）。

4時間

第8回 実証分析例（その3）：前回に続いて回帰分析を用いた推定結果のさら
に具体例をいくつかを示し、受講生自らが回帰分析に関する例題を、そ
の結果の見方について実践的に解説する。

【予習】テキストの「第4章　計量経済学を用いた実証分析
の具体例」を読んでおいてください（2時間）。
【復習】テキストの「第4章　計量経済学を用いた実証分析
の具体例」を読み直すとともに、復習課題を行ってください
（2時間程度）。

4時間

第9回 最小二乗法の仕組みと適用条件：最小二乗法の仕組みを解説するとと
もに、最小二乗法を適用しても望ましい結果が得られないケースについ
て、その対処法として考案されている様々な推定法について説明する。

【予習】テキストの「第5章　最小二乗法の仕組みと適用条
件」を読んでおいてください（2時間）。
【復習】テキストの「第5章　最小二乗法の仕組みと適用条
件　」を読み直すとともに、復習課題を行ってください（2時
間程度）。

4時間

第10回 系列相関：誤差項に自己相関がある場合、系列相関があると言われ、
そのとき最小二乗法は望ましい結果が得られない。その判断の仕方と
その対処法を解説する。

【予習】テキストの「第5章　最小二乗法の仕組みと適用条
件」を読んでおいてください（2時間）。
【復習】テキストの「第5章　最小二乗法の仕組みと適用条
件」を読み直すとともに、復習課題を行ってください（2時間
程度）。

4時間

第11回 加重最小二乗法及び一般化最小二乗法（その1）：誤差項の分散が不
均一である場合や共分散がゼロでない場合への対処法としての加重
最小二乗法・一般化最小二乗法の解説を行う。

【予習】テキストの「第6章　加重最小二乗法と一般化最小
二乗法」を読んでおいてください（2時間）。
【復習】テキストの「第6章　加重最小二乗法と一般化最小
二乗法」を読み直すとともに、復習課題を行ってください（2
時間程度）。

4時間

第12回 加重最小二乗法及び一般化最小二乗法（その2）：誤差項の分散が不
均一である場合や共分散がゼロでない場合への対処法としての加重
最小二乗法・一般化最小二乗法のまとめを行う。

【予習】テキストの「第6章　加重最小二乗法と一般化最小
二乗法（第Ⅰ節～第3節）」（第Ⅰ節～第3節）を読んでおい
てください（2時間）。
【復習】テキストの「第6章　加重最小二乗法と一般化最小
二乗法（第Ⅰ節～第3節）」を読み直すとともに、復習課題
を行ってください（2時間程度）。

4時間

第13回 パネルデータ分析入門（その1）：計量経済学特論Ⅱにおいて応用パネ
ルデータ分析を取り上げるが、特論Ⅰにおいては簡単な具体例を用い
てパネルデータ分析手法のエッセンスを学修する。

【予習】テキストの「第6章　加重最小二乗法と一般化最小
二乗法（第4節）」を読んでおいてください（1時間）。
【復習】テキストの「第6章　加重最小二乗法と一般化最小
二乗法（第4節）」を読み直すとともに、復習課題を行ってく
ださい（2時間程度）。

3時間

第14回 パネルデータ分析入門（その2）：計量経済学特論Ⅱにおいて応用パネ
ルデータ分析を取り上げるが、特論Ⅰにおいては簡単な具体例を用い
てパネルデータ分析手法のエッセンスを学修する。

【予習】パネルデータ分析に関する補足資料を事前に配布
するので読んでおいてください（1時間）。
【復習】配布したパネルデータ分析に関する補足資料を読
み直すとともに、復習課題を行ってください（2時間程度）。

4時間

第15回 まとめ：これまでの講義をまとめるとともに、正しい推定手法と推定結果
の読み取り方についてディスカッションを行う。

【予習】テキストの第1章から第6章を読み直してでおいてく
ださい（2時間）。
【復習】テキストの第1章から第6章を読み直すとともに、全
体の復習課題を行ってください（2時間程度）。

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 計量経済学特論Ⅱ　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

修士1・2髙林　喜久生

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

―

経済学研究科経済学専攻

テーマ 実証分析に必要な基本的なミクロ計量経済分析手法の修得。

授業の目的及び概要
計量経済学特論Ⅰ及び計量経済学特論Ⅱを通じて実証研究に必要な計量経済学的手法をバランスよく身につけることを目的とする。
計量経済学特論Ⅰでは、基本的な回帰モデルの特定化、推定、検定ができるようになることを目的とする。また基本的な時系列モデルの仕組みについ
ても学修する。
計量経済学特論Ⅱでは、プロビット・モデル、ロジット・モデルなどの質的変数のモデル分析、パネルデータ分析などミクロ計量経済分析手法の修得を目
的とする。

学修の到達目標
本講義では以下の項目について習得し、自らの眼と腕で実証研究ができるようになることを目標とする。
（1）表計算ソフトEXCELを用いた経済分析に必要な統計分析手法及びデータベース作成
（2）計量経済ソフトgretl（フリーソフト）を用いた計量経済学的手法

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
必修科目
先修条件：計量経済学特論Ⅰ

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
課題に対して毎回フィードバックをする。必要があれば、改めて説明する。課題の再提出も認める。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ＰＣを用いた実技

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

教科書に即して実習を中心に授業を行います。特論Ⅰでは教科書の前半部分（第1章～第6章）を利用して基本的な回帰分析手法を、特論Ⅱでは教科
書の後半部分（第7章～第12章）を利用してミクロ計量経済分析手法を学びます。計量経済分析ソフトはフリーソフトのgrerlを使用しますが、ダウンロード
やインストールから指導します。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

050

05000

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

山本勲（2015）『実証分析のための計量経済学』中央経済社。

参考書

①加藤久和（2019）『やさしい計量経済学』オーム社
②唐渡広志（2018）『44の例題で学ぶ計量経済学』オーム社

9784502168116

①9784274224539
②9784274069314

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 イントロダクション：授業の概要や到達目標、評価方法についてガイダ
ンスを行う。あわせて計量経済学特論Ⅰのまとめを行う。

【予習】テキストの第1章から第6章までを目を通しておいて
ください（2時間）。
【復習】テキストの第1章から第6章までをあらためて読み
返し、講義内容を確認しておいてください（2時間）。

4時間

第2回 プロビット・モデル（その1）：線形確率モデルの問題点を取り上げ、その
対処法としてのプロビット・モデルの仕組みを説明する。プロビット・モデ
ルなどの非線形モデルの推定に用いられる最尤法の仕組みを解説す
る。さらにプロビット・モデルの推定結果の読み取り方を説明する。

【予習】テキストの「第7章　加重最小二乗法と一般化最小
二乗法」を読んでおいてください（2時間）。
【復習】テキストの「第7章　加重最小二乗法と一般化最小
二乗法」をあらためて読み返すともに、復習課題について
gretlを用いて取り組んでください（2時間）。

4時間

第3回 プロビット・モデル（その2）：前回の授業で取り上げたプロビット・モデル
の仕組みのまとめを行うとともに、gretlによる実習に取り組む。

【予習】テキストの「第7章　加重最小二乗法と一般化最小
二乗法」を読んでおいてください（2時間）。
【復習】テキストの「第7章　加重最小二乗法と一般化最小
二乗法」をあらためて読み返すともに、復習課題について
gretlを用いて取り組んでください（2時間）。

4時間

第4回 順序ロジット・モデルと多項ロジット・モデル（その1）：被説明変数が複数
の選択肢からなる順序ロジット・モデルと多項ロジット・モデルの仕組み
を解説する。その推定結果の読み取り方を解説する。

【予習】テキストの「第8章　順序ロジットモデルと多項目ロ
ジットモデル」を読んでおいてください（2時間）。
【復習】テキストの「第8章　順序ロジットモデルと多項目ロ
ジットモデル」をあらためて読み返すともに、復習課題につ
いてgretlを用いて取り組んでください（2時間）。

4時間

第5回 順序ロジット・モデルと多項ロジット・モデル（その2）：前回の授業で取り
上げた順序ロジット・モデルと多項ロジット・モデルの仕組みのまとめを
行うとともに、gretlによる実習に取り組む。

【予習】テキストの「第8章　順序ロジットモデルと多項目ロ
ジットモデル」を読んでおいてください（2時間）。
【復習】テキストの「第8章　順序ロジットモデルと多項目ロ
ジットモデル」をあらためて読み返すともに、復習課題につ
いてgretlを用いて取り組んでください（2時間）。

4時間
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第6回 トービット・モデルとヘーキット・モデル（その1）：被説明変数に特定の値
が多く含まれる場合や、ある条件を満たすサンプルしか被説明変数が
観測されない場合、最小二乗法は正しい結果を得られない。前者への
対処法であるトービット・モデル、後者への対処法であるヘーキット・モ
デルについてそれぞれの仕組みを解説し、推定結果の読み取り方を説
明する。

【予習】テキストの「第9章　トービットモデルとヘーキットモ
デル」を読んでおいてください（2時間）。
【復習】テキストの「第9章　トービットモデルとヘーキットモ
デル」をあらためて読み返すともに、復習課題について
gretlを用いて取り組んでください（2時間）。

4時間

第7回 トービット・モデルとヘーキット・モデル（その2）：前回の授業で取り上げ
たトービット・モデルとヘーキット・モデルの仕組みの説明のまとめを行う
とともに、gretlによる実習に取り組む。

【予習】テキストの「第9章　トービットモデルとヘーキットモ
デル」を読んでおいてください（2時間）。
【復習】テキストの「第9章　トービットモデルとヘーキットモ
デル」をあらためて読み返すともに、復習課題について
gretlを用いて取り組んでください（2時間）。

4時間

第8回 非線形モデルの実証分析の具体例：様々な非線形モデルの推定結果
の実践的な理解を目指す。

【予習】テキストの「第10章　非線形モデルの実証分析の
具体例」を読んでおいてください（2時間）。
【復習】テキストの「第10章　非線形モデルの実証分析の
具体例」をあらためて読み返すともに、復習課題について
gretlを用いて取り組んでください（2時間）

4時間

第9回 操作変数を用いた因果関係の特定：同時決定・内生性バイアスがどの
ような問題でどのようなときに生じやすいのか解説する。また、その対
処法としての操作変数法について説明する。あわせてgretlによる実習
に取り組む。

【予習】テキストの「第11章　操作変数を用いた因果関係の
特定」を読んでおいてください（2時間）。
【復習】テキストの「第11章　操作変数を用いた因果関係の
特定」をあらためて読み返すともに、復習課題について
gretlを用いて取り組んでください（2時間）

4時間

第10回 パネルデータ分析と固定効果モデル（その1）：パネルデータを用いた固
定効果モデルと変量効果モデルの仕組みについて解説し、その選択の
仕方や推定結果の正しい読み取り方を説明する。

【予習】テキストの「第12章　パネルデータ分析と固定効果
モデル」を読んでおいてください（2時間）。
【復習】テキストの「第12章　パネルデータ分析と固定効果
モデル」をあらためて読み返すともに、復習課題について
gretlを用いて取り組んでください（2時間）

4時間

第11回 パネルデータ分析と固定効果モデル（その2）　パネルデータの具体的
な作成方法を解説する。具体例を用いてEXCELとgretlによる実習に取
り組む。

【予習】テキストの「第12章　パネルデータ分析と固定効果
モデル」を読んでおいてください（2時間）。
【復習】テキストの「第12章　パネルデータ分析と固定効果
モデル」をあらためて読み返すともに、復習課題について
gretlを用いて取り組んでください（2時間）

4時間

第12回 パネルデータを活用した実証分析の具体例（その1）：パネルデータを用
いた固定効果モデルと変量効果モデルについて、具体例を用いてgretl
による実習に取り組む。

【予習】事前に資料を配付するので読んでおいてください
（2時間）。
【復習】資料の内容をあらためて確認するともに、復習課
題についてgretlを用いて取り組んでください（2時間）

4時間

第13回 パネルデータを活用した実証分析の具体例（その2）：被説明変数のラ
グ付き変数が説明変数に含まれるダイナミック・パネルデータモデルつ
いて、具体例を用いてgretlによる実習に取り組む。

【予習】事前に資料を配付するので読んでおいてください
（2時間）。
【復習】資料の内容をあらためて確認するともに、復習課
題についてgretlを用いて取り組んでください（2時間）

4時間

第14回 サバイバル分析：パネルデータを用いて、ある事象・状態（イベント）の
持続期間の決まり方を分析するのがサバイバル分析である。当回では
サバイバル分析の取扱いと結果の読み取り方を学ぶ。

【予習】テキストの「第14章　サバイバル分析」を読んでお
いてください（2時間）。
【復習】テキストの「第14章　サバイバル分析」をあらためて
読み返すともに、復習課題についてgretlを用いて取り組ん
でください（2時間）

4時間

第15回 まとめ：これまでの講義の内容をまとめるとともに、ミクロ計量経済分析
結果の読み方についてディスカッションを行う。

【予習】テキストの後半部分（第6章～第12章、第14章）を
読み返しておいてください（2時間）。
【復習】テキストの後半部分（第6章～第12章、第14章）の
ポイントを確認するとともに、復習課題についてgretlを用
いて取り組んでください（2時間）

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 国際経済特論　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

修士1・2田畑　理一

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

－

経済学研究科経済学専攻

テーマ 国際経済に関する理論的、制度的な諸問題を考察するとともに、現実の貿易統計、国際収支統計、さらには、いくつかの国の貿易、国際収支統計を検
討する。

授業の目的及び概要
国際経済学は、国家間の経済関係によって生じる問題について考察する学問である。この授業では、グローバル化が進む現代の経済情勢を理解する
ために必要な国際経済学の知識を身につけることを目標とする。具体的には、マクロ経済の基礎の学修、国際収支と為替レート、「比較優位」等の国際
貿易の基礎理論や海外直接投資の理論について学修した後に、経済統合すなわちECおよびEU、FTA（自由貿易協定）、TPP（環太平洋連携協定）等の
協定の意義について考察する。

学修の到達目標
マクロ経済学の基礎、貿易、国際収支、経常収支、為替レートなどの国際経済学の基本概念について理解し、為替レート変動の意味、国際収支表の見
方が分かるようになることを目指す。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
コメントシートに毎回の授業の中心的テーマについて書いてもらって、適宜フィードバックし、次回の授業の内容に反映させる。また、授業期間の途中に
800字程度のレポートを書いてもらい、授業の理解度を把握する。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議／プレゼンテーション、発表、報告

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

この科目の学修は、いわゆる国際収支表およびその各項目の経済学的意味を理解することが最も重要である。そのためには、この表の作成の理論的
背景であるマクロ経済学の基本を学んでいることが前提となるため、講義の最初の部分でマクロ経済学の説明を数回にわたって行う。一枚の表の意味
を十全に理解することが簡単ではないことを知ってもらいたい。
授業での説明でわかりにくい人は、参考書（『国際日本経済論』熊倉正修著）の該当箇所を読んで欲しい。その上で分からない人は、授業の終わった後
に、何が分からないかを質問してもらいたい。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

040

030030

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

特にありません。

参考書

１、『国際日本経済論』（熊倉正修著、昭和堂、2015年）
（本書は、日本経済について論じながら、国際経済の中で日本経済が抱える重要な経済問題を考察し、さらに
は、日本の政治・経済のあり方についてまで論じる意欲的な書物である。
２、『新・世界経済入門』（西川潤、岩波新書、2014年）

なし

１，『国際日本経済論』（熊倉
正修著、昭和堂、2015年）
　ISBN  978-4-8122-1431-2
２、『新・世界経済入門』（西川
潤、岩波新書、2014年）
　ISBN  978-4-00-431482-0

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ガイダンス：国際経済概論のガイダンスとして、経済主体（家計、企業、
政府）と経済循環、そして国際経済との関係について考察する。経済学
的思考についても考える。

熊倉正修『国際日本経済論』の第2章「国民経済の循環と
産業構造」（20～36頁）を読んで、復習してください。

4時間

第2回 マクロ経済学（１） 熊倉正修『国際日本経済論』の第2章「国民経済の循環と
産業構造」（20～36頁）を読むこと。

4時間

第3回 マクロ経済学（２）：GDPと消費、投資の関係、これらについての単純モ
デルの説明。

熊倉正修『国際日本経済論』の第１章「一国の経済活動と
国民経済計算」（2～19頁）を読んで、復習してください。

4時間

第4回 マクロ経済学（３）：GDPと消費、投資、貿易、海外投資、経常収支の関
係（すなわちオープン・モデル）について説明する。

熊倉正修『国際日本経済論』の第４章「国際間の経済取引
と国際収支」（55～70頁）を読んで、復習してください。

4時間

第5回 貿易と国際収支：経常収支＝貯蓄－投資、の関係の意味と国際収支と
の関係について

熊倉正修『国際日本経済論』の第４章「国際間の経済取引
と国際収支」（55～70頁）を読んで、復習してください。

4時間

第6回 「国際収支表」：日本の国際収支表について各項目について詳細に説
明する。

熊倉正修『国際日本経済論』の第４章「国際間の経済取引
と国際収支」（55～70頁）を読んで、復習してください。

4時間

第7回 「貿易と比較優位」：2財2国の比較生産費説から多数国の場合、さらに
ヘクシャー・オリーンの比較優位説の意味について説明する。

熊倉正修『国際日本経済論』の第６章「比較優位と貿易構
造」（92～105頁）を読んで、復習してください。

4時間

第8回 貿易、輸出と外国為替：輸出と支払い、為替取引について、並為替と逆
為替の理解を通じて国際決済の仕組みについて学修する。

熊倉正修『国際日本経済論』の第３章「通貨と決済システ
ム」（37～54頁）を読んで、復習してください。

4時間
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第9回 為替レートと購買力平価：購買力平価（絶対的、相対的）説と為替レート
の関係の説明。

熊倉正修『国際日本経済論』の第1３章「購買力平価と実
質為替レート」（209～224頁）を読んで、復習してください。

4時間

第10回 為替レートと金利平価：為替レートと金利平価との関係の説明。為替先
物取引についても触れる。

熊倉正修『国際日本経済論』の第1３章「購買力平価と実
質為替レート」（176～191頁）を読んで、復習してください。

4時間

第11回 直接投資と間接投資：直接投資と間接投資の関係、直接投資の経済発
展にとっての意義の説明。

熊倉正修『国際日本経済論』の第５章「日本の経済構造と
対外経済関係の変遷」（176～191頁）を読んで、復習してく
ださい。

4時間

第12回 直接投資と経済開発：直接投資と経済開発との関連、外貨流入、技術
移転、雇用、経済発展について考察する。

『新・世界経済入門』（西川潤、岩波新書）の第3章「変わり
ゆく多国籍企業と海外投資」（69～92頁）を読んで、復習し
てください。

4時間

第13回 経済統合：AFTA（アセアン自由貿易協定）、EU（欧州連合）、NAFTA（北
アメリカ自由貿易協定）などの経済統合について考察する。

『新・世界経済入門』（西川潤、岩波新書）の第１章「グロー
バル化 vs. 地域化」（20～49頁）を読んで、復習してくださ
い。

4時間

第14回 グローバル経済：グローバル経済における投資や雇用、技術移転の問
題の考察。

『新・世界経済入門』（西川潤、岩波新書）の第９章「南北問
題、ODAと地域秩序」（220～270頁）を読んで、復習してく
ださい。

4時間

第15回 「保護貿易と自由貿易」：国際経済のおける保護貿易と自由貿易、金融
の自由化の意味について考え、全体のまとめを行う。

熊倉正修『国際日本経済論』の第17章「輸入関税と産業保
護」（288～305頁）を読んで、復習してください。

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 比較経済体制特論　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

修士1・2田畑　理一

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

―

経済学研究科経済学専攻

テーマ 比較経済体制論とは、経済の制度、その束（集まり）である体制、そして、経済体制の目的を実現する仕組みであるメカニズム（計画と市場）について解
明する理論である。

授業の目的及び概要
経済体制としての現実の歴史において成立したソ連の政治・経済体制、その理論的基礎であったマルクスの哲学と経済学を解釈し、批判的に考察す
る。社会主義経済がマルクス経済論の欠陥から、現実には独裁と非効率の体制として実現し、そこからの脱出としての市場導入策の改革であるペレス
トロイカを経て、社会主義の崩壊に至ったのであるが、この過程を計画と市場という観点から理解し、学修する。

学修の到達目標
本講義は、企業、家計、政府が展開する経済行動が織りなす経済現象が制度という枠組みの中で生じること、制度とは法的枠組みに他ならないことを
理解し、諸制度の束（集まり）が政治と法によって形成されることを市場経済と計画経済の理論的整理を通して理解し、学修することを目標とする。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
毎回の授業のあと、コメントシートにその日の講義の中心的論点を書いてもらい、次回にその講評を行う。

アクティブ・ラーニング
の取組み

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

多人数ではないと考えられるので、授業は講義と討論形式の併用で行います。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

050

020030

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

特にありません。

参考書

①『グローバリゼーションと体制移行の経済学』（文眞堂、池本修一ほか著、2008年）
②『国際比較の経済学』スレイマン・イブラヒム・コーヘン著、ミネルヴァ書房、2011年
③『分水嶺にたつ市場と社会』斎藤修、古川純子編著、文眞堂、2020年

なし

①9784830946059
②9784757122659
③9784830950766

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ユートピア思想と社会主義思想 社会主義思想の先駆としての『ユートピア』という本につい
て調べておく。

3時間

第2回 資本主義批判としてのマルクス理論 近代社会主義思想体系としてのマルクス理論の概説につ
いて授業を参考にして調べ、考える。

4時間

第3回 マルクスの理論と思想（１）：哲学（唯物史観）と歴史 授業での説明を参考にして、唯物史観について調べ、考
える。

4時間

第4回 マルクスの理論と思想（２）：経済学（マルクス経済学）および非市場経
済としての社会主義

マルクスの労働価値論の意味および論理と社会主義との
関連について調べ、考える。

4時間

第5回 ロシア革命とスターリン独裁体制 授業を参考にして、ロシア革命を指導したレーニンの思想
とスターリン独裁体制について調べ、考える。

4時間

第6回 ソ連型集権的計画経済システム（「一つの工場論」）について 授業を参考にして、一国の経済をあたかも「一つの工場」
のように計画し、その計画を実行しようとしたソ連型集権
的計画経済システムについて調べ、考える。

4時間

第7回 スターリン批判と経済改革 授業を参考にして、スターリンの教条主義と独裁体制の動
揺と経済改革への胎動について調べ、考える。

4時間

第8回 市場経済化の萌芽としての集権・分権モデル 授業を参考にして、オスカー・ランゲ、ブルスの分権モデル
について調べ、考える。

4時間

第9回 ペレストロイカと社会主義の崩壊 授業を参考にして、ゴルバチョフのペレストロイカによる社
会主義体制の動揺について調べ、考える。

4時間

第10回 市場経済への移行とシステム転換ショック 授業を参考にして、社会主義から市場経済への移行にと
もなうショックである不況について調べ、考える。

4時間
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第11回 ロシアにおける市場経済化（エリツィン体制） 授業を参考にして、ロシアにおける市場経済化について調
べ、考える。

4時間

第12回 中東欧における市場経済化と中東諸国のEU加盟 授業を参考にして、チェコ、ポーランド、ハンガリー等の市
場移行とEU加盟について調べ、考える。

4時間

第13回 中央アジアにおける市場経済化 授業を参考にして、中央アジアにおける（伝統社会）の市
場経済化について調べ、考える。

4時間

第14回 社会主義とイデオロギー 授業を参考にして、社会主義をマルクス主義思想・イデオ
ロギーの側面から調べ、考える。

4時間

第15回 移行経済の（移行プロセスの）終焉 授業を参考にして、なぜ社会主義が崩壊したのかについ
て、経済成長、軍備増強負担、イデオロギー的強要、自由
抑圧、腐敗の蔓延などの観点から調べ、考える。

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 アジア経済特論 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

修士1・2福井　清一

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

―

経済学研究科経済学専攻

テーマ アジアにおける開発経済の理論と実践のフロンティアを学ぶ。

授業の目的及び概要
授業では、発展途上国における経済発展の軌跡をデータで辿り成長と停滞の要因について考えたうえで、経済発展と分配の不平等化、農業成長の役
割、伝統的経済システム、貿易や産業政策の役割、貧困削減戦略、政府の役割などに関する開発経済の基礎理論（構造変化と所得格差の発生、農業
成長の役割、通商産業政策、貧困削減戦略、労働移動、政府によるガバナンスなどに関する）について学び理解することを目的とします。

学修の到達目標
開発経済の基礎理論を踏まえ、アジアの発展途上国が直面しているいくつかの政策的課題について、アジアで現実に起こっている経済的諸問題に対す
る具体的な対応策を考えることができるようになることを到達目標とします。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
毎回、簡単なQuizが出題され、授業時間内に解答を提出します。授業終了後に解答例が示され、学生の皆さん自身で理解度を確認していただきます。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

ミクロ経済学、マクロ経済学、国際経済学を履修済み、もしくは並行して履修していることが望ましい。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

00

050050

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

福井清一・三輪加奈・高篠仁奈共著『開発経済を学ぶ』創成社 

発行年　2019年
定価　2700円

参考書

遠藤環、伊藤亞聖、大泉啓一郎、後藤健太編著『現代アジア経済論』有斐閣

発行年　2018年
定価　2970円

ISBN978-4-7944-3200-1 
C3033

ISBN978-4-641-18442-8

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ガイダンス、および、各国の経済発展と成長の源泉 教科書第1章前半、途上国における経済成長の軌跡を読
んでおくこと

4時間

第2回 途上国における制度・統治環境が、いかにしてガバナンスと経済成長
のパフォーマンスに影響するかについて解説する

教科書第1章後半、途上国における経済成長の源泉の部
分を読んでおくこと

4時間

第3回 構造変化と格差の拡大、ルイスの二重構造的発展モデルによる経済発
展による構造変化と所得格差の拡大について概説

教科書第２章、経済発展と格差を読んでおくこと 4時間

第4回 リカードの成長の罠、農業発展パラダイム、農業発展パラダイムの現代
的意義について解説する

教科書第３章、経済発展と農業の役割を読んでおくこと。 4時間

第5回 メガFTAの現状とコロナ禍における国際経済秩序の変化について説明
する

教科書第４章、経済発展と通商産業政策を読んでおくこ
と。

4時間

第6回 開発援助の失敗、開発援助の評価、貧困削減から産業化支援への潮
流変化について解説する

教科書第５章、開発援助を読んでおくこと。 4時間

第7回 開発経済学分野における行動経済学の応用、社会的選好、プロスペク
ト理論、現在バイアスについて説明し、その応用例を紹介する。

教科書第７章、開発の行動経済学を読んでおくこと。 4時間

第8回 市場の失敗を補完する途上国の経済システムの特徴について解説す
る。例として、分益小作制度、インフォーマル信用市場と保険制度にお
ける社会的制裁の役割を取り上げる。

教科書第８章、途上国の農村制度を読んでおくこと。 4時間

第9回 経済発展にとっての教育、保健開発の重要性、教育・保健水準を決定
する要素や収益率の計測方法について解説する。

教科書第９章、人的資本を読んでおくこと。 4時間

第10回 農村から都市への労働移動の理論を解説し、応用例として中国におけ
る農民工の事例を紹介する。

教科書第１０章、新しい労働移動の経済学を読んでおくこ
と。

4時間
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第11回 貧困層を対象とした小口金融事業の成功例としてのバングラデシュの
グラミン銀行のケースについて、その成果と課題を説明する。

教科書第１１章、マイクロ・ファイナンスを読んでおくこと。 4時間

第12回 インドにおける降水量インデックスを基礎とした作物保険事業、および、
カンボジアにおける貧困層向け小口医療保険制度を取り上げ、それら
の課題について説明する。

教科書第１２章、マイクロ・インシュランスを読んでおくこ
と。

4時間

第13回 アジア諸国における研究事例にもとづき、農業新技術採用を妨げる諸
要因、Learning-by-doing、新技術採用を妨げる曖昧さ回避性向と現在
バイアスについて解説する。

教科書第１３章、農業新技術の選択を読んでおくこと。 4時間

第14回 アジア諸国における天然資源や環境劣化の具体例を紹介し、その根本
要因をフリーライダー問題と外部性の視点から解説する。また、このよ
うな視点から、温室効果ガス削減のための国際協定締結の困難につい
ても説明する。

教科書第１４章、環境・資源の保全を読んでおくこと。 4時間

第15回 担当者による”まとめ”と質疑応答、レポートの課題説明。 これまでの講義内容の復習。 4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 経済政策特論　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

修士1・2髙林　喜久生

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

―

経済学研究科経済学専攻

テーマ 日本経済のパフォーマンスと経済政策。

授業の目的及び概要
日本経済はほほ30年にわたって低迷が続いている。従来の政策処方箋は通用しなくなったのだろうか。この講義では、経済政策の理論的枠組みや実
際の効果について、1980年代以降の日本経済のケーススタディをもとに実践的に考察する。
なお、当初指定のテキストが品切れで入荷不可能となったために下記のテキストに差し替えた。それに伴い授業計画も変更しているので確認されたい。

学修の到達目標
現在の日本経済との関連で、基本的なミクロ・マクロ経済政策理論と実際を把握し、長い低迷から脱却するためにどのような政策処方箋が考えられる
か、提言することができる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
―

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
レポートは、コメントした上で返却する。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議／プレゼンテーション、発表、報告

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

マクロ経済学特論Ⅰ・Ⅱを履修しておくことが望ましい。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

050

00050

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

柳川隆 ・永合位行・藤岡秀英 『セオリー&プラクティス 経済政策 』有斐閣、2017年3月

参考書

藤川清史編『経済政策入門』法律文化社、2020年4月
宮川努・細野薫・細谷圭・川上敦之『日本経済論』2017年4月

978-4641164994

978-4-589-04085-5
978-4-502-21891-0

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ガイダンス：授業の概要、進め方を説明する。また、授業全体の準備と
して日本経済の成長鈍化の要因について概観する。
（なお、2回目以降は授業の進行によって変更することがある）。

【予習】配付資料を事前に読んでおいてください（2時間程
度）。
【復習】配付資料を読み直し、講義で得た知識を確認してく
ださい（2時間程度）。

4時間

第2回 日本経済の歩みと政策：1980年代以降、日本経済がどのように変化し
てきたのかを振り返り、それに対して実際にどのような政策がとられて
きたかを確認する。

【予習】テキストの「第1章」を事前に読んでおいてください
（2時間程度）。
【復習】テキストの「第1章」を読み直し、講義で得た知識を
確認してください（2時間程度）。

4時間

第3回 経済政策論の基礎：経済政策の目的と手段、経済政策の主体、及び経
済政策思想について解説する。

【予習】テキストの「第2章」を事前に読んでおいてください
（2時間程度）。
【復習】テキストの「第2章」を読み直し、講義で得た知識を
確認してください（2時間程度）。

4時間

第4回 社会政策論の基礎：社会政策とは社会問題への対策であり、社会問題
とは何かを検討した上で、社会保険を中心とする社会保障についての
発展の経緯を述べ、現代の新しい社会問題について考察する。

【予習】テキストの「第3章」を事前に読んでおいてください
（2時間程度）。
【復習】テキストの「第3章」を読み直し、講義で得た知識を
確認してください（2時間程度）。

4時間

第5回 マクロ経済政策の基礎：マクロ経済政策を検討するための理論的基礎
について解説する。

【予習】テキストの「第4章」を事前に読んでおいてください
（2時間程度）。
【復習】テキストの「第4章」を読み直し、講義で得た知識を
確認してください（2時間程度）。

4時間

第6回 ミクロ経済政策の基礎：市場メカニズムの成り立ちや概念を基礎として
ミクロ経済学に立脚した経済政策について解説する。

【予習】テキストの「第5章」を事前に読んでおいてください
（2時間程度）。
【復習】テキストの「第5章」を読み直し、講義で得た知識を
確認してください（2時間程度）。

4時間
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第7回 国民経済計算の基礎：マクロ経済循環を理解するために、経済活動を
多面的かつ体系的にとらえた国民経済計算について基本な見方につ
いて解説する。

【予習】配付資料を事前に読んでおいてください（2時間程
度）。
【復習】配付資料を読み直し、講義で得た知識を確認してく
ださい（2時間程度）。

4時間

第8回 産業政策：産業政策を産業育成政策、競争政策、規制政策に分けて、
理論と実際を解説する。

【予習】テキストの「第6章」を事前に読んでおいてください
（2時間程度）。
【復習】テキストの「第6章」を読み直し、講義で得た知識を
確認してください（2時間程度）。

4時間

第9回 農業政策：農業の特殊性や日本の農業政策の理論と実際について解
説する。

【予習】テキストの「第7章」を事前に読んでおいてください
（2時間程度）。
【復習】テキストの「第7章」を読み直し、講義で得た知識を
確認してください（2時間程度）。

4時間

第10回 環境政策：環境が破壊される原因を述べ、環境を保護するための政策
手段について解説する。

【予習】テキストの「第8章」を事前に読んでおいてください
（2時間程度）。
【復習】テキストの「第8章」を読み直し、講義で得た知識を
確認してください（2時間程度）。

4時間

第11回 労働政策：労働市場の特徴について述べ、賃金や就業・解雇及び失業
に対する政策についての理論と実際について解説する。

【予習】テキストの「第9章」を事前に読んでおいてください
（2時間程度）。
【復習】テキストの「第9章」を読み直し、講義で得た知識を
確認してください（2時間程度）。

4時間

第12回 社会保障政策：社会保障の必要性について述べ、社会保障の制度、と
くに年金、医療保険、介護保険、生活保護についての考え方と政策の
実際について解説する。

【予習】テキストの「第10章」を事前に読んでおいてください
（2時間程度）。
【復習】テキストの「第10章」を読み直し、講義で得た知識
を確認してください（2時間程度）。

4時間

第13回 【トピックス】デフレと非伝統的金融政策：非伝統的と呼ばれる新しい金
融政策が物価や生産に影響する波及経路を検討する。

【予習】事前に講義資料を配付するので読んでおいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】配付資料を読み直し、講義で得た知識を確認してく
ださい（2時間程度）。

4時間

第14回 【トピックス】財政の維持可能性：巨額の政府債務は維持可能なのか、
政府債務が維持可能な条件を検討する。

【予習】事前に講義資料を配付するので読んでおいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】配付資料を読み直し、講義で得た知識を確認してく
ださい（2時間程度）。

4時間

第15回 これまでの授業内容の復習を行う。 テキストと配付資料の全体を読み返し、講義で得た知識を
再確認してください。

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 環境経済特論　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

修士1・2前鶴　政和

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

―

経済学研究科経済学専攻

テーマ 環境問題の経済学

授業の目的及び概要
現代社会において、我々は地球温暖化、廃棄物問題、自然破壊等の多様な環境問題に直面しており、世界レベルから地方自治体レベルに渡り、環境
問題への対処が重要な政策課題の一つとなっている。本講義では、現実の環境問題の知識とともに、環境問題の経済学的な分析の視点や、ゲーム理
論や情報の経済学を応用し、環境税、直接規制、排出権取引などの環境政策の経済学的な意義について学修させる。
　本講義の内容は、修士論文を執筆する上での重要な知識となるほか、経済政策特論、国際経済特論、地域経済特論等の講義科目の内容とも密接に
関連するものであり、確実に理解することが望まれる。

学修の到達目標
１．現代社会が直面する経済的諸問題の解決方策を提案するために必要な、政府による政策決定に関して説明できる能力を修得することができる。
２．ミクロ経済学の知識を前提とし、環境問題と経済学との関係について研究するための分析力を修得することができる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
―

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
レポートについては、添削して返却する。また、課題に対してはフィードバックを実施する。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

経済政策特論を履修することが望ましい。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

060

00040

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

テキストは指定しない。配布資料を用いて授業を行う。

参考書

コア・テキスト環境経済学，一方井誠治，新世社，2018年

なし

978-4883842797

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 授業の概要を説明する。 【予習】この演習のシラバスを事前によく読んでおくこと（1
時間程度）。
【復習】授業後に、ガイダンスの内容について復習しておく
こと（2時間程度）。

3時間

第2回 ゲーム理論について学修する。 【予習】配布資料及び参考書の「ゲーム理論」に関する内
容を事前によく読んでおくこと（2時間程度）。
【復習】授業後に、配布資料及び参考書の「ゲーム理論」
に関する内容について復習しておくこと（2時間程度）。

4時間

第3回 情報の経済学について学修する。 【予習】配布資料及び参考書の「情報の経済学」に関する
内容を事前によく読んでおくこと（2時間程度）。
【復習】授業後に、配布資料及び参考書の「情報の経済
学」に関する内容について復習しておくこと（2時間程度）。

4時間

第4回 環境問題の種類について学修する。 【予習】配布資料及び参考書の「環境問題の種類」に関す
る内容を事前によく読んでおくこと（2時間程度）。
【復習】授業後に、配布資料及び参考書の「環境問題の種
類」に関する内容について復習しておくこと（2時間程度）。

4時間

第5回 外部性と環境問題について学修する。 【予習】配布資料及び参考書の「外部性と環境問題」に関
する内容を事前によく読んでおくこと（2時間程度）。
【復習】授業後に、配布資料及び参考書の「外部性と環境
問題」に関する内容について復習しておくこと（2時間程
度）。

4時間
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第6回 外部性修正政策の1つであるピグー税について学修する。 【予習】配布資料及び参考書の「ピグー税」に関する内容を
事前によく読んでおくこと（2時間程度）。
【復習】授業後に、配布資料及び参考書の「ピグー税」に関
する内容について復習しておくこと（2時間程度）。

4時間

第7回 外部性修正政策の1つである排出権取引制度について学修する。 【予習】配布資料及び参考書の「排出権取引制度」に関す
る内容を事前によく読んでおくこと（2時間程度）。
【復習】授業後に、配布資料及び参考書の「排出権取引制
度」に関する内容について復習しておくこと（2時間程度）。

4時間

第8回 市場支配力に関わる排出権取引制度の問題点について学修する。 【予習】配布資料及び参考書の「市場支配力に関わる排出
権取引制度の問題点」に関する内容を事前によく読んでお
くこと（2時間程度）。
【復習】授業後に、配布資料及び参考書の「市場支配力に
関わる排出権取引制度の問題点」に関する内容について
復習しておくこと（2時間程度）。

4時間

第9回 排出権取引と環境税のどちらが望ましいかを学修する。 【予習】配布資料及び参考書の「排出権取引と環境税」に
関する内容を事前によく読んでおくこと（2時間程度）。
【復習】授業後に、配布資料及び参考書の「排出権取引と
環境税」に関する内容について復習しておくこと（2時間程
度）。

4時間

第10回 情報の非対称性下における環境規制について学修する。 【予習】配布資料及び参考書の「情報の非対称性下におけ
る環境規制」に関する内容を事前によく読んでおくこと（2時
間程度）。
【復習】授業後に、配布資料及び参考書の「情報の非対称
性下における環境規制」に関する内容について復習して
おくこと（2時間程度）。

4時間

第11回 コースの定理について学修する。 【予習】配布資料及び参考書の「コースの定理」に関する
内容を事前によく読んでおくこと（2時間程度）。
【復習】授業後に、配布資料及び参考書の「コースの定理」
に関する内容について復習しておくこと（2時間程度）。

4時間

第12回 環境の価値評価の種類について学修する。 【予習】配布資料及び参考書の「環境の価値評価の種類」
に関する内容を事前によく読んでおくこと（2時間程度）。
【復習】授業後に、配布資料及び参考書の「環境の価値評
価の種類」に関する内容について復習しておくこと（2時間
程度）。

4時間

第13回 途上国の経済発展と環境問題について学修する。 【予習】配布資料及び参考書の「途上国の経済発展と環境
問題」に関する内容を事前によく読んでおくこと（2時間程
度）。
【復習】授業後に、配布資料及び参考書の「途上国の経済
発展と環境問題」に関する内容について復習しておくこと
（2時間程度）。

4時間

第14回 貿易と環境問題との関連について学修する。 【予習】配布資料及び参考書の「貿易と環境問題との関
連」に関する内容を事前によく読んでおくこと（2時間程
度）。
【復習】授業後に、配布資料及び参考書の「貿易と環境問
題との関連」に関する内容について復習しておくこと（2時

4時間

第15回 総括を行う。 【予習】これまでの授業の配布資料等を事前によく読んで
おくこと（3時間程度）。
【復習】授業後に、これまでの授業の配布資料等について
総復習しておくこと（3時間程度）。

6時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 外国文献研究　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

修士1・2グスタボ・バルダス

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

―

経済学研究科経済学専攻

テーマ 英語で経済のメカニズムと経済政策の効果について勉強する。

授業の目的及び概要
この授業は英語のみで行われる。この科目の主な目的は、マクロ経済の動きと企業のビジネスについて勉強することである。特に、株価、為替レート、
利子率、賃金、住宅価格といった変数の変動を起こす要因は何か、企業・投資家・個人がどのように反応するかについて勉強する。更に、データから日
本経済の現状と将来の見通しについて学ぶ。日本の多国籍企業、貿易会社、金融機関、外資系会社などに勤めたい学生がより充実な就職活動もで
き、社会に貢献できる人材になる。

学修の到達目標
この授業の学修の主な目標はマクロ経済とビジネス戦略の関係について英語で考えて、英語で説明できるようになることである。この目標を達成するた
めに、授業では以下の力を身につけるようにしたいと思う。

１. 経済動向や市場の変化が企業に与える影響について分析ができ、英語で説明できる力
２. 利子率、住宅市場、不動産の投資について、英語で話せる力
３. 経済政策が市場や企業に与える影響を予測でき、英語で説明できる力
４. 英語でコミュニケーションできる力

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
授業の内容についての練習問題に対して毎回フィードバックをする。必要があれば、次の授業で改めて説明する。「最終レポート」に対してもコメントを
フィードバックする。課題の再提出も認める。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議／ＰＣを用いた実技

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

この科目では英語で世界経済について勉強するため、特に、貿易会社、外資系会社、旅行会社で働きたいと思っている学生は是非履修してみてくださ
い。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

0250

006015

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

テキストを使用しないが、以下の参考書・データベースの情報を利用して作成した資料をLearning Portalの「授
業内容/教材」にアップする。

参考書

以下の本が経済や国際経済について様々な面白いトピックスを扱っている。授業の内容をより深く勉強するこ
とができるので、良ければ、図書館で借りてください。
    Business Economics, Gillespie, Andrew, 2013, Oxford University Press
以下のインターネットサイトやデータベースを利用して、世界の現状、国際経済、貿易、直接投資などについて
勉強することができる。Final Report（レポート試験）にも活用してみてください。
インターネットサイト：
 https://www.bloomberg.com/asia
 https://www.reuters.com/
 http://www.ibtimes.com/
 https://edition.cnn.com/
データベース
 International Monetary Fund: https://www.imf.org/external/index.htm
 World Bank: https://data.worldbank.org/
 e-Stat: https://www.e-stat.go.jp/
 JETRO: https://www.jetro.go.jp/en/

特にありません。

0199657998

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 授業の案内を行う。 予習：「Class１Course outline」を読んで下さい。
復習：「Exercise 1  Main topics of the course 」を解いて、
オンラインで回答してください。
Final Report（レポート試験）のテーマを決めて、内容につ
いて計画を立ててください。

1時間

第2回 日本経済の現状と将来の見通しについて勉強する。 予習：「Class 2 Japan economic outlook」を読んで下さい。
復習：「Exercise 2 Japan economic outlook」を解いて、オ
ンラインで回答してください。
Final Report（レポート試験）の作成に向けて、図書館やイ
ンターネットから情報を集め分析してください。

4時間
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第3回 銀行の預金残高の計算について勉強する。 予習：「Class 3 Savings 」を読んで下さい。
復習：「Exercise 3 Savings and bank accounts」を解いて、
オンラインで回答してください。
Final Report（レポート試験）の作成に向けて、図書館やイ
ンターネットから情報を集め分析してください。

4時間

第4回 借金と割引現在価値について勉強する。 予習：「Class 4 Loans and the Net Present Value」を読ん
で下さい。
復習：「Exercise 4 Loans and the NPV」を解いて、オンライ
ンで回答してください。
Final Report（レポート試験）の作成に向けて、図書館やイ
ンターネットから情報を集め分析してください。

4時間

第5回 株式市場について勉強する。 予習：「Class 5 Stocks and the stock market」を読んで下
さい。
復習：「Exercise 5 Stocks and stock market 」を解いて、オ
ンラインで回答してください。
Final Report（レポート試験）の作成に向けて、図書館やイ
ンターネットから情報を集め分析してください。

4時間

第6回 債券市場について勉強する。 予習：「Class 6 Bonds and bond prices」を読んで下さい。
復習：「Exercise 6 Bonds and bond prices 」を解いて、オン
ラインで回答してください。
Final Report（レポート試験）の作成を少しずつ行ってくださ
い。

4時間

第7回 ビジネス投資について勉強する。 予習：「Class 7 Business investment」を読んで下さい。
復習：「Exercise 7 Prospects for a car business in Japan」
を解いて、オンラインで回答してください。
Final Report（レポート試験）の作成を少しずつ行ってくださ
い。

4時間

第8回 ビジネス投資の財務分析について勉強する。 予習：「Class 8 Financial analysis of an investment 
project」を読んで下さい。
復習：「Exercise 8 Financial Analysis of Investment 
Projects」を解いて、オンラインで回答してください。
Final Report（レポート試験）の作成を少しずつ行ってくださ
い。

4時間

第9回 住宅の価値と住宅価格について勉強する。 予習：「Class 9 The value and the price of a home」を読ん
で下さい。
復習：「Exercise 9 The value of a home and the home 
market」を解いて、オンラインで回答してください。
Final Report（レポート試験）の作成を少しずつ行ってくださ
い。

4時間

第10回 住宅市場について勉強する。 予習：「Class 10 Dynamics of the housing market」を読ん
で下さい。
復習：「Exercise 10 The dynamics of the housing market」
を解いて、オンラインで回答してください。
Final Report（レポート試験）の作成を少しずつ行ってくださ
い。

4時間

第11回 貸出市場と利子率について勉強する。 予習：「Class 11 Credit market and the interest rate」を読
んで下さい。
復習：「Exercise 11 The credit market」を解いて、オンライ
ンで回答してください。
Final Report（レポート試験）の作成を行ってください。

4時間

第12回 住宅バブルについて勉強する。 予習：「Class 12 Housing bubbles 」を読んで下さい。
復習：「Exercise 12 Housing bubbles」を解いて、オンライン
で回答してください。
Final Report（レポート試験）の作成を行ってください。

4時間

第13回 外国為替市場について勉強する。 予習：「Class 13 The foreign exchange market」を読んで下
さい。
復習：「Exercise 13 The foreign exchange market」を解い
て、オンラインで回答してください。
Final Report（レポート試験）トの作成を行ってください。

5時間

第14回 経済政策の効果について勉強する。 予習：「Class 14 Economic Policy」を読んで下さい。
復習：「Exercise 14 Economic Policy」を解いて、オンライン
で回答してください。
Final Report（レポート試験）の作成を行ってください。

5時間

第15回 労働市場と失業の原因について勉強する。 予習：「Class 15 The labor market and the causes of 
unemployment」を読んで下さい。
復習：「Exercise 15 The labor market and the causes of 
unemployment」を解いて、オンラインで回答してください。
Final Report（レポート試験）を完成させて、Learning Portal
のレポート機能に提出してください。

5時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 中小企業特論　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

修士1・2荒木　康代

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

－

経済学研究科経済学専攻

テーマ 中小企業の事例から日本経済と企業経営について考える。

授業の目的及び概要
本授業では、個々の中小企業の具体的な事例に基づきながら、激変する現代の産業・経済の中で中小企業が直面する問題について様々な角度から見
ることによって、日本経済及び中小企業の経営について学びます。中小企業経営者等も講師に来ていただき中小企業の現場について学びます。

学修の到達目標
・日本の中小企業の現状について説明できる。
・現代の中小企業が直面する問題と日本経済への影響及び今後の課題について説明できる。
・日本と海外の中小企業との違いについて議論し、自分の意見を主張できる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
毎回のコメント、質問に対しては、次回の授業で回答します。課題に対しては、コメントを付して返却します。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議／グループワーク／プレゼンテーション、発表、報告

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

現在、日本で働く人の7割が中小企業で働いています。企業数では99％が中小企業です。このような傾向は多くの国で共通しており、企業経営及び経済
にもたらす影響について考える時は中小企業を抜きにしては考えられません。どのような業種の企業を取り上げる場合でも、中小企業について知って
いることが必要です。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

0
0

050

030020

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

「2022年版中小企業白書概要」「2022年版中小企業白書」
URLをラーニングポータルにアップします。

参考書

必要に応じて、授業内で紹介します。

なし

なし

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ガイダンス　授業の目的、内容、進め方等の説明 前もって「中小企業白書概要」を読んでおくこと。
配布レジメで復習する

4時間

第2回 日本の中小企業の現状について　中小企業白書を読む 前もって「中小企業白書概要」を読んでおくこと。
配布レジメで復習する。

4時間

第3回 日本の中小企業の現状と課題　中小企業白書を読む 前もって「中小企業白書概要」を読んでおくこと。
配布レジメで復習する

4時間

第4回 日本の製造業の課題と戦略 前もって「中小企業白書」本文の該当箇所を読んでおくこ
と。
「中小企業白書」及び配布レジメで復習する

4時間

第5回 日本の製造業の課題と戦略　概要 前もって「中小企業白書」本文の該当箇所を読んでおくこ
と。
「中小企業白書」及び配布レジメで復習する

4時間

第6回 日本の中小製造業の課題と戦略　下請けからの脱却 前もって「中小企業白書」本文の該当箇所を読んでおくこ
と。
「中小企業白書」及び配布レジメで復習する

4時間

第7回 日本の中小製造業の課題と戦略　下請けからの脱却 前もって「中小企業白書」本文の該当箇所を読んでおくこ
と。
「中小企業白書」及び配布レジメで復習する

4時間

第8回 日本の中小製造業の課題と戦略　事業承継問題 前もって「中小企業白書」本文の該当箇所を読んでおくこ
と。
「中小企業白書」及び配布レジメで復習する

4時間

第9回 日本の中小製造業の課題と戦略　事業承継問題 前もって「中小企業白書」本文の該当箇所を読んでおくこ
と。
「中小企業白書」及び配布レジメで復習する。

4時間
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第10回 中小商業と地域社会 前もって「中小企業白書」本文の該当箇所を読んでおくこ
と。
「中小企業白書」及び配布レジメで復習する

4時間

第11回 中小商業と地域社会 前もって「中小企業白書」本文の該当箇所を読んでおくこ
と。
「中小企業白書」及び配布レジメで復習する

4時間

第12回 中小企業と社会的責任－ソーシャルビジネスについて 前もって「中小企業白書」本文の該当箇所を読んでおくこ
と。
「中小企業白書」及び配布レジメで復習する

4時間

第13回 中小企業の金融について 前もって「中小企業白書」本文の該当箇所を読んでおくこ
と。
「中小企業白書」及び配布レジメで復習する

4時間

第14回 中小企業の人材育成について 前もって「中小企業白書」本文の該当箇所を読んでおくこ
と。
「中小企業白書」及び配布レジメで復習する。
課題に基づいてレポートを作成し、提出する。

4時間

第15回 各自の課題レポートの発表。課題レポートに対するコメント 課題レポートの発表に対するコメントに基づいて修正し、
最終提出をする

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 労働経済学特論　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

修士1・2山垣　真浩

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

－

経済学研究科経済学専攻

テーマ 日本型雇用システム、つまり労働力の取引をめぐる日本のルール、制度、慣行を理解する

授業の目的及び概要
労働経済学は、労働分野の経済諸問題を分析する学問であるが、労働問題を正しく理解するためには、労働力の取引をめぐる諸制度に精通している
必要がある。本講義では、修士課程の研究を進める上で重要、かつ修士課程修了後の社会人としてのキャリアの観点からも知っておくべき、労働力の
取引をめぐる諸制度を理解する。
　欧米の職務型契約に対し、日本の正社員はメンバーシップ型契約的ということをふまえて、日本型雇用システムを構成する雇用形態の多様化、長期
安定雇用、賃金処遇制度、労働時間制度、職場における男女平等、教育訓練制度、労使関係・労働運動などの諸制度と現在に至るまでの歴史につい
て学修し、日本の労働問題の現状を理解する。

学修の到達目標
本講義では、大学院での学修に必要なレベルの労働経済学の知識を理解し、現代社会が直面する経済的諸問題の中から、特に地域社会における労
働経済に関わる諸問題について研究するための分析力を修得する。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
授業内におけるディスカッションのなかでフィードバックする。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議／プレゼンテーション、発表、報告

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

ここで得た知識を修士論文で利用したり、日本の企業や職場の独特な仕組みを理解して修了後の進路につなげたりしてほしい。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

050

00050

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

社会政策Ⅰ　ワーク・ライフ・バランスと社会政策，久本憲夫・玉井金五編，法律文化社，2008年

参考書

①どうする日本の労働政策，櫻井純理編，ミネルヴァ書房，2021年
②新しい労働社会，濱口桂一郎，岩波新書，2009年
③正規の世界・非正規の世界──現代日本労働経済学の基本問題，神林龍，慶応義塾大学出版会，2017年
④雇用システム論，佐口和郎，有斐閣，2018年

978-4589031112

①978-4623091140
②978-4004311942
③978-4766424829
④978-4641165298

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ガイダンス
教科書の各章を興味に応じて分担して報告してもらうが、その分担を決
める。

指定教科書（久本・玉井）の全体に目を通しながら、自身
は第何章を報告したいか、希望報告箇所を考えておくこ
と。

4時間

第2回 受講者の報告に先立って、私が２回にわたって講義する。まず雇用関
係における労使の非対等性について理論的に考察する。労働をめぐる
諸制度の大部分は、労使の非対等性から生ずる諸問題の予防または
解決への方策だとみることができる。

事前に労使が非対等なのはなぜか、その諸要因を自分な
りに考えておくこと。また労働をめぐってはその国独特の
語句や制度があるので、よく復習しておくこと。

4時間

第3回 日本の労使関係の特徴について。日本は経営優位の労使関係だとい
うことができるが、このようになった経緯を企業別組合の２面性（労働組
合的性格と従業員組織的性格）の展開から歴史的に考察する。

参考書で指定した①どうする日本の労働政策，櫻井純理
編，ミネルヴァ書房，2021年、の第３章を事前に読んでおく
こと。また労働をめぐってはその国独特の語句や制度があ
るので、よく復習しておくこと。

4時間

第4回 雇用政策
戦後雇用政策の歴史を概観する。

事前に教科書第１章を熟読し、疑問点をメモしておくこと。
また労働をめぐってはその国独特の語句や制度があるの
で、よく復習しておくこと。

4時間

第5回 雇用形態の多様化
非正社員化の背景と賃金格差を学修する。

事前に教科書第２章を熟読し、疑問点をメモしておくこと。
また労働をめぐってはその国独特の語句や制度があるの
で、よく復習しておくこと。

4時間

第6回 長期安定雇用
正社員にたいする雇用保障と雇用調整のあり方を学修する。

事前に教科書第３章を熟読し、疑問点をメモしておくこと。
また労働をめぐってはその国独特の語句や制度があるの
で、よく復習しておくこと。

4時間
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第7回 賃金処遇制度
職能資格制度の成立と変化を中心とする制度史を学修する。

事前に教科書第４章を熟読し、疑問点をメモしておくこと。
また労働をめぐってはその国独特の語句や制度があるの
で、よく復習しておくこと。

4時間

第8回 査定と昇進
制度変化の戦後史を学修する。

事前に教科書第５章を熟読し、疑問点をメモしておくこと。
また労働をめぐってはその国独特の語句や制度があるの
で、よく復習しておくこと。

4時間

第9回 労働時間
労働時間の実態と労働時間規制の柔軟化について学修する。

事前に教科書第６章を熟読し、疑問点をメモしておくこと。
また労働をめぐってはその国独特の語句や制度があるの
で、よく復習しておくこと。

4時間

第10回 職場における男女平等
男女間賃金格差と管理職割合の格差について学修する。

事前に教科書第７章を熟読し、疑問点をメモしておくこと。
また労働をめぐってはその国独特の語句や制度があるの
で、よく復習しておくこと。

4時間

第11回 企業内教育訓練
養成工やＯＪＴなどの教育訓練のあり方を学修する。

事前に教科書第８章を熟読し、疑問点をメモしておくこと。
また労働をめぐってはその国独特の語句や制度があるの
で、よく復習しておくこと。

4時間

第12回 能力開発政策
政府による職業訓練政策のあり方を学修する。

事前に教科書第９章を熟読し、疑問点をメモしておくこと。
また労働をめぐってはその国独特の語句や制度があるの
で、よく復習しておくこと。

4時間

第13回 労働運動
労働組合運動の労働条件や労働慣行に与える影響は、経済成長率と
並んで大きい。戦後の歴史を学修する。

事前に教科書第10章を熟読し、疑問点をメモしておくこと。
また労働をめぐってはその国独特の語句や制度があるの
で、よく復習しておくこと。

4時間

第14回 最低賃金
制度の仕組みと論点について学修する。

事前に教科書第11章を熟読し、疑問点をメモしておくこと。
また労働をめぐってはその国独特の語句や制度があるの
で、よく復習しておくこと。

4時間

第15回 まとめ
授業全体の総括を行う。

定期試験レポートでどのテーマを選ぶか、執筆にあたって
新たな疑問点はないか、明確にしておくこと。

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 財政学特論　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

修士1・2髙林　喜久生

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

－

経済学研究科経済学専攻

テーマ 少子高齢化・グローバル化社会における財政のあり方。

授業の目的及び概要
少子高齢化やグローバル化などの経済社会の変化のもと、国や地方の財政はどのようにあるべきかを考察・理解することを目的とする。この講義では、
財政の資源配分・所得再分配・経済安定の3つの機能から、人口減少社会の政府の役割と租税等の財源調達のあり方を学ぶ。続いて人口減少社会の
社会保障、租税原則と税制、国債残高などの「制度」と、純粋公共財のリンダール均衡や租税の超過負担問題などの「理論」を学ぶ。

学修の到達目標
ミクロ経済学の応用としての「公共経済学」と法制度である「財政・租税制度」を学修する。現代の経済・財政問題を自らの眼と腕で分析・考察できること
を目標とする。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
適宜、課題レポートを課し、フィードバックする。

アクティブ・ラーニング
の取組み

プレゼンテーション、発表、報告／実習、フィールドワーク、学外見学

本科目の担当教員は、銀行員を1977年から10年以上経験しており、同期間内には、大蔵省に出向し、財政金融研究所主任研究官を務める等の経験も
有している。本科目では、これらの経験を生かした授業を行う。

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

ミクロ経済学特論Ⅰ・Ⅱの履修が望ましい。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

0600

40000

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

横山彰・馬場義久・馬場勇夫（2009）『現代財政学』有斐閣。

参考書

持田信樹（2009）『財政学』東京大学出版会

9784641123762

9784130421324

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 イントロダクション：授業の概要や到達目標、評価方法についてガイダ
ンスを行う。財政＝政府の経済活動は私たちの暮らしの隅々にまで及
んでおり、財政分析の重要性を確認する。

【予習】テキストの「第1章　財政学を学ぶ」を事前に読んで
おいてください（2時間程度）。
【復習】テキストの「第1章　財政学を学ぶ」を読み直し、講
義で得た知識を確認してください（2時間程度）。

4時間

第2回 政府の役割：政府の資源配分所得再分配・経済安定の3機能と中央政
府と地方政府の役割分担について学修する。

【予習】テキストの「第1章　財政学を学ぶ」を事前に読んで
おいてください（2時間程度）。
【復習】テキストの「第1章　財政学を学ぶ」を読み直し、講
義で得た知識を確認してください（2時間程度）。

4時間

第3回 公共財の理論：純粋公共財と準公共財の分類や純粋公共財のリンダー
ル均衡の考え方について学修する。

【予習】テキストの「第2章　公共サービスを利用する」を事
前に読んでおいてください（2時間程度）。
【復習】テキストの「第2章　公共サービスを利用する」を読
み直し、講義で得た知識を確認してください（2時間程度）。

4時間

第4回 政治過程を考える：公共財には価格機構が働かないため、その決定に
は投票などの政治過程が必要となる。ここでは政治過程を通じる意思
決定モデルとして中位投票者定理などを学修する。

【予習】テキストの「第3章　政治過程とガバナンスを知る」
を事前に読んでおいてください（2時間程度）。
【復習】テキストの「第3章　政治過程とガバナンスを知る」
を読み直し、講義で得た知識を確認してください（2時間程
度）。

4時間

第5回 予算：財政＝政府の経済活動は予算を通じて行われる。この回では、
予算の役割や予算原則、予算制度について学修する。

【予習】テキストの「第4章　予算をチェックする」を事前に読
んでおいてください（2時間程度）。
【復習】テキストの「第4章　予算をチェックする」を読み直
し、講義で得た知識を確認してください（2時間程度）。

4時間

第6回 財政収入：政府の支出を賄う財源である財政収入を概観する。財政収
入は、主に租税・社会保険料・公債から成り立つが、これらにはどのよ
うな共通点と相違点があるのか、学修する。

【予習】テキストの「第5章　財政収入を見つめる」を事前に
読んでおいてください（2時間程度）。
【復習】テキストの「第5章　財政収入を見つめる」を読み直
し、講義で得た知識を確認してください（2時間程度）。

4時間
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第7回 税の制度と理論：租税についての基礎的な理論と税制の仕組みを解説
する。理論面では租税原則、租税の誘引効果、租税の超過負担などを
学修する。税制については所得税に関する諸制度を中心に学修する。

【予習】テキストの「第6章　税を徴収される」を事前に読ん
でおいてください（2時間程度）。
【復習】テキストの「第6章　税を徴収される」を読み直し、講
義で得た知識を確認してください（2時間程度）。

4時間

第8回 地方税の制度と理論：地方税についての特徴や役割を考える。地方税
原則、国と地方の税源配分のあり方、国税には無い地方税に特徴的な
経済効果（租税の外部性）を学修する。

【予習】テキストの「第7章　地方税を徴収される」を事前に
読んでおいてください（2時間程度）。
【復習】テキストの「第7章　地方税を徴収される」を読み直
し、講義で得た知識を確認してください（2時間程度）。

4時間

第9回 公債の制度と理論：公債負担論の様々な議論を紹介する。リカードの
等価定理やバローの中立命題の現代的意義について考える。また、公
債管理政策についても言及する。

【予習】テキストの「第8章　公債発行をとらえる」を事前に
読んでおいてください（2時間程度）。
【復習】テキストの「第8章　公債発行をとらえる」を読み直
し、講義で得た知識を確認してください（2時間程度）。

4時間

第10回 経費から見た財政の実態：経費膨張の理論、歳出予算の規模、歳出予
算の内訳について解説する、

【予習】テキストの「第9章　経費を調べる」を事前に読んで
おいてください（2時間程度）。
【復習】テキストの「第9章　経費を調べる」を読み直し、講
義で得た知識を確認してください（2時間程度）。

4時間

第11回 社会保障：社会保障は社会のセーフティネットとして役割を果たすことを
期待されている。この回では日本を念頭に置いて社会保障制度の解説
を行い、とりわけ公的年金制度に注目してその問題点を考える。賦課
方式か積立方式かという年金の財政方式に関する議論にも注目する。

【予習】テキストの「第10章　社会保障を考える」を事前に
読んでおいてください（2時間程度）。
【復習】テキストの「第10章　社会保障を考える」を読み直
し、講義で得た知識を確認してください（2時間程度）。

4時間

第12回 国と地方の関係：プリンシパル・エージェント・モデルなど国と地方に関
する新しい財政理論について解説し、国から地方への一般補助金であ
る日本の地方交付税制度についてその特徴と課題について議論する。

【予習】テキストの「第11章　分権化社会に取り組む」を事
前に読んでおいてください（2時間程度）。
【復習】テキストの「第11章　分権化社会に取り組む」を読
み直し、講義で得た知識を確認してください（2時間程度）。

4時間

第13回 財政赤字：日本の財政は未曾有の財政赤字を抱えている。財政赤字が
なぜ問題かについて議論する。また財政の持続可能性について基礎的
財政収支（プライマリー・バランス）の概念を紹介しながら考察する。

【予習】テキストの「第12章　財政再建に取り組む」を事前
に読んでおいてください（2時間程度）。
【復習】テキストの「第12章　財政再建に取り組む」を読み
直し、講義で得た知識を確認してください（2時間程度）。

4時間

第14回 税制改革：これからの日本がとるべき税制改革の方向について検討す
る。それにあたって税制改革の基礎理論ともいうべき総合所得税論、消
費ベース課税論、最適課税論を学修する。

【予習】テキストの「第13章　税制改革に取り組む」を事前
に読んでおいてください（2時間程度）。
【復習】テキストの「第13章　税制改革に取り組む」を読み
直し、講義で得た知識を確認してください（2時間程度）。

4時間

第15回 まとめ：これまでの講義をまとめるとともに、今後の日本財政のあり方に
ついてディスカッションを行う。

【予習】テキスト全体を事前に読み直しておいてください（2
時間程度）。
【復習】テキスト全体をあらためて読み直し、講義で得た知
識を確認してください（2時間程度）。

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 民法特論　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

修士1・2大島　一悟

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

－

経済学研究科経済学専攻

テーマ 契約類型などの経済活動と関連の深い民法を中心とする法制度の理解

授業の目的及び概要
本講義では、主要な契約類型や保証等をめぐる複数の判例と学説の比較検討を通して、経済活動で多用される売買契約や消費貸借契約、賃貸借契
約、雇用契約等の契約類型のほか、金融取引に関連する法制度や損害賠償責任などの、経済活動と関連の深い民法を中心とする法制度の内容を正
確に理解し、実務における典型的な紛争事例に対する問題解決能力を修得することを目標とする。
具体的には、各回のテーマに関する複数の判例を題材にして、学説との比較検討や議論を行うことで、紛争事案から法的論点を抽出し、課題解決方法
を提示する能力を養う。

学修の到達目標
１．経済活動と関連の深い民法を中心とする法制度の内容を理解する。
２．民法の主要な契約類型の意義・要件・効果について説明することができる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
中間試験等については、授業中に解説および講評を行います。

アクティブ・ラーニング
の取組み

PBL（課題解決型学習）

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

金融取引や民法に関心のある受講生の履修を期待しています。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

040

300030

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

田中嗣久ほか『民法がわかった[改訂第５版]』（法学書院、2019年）

参考書

授業中に適宜紹介します。

ISBN : 978-4587535094
ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 授業の進め方、予習・復習の方法、成績評価方法、民法特論の学習方
法、参考書の紹介、民法の全体像

予習：テキストの第１部「本論に入る前に」を読んでおくこ
と。
復習：初回授業の復習を行うこと。特に、テキストと配布資
料を使って、民法の全体像の確認を行うこと。

4時間

第2回 「契約」について理解する 予習：テキストの第５部の「１　契約」に関する部分を事前
に読み、レジュメで内容を確認しておいてください。
復習：テキストの第５部の「１　契約」に関する部分と配布
資料を読み直し、講義で得た知識の確認をしてください。

4時間

第3回 契約の成立と効力 予習：テキストの第５部の「２　契約の成立」と「３　契約の
効力」に関する部分を事前に読み、レジュメで内容を確認
しておいてください。
復習：テキストの第５部の「２　契約の成立」と「３　契約の
効力」に関する部分と配布資料を読み直し、講義で得た知
識の確認をしてください。

4時間

第4回 契約の解除 予習：テキストの第５部の「４　契約の解除」に関する部分
を事前に読み、レジュメで内容を確認しておいてください。
復習：テキストの第５部の「４　契約の解除」に関する部分
と配布資料を読み直し、講義で得た知識の確認をしてくだ
さい。

4時間

第5回 債権の効力 予習：テキストの第４部の「３　債権の効力」に関する部分
を事前に読み、レジュメで内容を確認しておいてください。
復習：テキストの第４部の「３　債権の効力」に関する部分
と配布資料を読み直し、講義で得た知識の確認をしてくだ
さい。

4時間
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第6回 債権譲渡・債務引受 予習：テキストの第４部の「５　債権譲渡・債務引受」に関す
る部分を事前に読み、レジュメで内容を確認しておいてく
ださい。
復習：テキストの第５部の「５　債権譲渡・債務引受」に関す
る部分と配布資料を読み直し、講義で得た知識の確認を
してください。

4時間

第7回 売買契約・交換契約 予習：テキストの第５部の「６　売買・交換」に関する部分を
事前に読み、レジュメで内容を確認しておいてください。
復習：テキストの第５部の「６　売買・交換」に関する部分と
配布資料を読み直し、講義で得た知識の確認をしてくださ
い。

4時間

第8回 第７回までの授業で扱った部分に関する総括を行う。中間試験を実施
する。

予習：第７回目までの授業内容の総復習として、これまで
学修したテキストの範囲を再読し、レジュメで内容を確認し
ておいてください。
復習：第７回目までの授業で学修したテキストの範囲を再
読してください。

4時間

第9回 消費貸借・使用貸借・賃貸借 予習：テキストの第５部の「７　消費貸借・使用貸借・賃貸
借」に関する部分を事前に読み、レジュメで内容を確認し
ておいてください。
復習：テキストの第５部の「７　消費貸借・使用貸借・賃貸
借」に関する部分と配布資料を読み直し、講義で得た知識
の確認をしてください。

4時間

第10回 その他の典型契約 予習：テキストの第５部の「８　その他の典型契約」に関す
る部分を事前に読み、レジュメで内容を確認しておいてく
ださい。
復習：テキストの第５部の「８　その他の典型契約」に関す
る部分と配布資料を読み直し、講義で得た知識の確認を
してください。

4時間

第11回 所有権 予習：テキストの第３部の「３　所有権」に関する部分を事
前に読み、レジュメで内容を確認しておいてください。
復習：テキストの第３部の「３　所有権」に関する部分と配
布資料を読み直し、講義で得た知識の確認をしてくださ
い。

4時間

第12回 抵当権 予習：テキストの第３部の「７　抵当権」に関する部分を事
前に読み、レジュメで内容を確認しておいてください。
復習：テキストの第３部の「７　抵当権」に関する部分と配
布資料を読み直し、講義で得た知識の確認をしてくださ
い。

4時間

第13回 保証債務 予習：テキストの第４部の「４　多数当事者の債権関係」の
うち、「78　保証債務とはなんでしょう」に関する部分を事前
に読み、レジュメで内容を確認しておいてください。
復習：テキストの第５部の「４　多数当事者の債権関係」の
うち、「78　保証債務とはなんでしょう」に関する部分と配布
資料を読み直し、講義で得た知識の確認をしてください。

4時間

第14回 不法行為 予習：テキストの第５部の「10　不法行為」に関する部分を
事前に読み、レジュメで内容を確認しておいてください。
復習：テキストの第５部の「10　不法行為」に関する部分と
配布資料を読み直し、講義で得た知識の確認をしてくださ
い。

4時間

第15回 全体の総括とまとめ 予習：これまでの授業で学修した全範囲を、テキストやレ
ジュメを使って復習してください。
復習：これまでの授業で学修した全範囲を、テキストやレ
ジュメを使って復習し、理解できていることを確認してくださ
い。

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 研究指導Ⅰ　 2022年度春学期、2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

修士1髙林　喜久生

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

4単位

演習

－

経済学研究科経済学専攻

テーマ 税･財政のデータ分析

授業の目的及び概要
現在、日本の政府部門は様々な問題を抱えているが、それは税・財政データの動きに反映される。この授業は政府部門の様々な問題に対してどのよう
にアプローチすればよいのかをデータ分析を通じて明らかにし、それを通じて政策的な含意を得ることを目指す。

学修の到達目標
(1) 大学院における調査研究の方法や修士論文の作成方法を修得する。
(2) 受講生の問題意識に基づいたテーマをもとに修士論文の１次原稿を作成する。
(3) 税・財政データを用いた計量経済学的分析の実習を行い、自らの眼と腕で多様な税・財政データを分析する力を修得する。
前期には、すべての受講生に共通の学修内容として、文献に基づく学修に加え、大学院における調査研究の方法や修士論文の執筆方法について修得
させる。また、現代社会が直面する経済的諸問題の中からとくに税・財政に関連する研究テーマを受講生に決定させ、そのテーマに応じて修士論文作
成計画を作成させる。

後期には、すべての受講生に共通の学修内容として、文献に基づく学修に加え、先行研究論文に基づく学修を進め、税･財政に関する最近の研究動
向をレビューさせる。また、受講生の研究テーマに関連する文献や資料の調査を行わせるとともに、修士論文の一次原稿を発表させ、指導教員や他の
受講生とのディスカッションなどを通じ、原稿の完成度を高める。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
適宜、課題レポートを課し、フィードバックする。

アクティブ・ラーニング
の取組み

プレゼンテーション、発表、報告／実習、フィールドワーク、学外見学

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

財政学特論、計量経済学特論Ⅰ、計量経済学特論Ⅱの履修を推奨する。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

50
修士論文の一次原稿。

00

030020

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

とくに使用しない。資料を配付する。

参考書

①持田信樹（2009）『財政学』東京大学出版会
②中井英雄・齊藤愼・堀場勇夫・戸谷裕之（2020）『新しい地方財政論（新版）』有斐閣
③加藤久和（2019）『やさしい計量経済学』オーム社

なし。

①9784130421324
②9784641221567
③9784274224539

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ガイダンス　前期の授業のねらいと進め方など授業の概要を説明す
る。

【予習】この授業のシラバスを事前によく読んでおいてくだ
さい（1時間程度）。
【復習】授業後に、ガイダンスの内容について復習してくだ
さい（1時間程度）。

2時間

第2回 大学院における資料収集や調査研究の方法を説明する。 【予習】大学院における資料収集や調査研究の方法に関
する配布資料を事前によく読んでおいてください（2時間程
度）。
【復習】授業後に、大学院における資料収集や調査研究の
方法に関する配布資料を復習してください（2時間程度）。

4時間

第3回 修士論文の執筆方法を説明する。 【予習】教材に基づく発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて発表
資料を修正してください（2時間程度）。

4時間

第4回 税・財政のデータ分析に関する教材の講読、受講生による発表、ディス
カッション（その1）。

【予習】教材に基づく発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて発表
資料を修正してください（2時間程度）。

4時間
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第5回 税・財政のデータ分析に関する教材の講読、受講生による発表、ディス
カッション（その2）。

【予習】教材に基づく発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて発表
資料を修正してください（2時間程度）。

4時間

第6回 税・財政のデータ分析に関する教材の講読、受講生による発表、ディス
カッション（その3）。

【予習】教材に基づく発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて発表
資料を修正してください（2時間程度）。

4時間

第7回 税・財政のデータ分析に関する研究テーマ・分析方法の決定。 【予習】研究テーマ・分析方法の決定に関する配布資料を
事前によく読んでおいてください（2時間程度）。
【復習】授業後に、研究テーマ・分析方法の決定に関する
配布資料を復習してください（2時間程度）。

4時間

第8回 修士論文作成計画の作成指導。 【予習】修士論文作成計画の作成に関する配布資料を事
前によく読んでおいてください（2時間程度）。
【復習】授業後に、修士論文作成計画の作成に関する配布
資料を復習してください（2時間程度）。

4時間

第9回 修士論文作成計画の発表（その1）。 【予習】修士論文作成計画を事前に準備しておいてくださ
い（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて修士
論文作成計画を修正してください（2時間程度）。

4時間

第10回 修士論文作成計画の発表（その2）。 【予習】修士論文作成計画を事前に準備しておいてくださ
い（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて修士
論文作成計画を修正してください（2時間程度）。

4時間

第11回 修士論文作成計画の発表（その3）。 【予習】修士論文作成計画を事前に準備しておいてくださ
い（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて修士
論文作成計画を修正してください（2時間程度）。

4時間

第12回 税･財政のデータ分析に関する研究テーマに基づくレポートの発表・ディ
スカッション（その1）。

【予習】レポートを事前に作成しておいてください（2時間程
度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいてレ
ポートを修正してください（2時間程度）。

4時間

第13回 税･財政のデータ分析に関する研究テーマに基づくレポートの発表・ディ
スカッション（その2）。

【予習】レポートを事前に作成しておいてください（2時間程
度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいてレ
ポートを修正してください（2時間程度）。

4時間

第14回 税･財政のデータ分析に関する研究テーマに基づくレポートの発表・ディ
スカッション（その3）。

【予習】レポートを事前に作成しておいてください（2時間程
度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいてレ
ポートを修正してください（2時間程度）。

4時間

第15回 前期の授業の総括を行う。 【予習】これまでの授業の配布資料等を事前によく読んで
おいてください（3時間程度）。
【復習】授業後に、これまでの授業の配布資料等を総復習
してください（3時間程度）。

6時間

第16回 後期の授業のねらいと進め方など授業の概要を説明する。 【予習】この授業のシラバスを事前によく読んでおいてくだ
さい（1時間程度）。
【復習】授業後に、ガイダンスの内容について復習してくだ
さい（1時間程度）。

2時間

第17回 税･財政のデータ分析に関する研究テーマに基づくレポートの発表・ディ
スカッションに関する研究テーマに関連する教材の講読、受講生による
発表（その1）。

【予習】教材に基づく発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて発表
資料を修正してください（2時間程度）。

4時間

第18回 税･財政のデータ分析に関する研究テーマに基づくレポートの発表・ディ
スカッションに関する研究テーマに関連する教材の講読、受講生による
発表（その2）。

【予習】教材に基づく発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて発表
資料を修正してください（2時間程度）。

4時間

第19回 税･財政のデータ分析に関する研究テーマに基づくレポートの発表・ディ
スカッションに関する研究テーマに関連する教材の講読、受講生による
発表（その3）。

【予習】教材に基づく発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて発表
資料を修正してください（2時間程度）。

4時間

第20回 税･財政のデータ分析に関する研究テーマに基づくレポートの発表・ディ
スカッションに関する研究テーマに関連する各種文献・資料の検討（そ
の1）。

【予習】研究テーマに関連する各種文献・資料を事前によく
読んでおいてください（2時間程度）。
【復習】授業後に、研究テーマ関連する各種文献・資料を
復習してください（2時間程度）。

4時間

第21回 税･財政のデータ分析に関する研究テーマに基づくレポートの発表・ディ
スカッションに関する研究テーマに関連する各種文献・資料の検討（そ
の2）。

【予習】研究テーマに関連する各種文献・資料を事前によく
読んでおいてください（2時間程度）。
【復習】授業後に、研究テーマ関連する各種文献・資料を
復習してください（2時間程度）。

4時間

第22回 税･財政のデータ分析に関する研究テーマに基づくレポートの発表・ディ
スカッションに関する研究テーマに関連する各種文献・資料の検討（そ
の3）。

【予習】研究テーマに関連する各種文献・資料を事前によく
読んでおいてください（2時間程度）。
【復習】授業後に、研究テーマ関連する各種文献・資料を
復習してください（2時間程度）。

4時間

第23回 税･財政のデータ分析に関する研究テーマに基づくレポートの発表・ディ
スカッションに関する研究テーマに関連する各種文献・資料の検討（そ
の4）。

【予習】研究テーマに関連する各種文献・資料を事前によく
読んでおいてください（2時間程度）。
【復習】授業後に、研究テーマ関連する各種文献・資料を
復習してください（2時間程度）。

4時間

第24回 一次原稿の発表、ディスカッション（その1）。 【予習】一次原稿の発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて一次
原稿を修正してください（2時間程度）。

4時間

第25回 一次原稿の発表、ディスカッション（その2）。 【予習】一次原稿の発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて一次
原稿を修正してください（2時間程度）。

4時間

第26回 一次原稿の発表、ディスカッション（その3）。 【予習】一次原稿の発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて一次
原稿を修正してください（2時間程度）。

4時間

第27回 一次原稿に関する指導教員との質疑応答・追加・修正（その1）。 【予習】一次原稿の発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて一次
原稿を修正してください（2時間程度）。

4時間

第28回 一次原稿に関する指導教員との質疑応答・追加・修正（その2）。 【予習】一次原稿の発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて一次
原稿を修正してください（2時間程度）。

4時間

第29回 一次原稿に関する指導教員との質疑応答・追加・修正（その3）。 【予習】一次原稿の発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて一次
原稿を修正してください（2時間程度）。

4時間

第30回 授業全体の総括を行う。 【予習】これまでの授業回の配布資料等を事前によく読ん
でおいてください（3時間程度）。
【復習】授業後に、これまでの授業回の配布資料等につい
て総復習してください（3時間程度）。

6時間
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授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ガイダンス　前期の授業のねらいと進め方など授業の概要を説明す
る。

【予習】この授業のシラバスを事前によく読んでおいてくだ
さい（1時間程度）。
【復習】授業後に、ガイダンスの内容について復習してくだ
さい（1時間程度）。

2時間

第2回 大学院における資料収集や調査研究の方法を説明する。 【予習】大学院における資料収集や調査研究の方法に関
する配布資料を事前によく読んでおいてください（2時間程
度）。
【復習】授業後に、大学院における資料収集や調査研究の
方法に関する配布資料を復習してください（2時間程度）。

4時間

第3回 修士論文の執筆方法を説明する。 【予習】教材に基づく発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて発表
資料を修正してください（2時間程度）。

4時間

第4回 税・財政のデータ分析に関する教材の講読、受講生による発表、ディス
カッション（その1）。

【予習】教材に基づく発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて発表
資料を修正してください（2時間程度）。

4時間

第5回 税・財政のデータ分析に関する教材の講読、受講生による発表、ディス
カッション（その2）。

【予習】教材に基づく発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて発表
資料を修正してください（2時間程度）。

4時間

第6回 税・財政のデータ分析に関する教材の講読、受講生による発表、ディス
カッション（その3）。

【予習】教材に基づく発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて発表
資料を修正してください（2時間程度）。

4時間

第7回 税・財政のデータ分析に関する研究テーマ・分析方法の決定。 【予習】研究テーマ・分析方法の決定に関する配布資料を
事前によく読んでおいてください（2時間程度）。
【復習】授業後に、研究テーマ・分析方法の決定に関する
配布資料を復習してください（2時間程度）。

4時間

第8回 修士論文作成計画の作成指導。 【予習】修士論文作成計画の作成に関する配布資料を事
前によく読んでおいてください（2時間程度）。
【復習】授業後に、修士論文作成計画の作成に関する配布
資料を復習してください（2時間程度）。

4時間

第9回 修士論文作成計画の発表（その1）。 【予習】修士論文作成計画を事前に準備しておいてくださ
い（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて修士
論文作成計画を修正してください（2時間程度）。

4時間

第10回 修士論文作成計画の発表（その2）。 【予習】修士論文作成計画を事前に準備しておいてくださ
い（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて修士
論文作成計画を修正してください（2時間程度）。

4時間

第11回 修士論文作成計画の発表（その3）。 【予習】修士論文作成計画を事前に準備しておいてくださ
い（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて修士
論文作成計画を修正してください（2時間程度）。

4時間

第12回 税･財政のデータ分析に関する研究テーマに基づくレポートの発表・ディ
スカッション（その1）。

【予習】レポートを事前に作成しておいてください（2時間程
度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいてレ
ポートを修正してください（2時間程度）。

4時間

第13回 税･財政のデータ分析に関する研究テーマに基づくレポートの発表・ディ
スカッション（その2）。

【予習】レポートを事前に作成しておいてください（2時間程
度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいてレ
ポートを修正してください（2時間程度）。

4時間

第14回 税･財政のデータ分析に関する研究テーマに基づくレポートの発表・ディ
スカッション（その3）。

【予習】レポートを事前に作成しておいてください（2時間程
度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいてレ
ポートを修正してください（2時間程度）。

4時間

第15回 前期の授業の総括を行う。 【予習】これまでの授業の配布資料等を事前によく読んで
おいてください（3時間程度）。
【復習】授業後に、これまでの授業の配布資料等を総復習
してください（3時間程度）。

6時間

第16回 後期の授業のねらいと進め方など授業の概要を説明する。 【予習】この授業のシラバスを事前によく読んでおいてくだ
さい（1時間程度）。
【復習】授業後に、ガイダンスの内容について復習してくだ
さい（1時間程度）。

2時間

第17回 税･財政のデータ分析に関する研究テーマに基づくレポートの発表・ディ
スカッションに関する研究テーマに関連する教材の講読、受講生による
発表（その1）。

【予習】教材に基づく発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて発表
資料を修正してください（2時間程度）。

4時間

第18回 税･財政のデータ分析に関する研究テーマに基づくレポートの発表・ディ
スカッションに関する研究テーマに関連する教材の講読、受講生による
発表（その2）。

【予習】教材に基づく発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて発表
資料を修正してください（2時間程度）。

4時間

第19回 税･財政のデータ分析に関する研究テーマに基づくレポートの発表・ディ
スカッションに関する研究テーマに関連する教材の講読、受講生による
発表（その3）。

【予習】教材に基づく発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて発表
資料を修正してください（2時間程度）。

4時間

第20回 税･財政のデータ分析に関する研究テーマに基づくレポートの発表・ディ
スカッションに関する研究テーマに関連する各種文献・資料の検討（そ
の1）。

【予習】研究テーマに関連する各種文献・資料を事前によく
読んでおいてください（2時間程度）。
【復習】授業後に、研究テーマ関連する各種文献・資料を
復習してください（2時間程度）。

4時間

第21回 税･財政のデータ分析に関する研究テーマに基づくレポートの発表・ディ
スカッションに関する研究テーマに関連する各種文献・資料の検討（そ
の2）。

【予習】研究テーマに関連する各種文献・資料を事前によく
読んでおいてください（2時間程度）。
【復習】授業後に、研究テーマ関連する各種文献・資料を
復習してください（2時間程度）。

4時間

第22回 税･財政のデータ分析に関する研究テーマに基づくレポートの発表・ディ
スカッションに関する研究テーマに関連する各種文献・資料の検討（そ
の3）。

【予習】研究テーマに関連する各種文献・資料を事前によく
読んでおいてください（2時間程度）。
【復習】授業後に、研究テーマ関連する各種文献・資料を
復習してください（2時間程度）。

4時間

第23回 税･財政のデータ分析に関する研究テーマに基づくレポートの発表・ディ
スカッションに関する研究テーマに関連する各種文献・資料の検討（そ
の4）。

【予習】研究テーマに関連する各種文献・資料を事前によく
読んでおいてください（2時間程度）。
【復習】授業後に、研究テーマ関連する各種文献・資料を
復習してください（2時間程度）。

4時間

第24回 一次原稿の発表、ディスカッション（その1）。 【予習】一次原稿の発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて一次
原稿を修正してください（2時間程度）。

4時間
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第25回 一次原稿の発表、ディスカッション（その2）。 【予習】一次原稿の発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて一次
原稿を修正してください（2時間程度）。

4時間

第26回 一次原稿の発表、ディスカッション（その3）。 【予習】一次原稿の発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて一次
原稿を修正してください（2時間程度）。

4時間

第27回 一次原稿に関する指導教員との質疑応答・追加・修正（その1）。 【予習】一次原稿の発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて一次
原稿を修正してください（2時間程度）。

4時間

第28回 一次原稿に関する指導教員との質疑応答・追加・修正（その2）。 【予習】一次原稿の発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて一次
原稿を修正してください（2時間程度）。

4時間

第29回 一次原稿に関する指導教員との質疑応答・追加・修正（その3）。 【予習】一次原稿の発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて一次
原稿を修正してください（2時間程度）。

4時間

第30回 授業全体の総括を行う。 【予習】これまでの授業回の配布資料等を事前によく読ん
でおいてください（3時間程度）。
【復習】授業後に、これまでの授業回の配布資料等につい
て総復習してください（3時間程度）。

6時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 研究指導Ⅰ　 2022年度春学期、2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

修士1脇村　孝平

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

4単位

演習

－

経済学研究科経済学専攻

テーマ 研究課題の追究と深化

授業の目的及び概要
修士課程を始める前に、皆さんは自分の研究課題を掲げて、それを追究しようと意気込んでおられることと思います。修士課程の一年目の本授業「研究
指導１」のテーマは、上記のように「研究課題の追究と深化」というものです。具体的には、以下の四つの段階を一つのサイクルとして、それを数度繰り
返すことを考えています。

①研究の方法や手続きについての教員による一般的な解説
②院生による研究報告
③教員によるコメント
④院生によるレスポンス（改善と発展）

学修の到達目標
「研究方法の取得」、「資料の収集と読解」、「データの分析」など、修士論文の執筆を行う上での前提となる準備過程を一通り行うことを目標とする。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
院生の研究報告に対するコメント、および執筆した文章に対するコメントと添削

アクティブ・ラーニング
の取組み

PBL（課題解決型学習）／ディスカッション、ディベート、討議／プレゼンテーション、発表、報告

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

研究指導は、教員と院生の密なるコミュニケーションが重要です。院生の皆さんとの対話の機会を多く持って、相互理解を深めたいと思います。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

0
なし

00

050050

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

なし

参考書

なし

なし

なし

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 オリエンテーション：授業のねらいと進め方などを説明する。院生と教員
がともに自己紹介も行う。

次回の予習として、「研究とは何か」について考えてきても
らう。

1時間

第2回 研究とは何か：研究の意義や目的について、院生と教員が話し合う。 次回の予習として、修士課程における研究課題について、
まとまった説明を準備してもらう。

2時間

第3回 研究課題の説明：院生が自らの研究課題を説明し、教員がそれに対し
てコメントをする。

次回の予習として、研究課題の「問題設定」についての説
明を考えてきてもらう。

2時間

第4回 問題設定とは何か：教員が「問題設定とは何か」について詳しい説明を
した後、院生が各人の研究課題における問題設定を説明する。

次回の予習として、自らの研究課題に対する「研究の方法
は何なのか」を考えてきてもらう。

2時間

第5回 研究の方法について：経済学において、研究を進める場合、幾つかの
タイプの研究方法があるが、院生自らの自分の研究課題に対して、ど
のような研究の方法を採るのが適切なのか、自分の認識を説明する。
それに対して、教員がコメントをする。

次回の予習として、自らの研究課題に対して、どのような
資料・データが存在するのかを考えてきてもらう。

2時間

第6回 資料論：研究で使用する資料やデータなどについて、院生が自らの研
究課題に即して、説明をする。教員は、資料についての概説的な説明
をを行う。

次回の予習として、教材としての論文（Ａ）の前半を読んで
くる。

4時間

第7回 論文を読む（1）：院生の研究課題に関連した先行研究から適切な論文
（Ａ）を選んで、その前半の内容の検討を行う。

次回の予習として、教材としての論文（Ａ）の後半を読んで
くる。

4時間

第8回 論文を読む（２）：院生の研究課題に関連した先行研究から適切な論文
（Ａ）を選んで、その後半の内容の検討を行う。

次回の予習として、教材としての論文（Ｂ）の前半を読んで
くる。

4時間
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第9回 論文を読む（３）：院生の研究課題に関連した先行研究から適切な論文
（Ｂ）を選んで、その前半の内容の検討を行う。

次回の予習として、教材としての論文（Ｂ）の後半を読んで
くる。

4時間

第10回 論文を読む（４）：院生の研究課題に関連した先行研究から適切な論文
（Ｂ）を選んで、その後半の内容の検討を行う。

次回の予習として、自らの研究の進捗状況に関する報告
の準備をする。

4時間

第11回 個人報告（１）：院生が自らの研究の進捗状況を報告し、教員がコメント
およびアドバイスをする。

次回の予習として、自らの研究の進捗状況に関する報告
の準備をする。

4時間

第12回 個人報告（２）：院生が自らの研究の進捗状況を報告し、教員がコメント
およびアドバイスをする。

次回の予習として、自らの研究への教員によるコメント等
に対する回答を考えてくる。

4時間

第13回 個人報告（３）：自らの報告に対する教員のコメント等を踏まえて、院生
による回答を行う。

次回の予習として、自らの研究への教員によるコメント等
に対する回答を考えてくる。

4時間

第14回 個人報告（４）：自らの報告に対する教員のコメント等を踏まえて、院生
による回答を行う。

春学期の終わりにあたって、自らの研究に関する総括を
準備する。

4時間

第15回 春学期の総括的報告：院生が春学期の総括を行う。 夏季休暇中の課題の確認：以下の三点について、秋学期
の早期の段階で報告できるように、夏季休業中に作業を
進めること。
①問題設定の深化
②研究方法の確定
③参考資料の収集

4時間

第16回 秋学期の授業のねらいと進め方などを説明する。 次回の予習として、夏季休暇中の研究活動の報告を準備
する。

4時間

第17回 個人報告（５）：院生が、春学期末に提示した三つの点を含む、夏季休
業中の研究活動について報告する。

次回の予習として、夏季休暇中の研究活動の報告を準備
する。

4時間

第18回 個人報告（６）：院生が、春学期末に提示した三つの点を含む、夏季休
業中の研究活動について報告する。

次回の予習として、教材としての論文（Ｃ）の前半を読んで
くる。

4時間

第19回 論文を読む（５）：院生の研究課題に関連した先行研究から適切な論文
（Ｃ）を選んで、その前半の内容の検討を行う。

次回の予習として、教材としての論文（Ｃ）の後半を読んで
くる。

4時間

第20回 論文を読む（６）：院生の研究課題に関連した先行研究から適切な論文
（Ｄ）を選んで、その後半の内容の検討を行う。

次回の予習として、教材としての論文（Ｄ）の前半を読んで
くる。

4時間

第21回 論文を読む（７）：院生の研究課題に関連した先行研究から適切な論文
（Ｄ）を選んで、その前半の内容の検討を行う。

次回の予習として、教材としての論文（Ｄ）の後半を読んで
くる。

4時間

第22回 論文を読む（８）：院生の研究課題に関連した先行研究から適切な論文
（Ｄ）を選んで、その後半の内容の検討を行う。

次回の予習として、研究論文の執筆に関する参考資料を
読む。

4時間

第23回 研究論文を書くということ（１）：教員が、研究論文の執筆に関する解説
を行う。

次回の予習として、研究論文の執筆に関する参考資料を
読む。

4時間

第24回 研究論文を書くということ（２）：教員が、研究論文の執筆に関する解説
を行う。

次回の予習として、自らの研究の進捗状況に関する報告
の準備をする。

4時間

第25回 個人報告（７）：院生が自らの研究の進捗状況を報告し、教員がコメント
およびアドバイスをする。

次回の予習として、自らの研究の進捗状況に関する報告
の準備をする。

4時間

第26回 個人報告（８）：院生が自らの研究の進捗状況を報告し、教員がコメント
およびアドバイスをする。

次回の予習として、自らの研究への教員によるコメント等
に対する回答を考えてくる。

4時間

第27回 個人報告（９）：自らの報告に対する教員のコメント等を踏まえて、院生
による回答を行う。

次回の予習として、自らの研究への教員によるコメント等
に対する回答を考えてくる。

4時間

第28回 個人報告（10）：自らの報告に対する教員のコメント等を踏まえて、院生
による回答を行う。

次回の予習として、教員が準備したレジュメを読む。 4時間

第29回 教員による一年間の総括 次回の予習として、院生自身による一年間の総括を考え
てくる。

4時間

第30回 院生による一年間の総括 復習として、教員が準備したレジュメを読む。 4時間

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 オリエンテーション：授業のねらいと進め方などを説明する。院生と教員
がともに自己紹介も行う。

次回の予習として、「研究とは何か」について考えてきても
らう。

1時間

第2回 研究とは何か：研究の意義や目的について、院生と教員が話し合う。 次回の予習として、修士課程における研究課題について、
まとまった説明を準備してもらう。

2時間

第3回 研究課題の説明：院生が自らの研究課題を説明し、教員がそれに対し
てコメントをする。

次回の予習として、研究課題の「問題設定」についての説
明を考えてきてもらう。

2時間

第4回 問題設定とは何か：教員が「問題設定とは何か」について詳しい説明を
した後、院生が各人の研究課題における問題設定を説明する。

次回の予習として、自らの研究課題に対する「研究の方法
は何なのか」を考えてきてもらう。

2時間

第5回 研究の方法について：経済学において、研究を進める場合、幾つかの
タイプの研究方法があるが、院生自らの自分の研究課題に対して、ど
のような研究の方法を採るのが適切なのか、自分の認識を説明する。
それに対して、教員がコメントをする。

次回の予習として、自らの研究課題に対して、どのような
資料・データが存在するのかを考えてきてもらう。

2時間

第6回 資料論：研究で使用する資料やデータなどについて、院生が自らの研
究課題に即して、説明をする。教員は、資料についての概説的な説明
をを行う。

次回の予習として、教材としての論文（Ａ）の前半を読んで
くる。

4時間

第7回 論文を読む（1）：院生の研究課題に関連した先行研究から適切な論文
（Ａ）を選んで、その前半の内容の検討を行う。

次回の予習として、教材としての論文（Ａ）の後半を読んで
くる。

4時間

第8回 論文を読む（２）：院生の研究課題に関連した先行研究から適切な論文
（Ａ）を選んで、その後半の内容の検討を行う。

次回の予習として、教材としての論文（Ｂ）の前半を読んで
くる。

4時間

第9回 論文を読む（３）：院生の研究課題に関連した先行研究から適切な論文
（Ｂ）を選んで、その前半の内容の検討を行う。

次回の予習として、教材としての論文（Ｂ）の後半を読んで
くる。

4時間

第10回 論文を読む（４）：院生の研究課題に関連した先行研究から適切な論文
（Ｂ）を選んで、その後半の内容の検討を行う。

次回の予習として、自らの研究の進捗状況に関する報告
の準備をする。

4時間

第11回 個人報告（１）：院生が自らの研究の進捗状況を報告し、教員がコメント
およびアドバイスをする。

次回の予習として、自らの研究の進捗状況に関する報告
の準備をする。

4時間

第12回 個人報告（２）：院生が自らの研究の進捗状況を報告し、教員がコメント
およびアドバイスをする。

次回の予習として、自らの研究への教員によるコメント等
に対する回答を考えてくる。

4時間

第13回 個人報告（３）：自らの報告に対する教員のコメント等を踏まえて、院生
による回答を行う。

次回の予習として、自らの研究への教員によるコメント等
に対する回答を考えてくる。

4時間

第14回 個人報告（４）：自らの報告に対する教員のコメント等を踏まえて、院生
による回答を行う。

春学期の終わりにあたって、自らの研究に関する総括を
準備する。

4時間

第15回 春学期の総括的報告：院生が春学期の総括を行う。 夏季休暇中の課題の確認：以下の三点について、秋学期
の早期の段階で報告できるように、夏季休業中に作業を
進めること。
①問題設定の深化
②研究方法の確定
③参考資料の収集

4時間

第16回 秋学期の授業のねらいと進め方などを説明する。 次回の予習として、夏季休暇中の研究活動の報告を準備
する。

4時間

第17回 個人報告（５）：院生が、春学期末に提示した三つの点を含む、夏季休
業中の研究活動について報告する。

次回の予習として、夏季休暇中の研究活動の報告を準備
する。

4時間
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第18回 個人報告（６）：院生が、春学期末に提示した三つの点を含む、夏季休
業中の研究活動について報告する。

次回の予習として、教材としての論文（Ｃ）の前半を読んで
くる。

4時間

第19回 論文を読む（５）：院生の研究課題に関連した先行研究から適切な論文
（Ｃ）を選んで、その前半の内容の検討を行う。

次回の予習として、教材としての論文（Ｃ）の後半を読んで
くる。

4時間

第20回 論文を読む（６）：院生の研究課題に関連した先行研究から適切な論文
（Ｄ）を選んで、その後半の内容の検討を行う。

次回の予習として、教材としての論文（Ｄ）の前半を読んで
くる。

4時間

第21回 論文を読む（７）：院生の研究課題に関連した先行研究から適切な論文
（Ｄ）を選んで、その前半の内容の検討を行う。

次回の予習として、教材としての論文（Ｄ）の後半を読んで
くる。

4時間

第22回 論文を読む（８）：院生の研究課題に関連した先行研究から適切な論文
（Ｄ）を選んで、その後半の内容の検討を行う。

次回の予習として、研究論文の執筆に関する参考資料を
読む。

4時間

第23回 研究論文を書くということ（１）：教員が、研究論文の執筆に関する解説
を行う。

次回の予習として、研究論文の執筆に関する参考資料を
読む。

4時間

第24回 研究論文を書くということ（２）：教員が、研究論文の執筆に関する解説
を行う。

次回の予習として、自らの研究の進捗状況に関する報告
の準備をする。

4時間

第25回 個人報告（７）：院生が自らの研究の進捗状況を報告し、教員がコメント
およびアドバイスをする。

次回の予習として、自らの研究の進捗状況に関する報告
の準備をする。

4時間

第26回 個人報告（８）：院生が自らの研究の進捗状況を報告し、教員がコメント
およびアドバイスをする。

次回の予習として、自らの研究への教員によるコメント等
に対する回答を考えてくる。

4時間

第27回 個人報告（９）：自らの報告に対する教員のコメント等を踏まえて、院生
による回答を行う。

次回の予習として、自らの研究への教員によるコメント等
に対する回答を考えてくる。

4時間

第28回 個人報告（10）：自らの報告に対する教員のコメント等を踏まえて、院生
による回答を行う。

次回の予習として、教員が準備したレジュメを読む。 4時間

第29回 教員による一年間の総括 次回の予習として、院生自身による一年間の総括を考え
てくる。

4時間

第30回 院生による一年間の総括 復習として、教員が準備したレジュメを読む。 4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 研究指導Ⅰ　 2022年度春学期、2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

修士1山垣　真浩

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

4単位

演習

―

経済学研究科経済学専攻

テーマ 社会政策に関連する修士論文のテーマを探究する

授業の目的及び概要
本演習（研究指導）では、まず労働研究の出発点として、労働力の取引をめぐる制度を詳細に学修する。労働力の取引をめぐっては、雇用主と従業員と
のあいだに指揮命令関係が発生し、また従業員のスキル形成や生活保障という課題があることから、法または労使協定等で、労働基本権、労働時間、
労働安全衛生管理、配転、昇進、解雇、賃金等に関するルールを定めている。近年労使の力関係のバランスが崩れ、ブラック企業が増加して深刻な労
働問題が発生する一方で、政府は企業をより活動しやすくための規制改革を検討している。こういう社会状況において、労働をめぐるルールについて学
修することは重要である。
　前期には、すべての受講生に共通の学修内容として、文献に基づく学修に加え、大学院における調査研究の方法や修士論文の執筆方法について修
得させる。また、現代社会が直面する経済的諸問題の中から特に地域社会における労働経済に関わる諸問題に関連する研究テーマを受講生に決定さ
せ、そのテーマに応じて修士論文作成計画を作成させる。
　後期には、すべての受講生に共通の学修内容として、文献に基づく学修に加え、先行研究論文に基づく学修を進め、地域社会における労働経済に関
わる諸問題に関する最近の研究動向をレビューさせる。また、受講生の研究テーマに関連する文献や資料の調査を行わせるとともに、修士論文の一次
原稿を発表させ、指導教員や他の受講生とのディスカッションなどを通じ、修正させる。

学修の到達目標
春学期の目標は、さまざまな文献を読みつつ、できるだけ早く修士論文のテーマを決定すること。決めたら、それに関連する文献を収集し、解読するこ
と。秋学期もその続きであるが、年明けに修士論文の一次原稿を完成させること。以上が、M1の目標である。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
必修科目

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
授業内でコメントしたり、添削したものを返却したりする。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議／プレゼンテーション、発表、報告

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

同級生はみな職業に就いて働いています。大学院進学もそれと同じなのだと意識して研究に励んでください。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

50
修士論文の一次原稿

00

00050

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

指定しない。

参考書

指定しない。

ー
ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 前期の授業のねらいと進め方など授業の概要を説明する。 先行研究を収集し、解読する。 4時間

第2回 大学院における資料収集や調査研究の方法を説明する。 先行研究を収集し、解読する。 4時間

第3回 修士論文の執筆方法を説明する。 先行研究を収集し、解読する。 4時間

第4回 地域社会における労働経済に関わる諸問題に関する教材の講読、受
講生による発表、ディスカッション

先行研究を収集し、解読する。 4時間

第5回 地域社会における労働経済に関わる諸問題に関する教材の講読、受
講生による発表、ディスカッション

先行研究を収集し、解読する。 4時間

第6回 地域社会における労働経済に関わる諸問題に関する教材の講読、受
講生による発表、ディスカッション

先行研究を収集し、解読する。 4時間

第7回 地域社会における労働経済に関わる諸問題に関する研究テーマ・分析
方法の決定

先行研究を収集し、解読する。 4時間

第8回 修士論文作成計画の作成指導 先行研究を収集し、解読する。 4時間
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第9回 修士論文作成計画の発表 先行研究を収集し、解読する。 4時間

第10回 修士論文作成計画の発表 先行研究を収集し、解読する。 4時間

第11回 修士論文作成計画の発表 先行研究を収集し、解読する。 4時間

第12回 地域社会における労働経済に関わる諸問題に関する研究テーマに基
づくレポートの発表・ディスカッション

先行研究を収集し、解読する。 4時間

第13回 地域社会における労働経済に関わる諸問題に関する研究テーマに基
づくレポートの発表・ディスカッション

先行研究を収集し、解読する。 4時間

第14回 地域社会における労働経済に関わる諸問題に関する研究テーマに基
づくレポートの発表・ディスカッション

先行研究を収集し、解読する。 4時間

第15回 前期の授業の総括を行う。 先行研究を収集し、解読する。 4時間

第16回 後期の授業のねらいと進め方など授業の概要を説明する。 先行研究を収集し、解読する。 4時間

第17回 内容：地域社会における労働経済に関する研究テーマに関連する教材
の講読、受講生による発表

先行研究を収集し、解読する。 4時間

第18回 地域社会における労働経済に関わる諸問題に関する研究テーマに関
連する教材の講読、受講生による発表

先行研究を収集し、解読する。 4時間

第19回 地域社会における労働経済に関わる諸問題に関する研究テーマに関
連する教材の講読、受講生による発表

先行研究を収集し、解読する。 4時間

第20回 地域社会における労働経済に関わる諸問題に関する研究テーマに関
連する各種文献・資料の検討

先行研究を収集、解読し、一次原稿を執筆する。 4時間

第21回 地域社会における労働経済に関わる諸問題に関する研究テーマに関
連する各種文献・資料の検討

先行研究を収集、解読し、一次原稿を執筆する。 4時間

第22回 地域社会における労働経済に関わる諸問題に関する研究テーマに関
連する各種文献・資料の検討

先行研究を収集、解読し、一次原稿を執筆する。 4時間

第23回 地域社会における労働経済に関わる諸問題に関する研究テーマに関
連する各種文献・資料の検討

先行研究を収集、解読し、一次原稿を執筆する。 4時間

第24回 一次原稿の発表、ディスカッション 先行研究を収集、解読し、一次原稿を執筆する。 4時間

第25回 一次原稿の発表、ディスカッション 先行研究を収集、解読し、一次原稿を執筆する。 4時間

第26回 一次原稿の発表、ディスカッション 先行研究を収集、解読し、一次原稿を執筆する。 4時間

第27回 指導教員との質疑応答・追加・修正 先行研究を収集、解読し、一次原稿を執筆する。 4時間

第28回 指導教員との質疑応答・追加・修正 先行研究を収集、解読し、一次原稿を執筆する。 4時間

第29回 指導教員との質疑応答・追加・修正 先行研究を収集、解読し、一次原稿を執筆する。 4時間

第30回 授業全体の総括を行う。 先行研究を収集、解読し、一次原稿を執筆する。 4時間

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 前期の授業のねらいと進め方など授業の概要を説明する。 先行研究を収集し、解読する。 4時間

第2回 大学院における資料収集や調査研究の方法を説明する。 先行研究を収集し、解読する。 4時間

第3回 修士論文の執筆方法を説明する。 先行研究を収集し、解読する。 4時間

第4回 地域社会における労働経済に関わる諸問題に関する教材の講読、受
講生による発表、ディスカッション

先行研究を収集し、解読する。 4時間

第5回 地域社会における労働経済に関わる諸問題に関する教材の講読、受
講生による発表、ディスカッション

先行研究を収集し、解読する。 4時間

第6回 地域社会における労働経済に関わる諸問題に関する教材の講読、受
講生による発表、ディスカッション

先行研究を収集し、解読する。 4時間

第7回 地域社会における労働経済に関わる諸問題に関する研究テーマ・分析
方法の決定

先行研究を収集し、解読する。 4時間

第8回 修士論文作成計画の作成指導 先行研究を収集し、解読する。 4時間

第9回 修士論文作成計画の発表 先行研究を収集し、解読する。 4時間

第10回 修士論文作成計画の発表 先行研究を収集し、解読する。 4時間

第11回 修士論文作成計画の発表 先行研究を収集し、解読する。 4時間

第12回 地域社会における労働経済に関わる諸問題に関する研究テーマに基
づくレポートの発表・ディスカッション

先行研究を収集し、解読する。 4時間

第13回 地域社会における労働経済に関わる諸問題に関する研究テーマに基
づくレポートの発表・ディスカッション

先行研究を収集し、解読する。 4時間

第14回 地域社会における労働経済に関わる諸問題に関する研究テーマに基
づくレポートの発表・ディスカッション

先行研究を収集し、解読する。 4時間

第15回 前期の授業の総括を行う。 先行研究を収集し、解読する。 4時間

第16回 後期の授業のねらいと進め方など授業の概要を説明する。 先行研究を収集し、解読する。 4時間

第17回 内容：地域社会における労働経済に関する研究テーマに関連する教材
の講読、受講生による発表

先行研究を収集し、解読する。 4時間

第18回 地域社会における労働経済に関わる諸問題に関する研究テーマに関
連する教材の講読、受講生による発表

先行研究を収集し、解読する。 4時間

第19回 地域社会における労働経済に関わる諸問題に関する研究テーマに関
連する教材の講読、受講生による発表

先行研究を収集し、解読する。 4時間

第20回 地域社会における労働経済に関わる諸問題に関する研究テーマに関
連する各種文献・資料の検討

先行研究を収集、解読し、一次原稿を執筆する。 4時間

第21回 地域社会における労働経済に関わる諸問題に関する研究テーマに関
連する各種文献・資料の検討

先行研究を収集、解読し、一次原稿を執筆する。 4時間
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第22回 地域社会における労働経済に関わる諸問題に関する研究テーマに関
連する各種文献・資料の検討

先行研究を収集、解読し、一次原稿を執筆する。 4時間

第23回 地域社会における労働経済に関わる諸問題に関する研究テーマに関
連する各種文献・資料の検討

先行研究を収集、解読し、一次原稿を執筆する。 4時間

第24回 一次原稿の発表、ディスカッション 先行研究を収集、解読し、一次原稿を執筆する。 4時間

第25回 一次原稿の発表、ディスカッション 先行研究を収集、解読し、一次原稿を執筆する。 4時間

第26回 一次原稿の発表、ディスカッション 先行研究を収集、解読し、一次原稿を執筆する。 4時間

第27回 指導教員との質疑応答・追加・修正 先行研究を収集、解読し、一次原稿を執筆する。 4時間

第28回 指導教員との質疑応答・追加・修正 先行研究を収集、解読し、一次原稿を執筆する。 4時間

第29回 指導教員との質疑応答・追加・修正 先行研究を収集、解読し、一次原稿を執筆する。 4時間

第30回 授業全体の総括を行う。 先行研究を収集、解読し、一次原稿を執筆する。 4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 研究指導Ⅰ　 2022年度春学期、2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

修士1前鶴　政和

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

4単位

演習

―

経済学研究科経済学専攻

テーマ 国際経済における経済政策の効果

授業の目的及び概要
この授業では、国際経済学や経済政策の知識に基づき、政府の研究開発政策、貿易政策、環境政策等の政策が企業の利潤や経済厚生にどのような
影響を及ぼすかについて学修させる。
　前期には、すべての受講生に共通の学修内容として、文献に基づく学修に加え、大学院における調査研究の方法や修士論文の執筆方法について修
得させる。また、現代社会が直面する経済的諸問題の中から特に国際経済における経済政策に関連する研究テーマを受講生に決定させ、そのテーマ
に応じて修士論文作成計画を作成させる。
　後期には、すべての受講生に共通の学修内容として、文献に基づく学修に加え、先行研究論文に基づく学修を進め、国際経済における経済政策に関
する最近の研究動向をレビューさせる。また、受講生の研究テーマに関連する文献や資料の調査を行わせるとともに、修士論文の一次原稿を発表さ
せ、指導教員や他の受講生とのディスカッションなどを通じ、修正させる。
　この授業を通じて、高度の専門的職業人に求められる、経済的諸問題の解決の方策を提案する能力を修得させる。

学修の到達目標
１．受講生の関心や問題意識に基づき、修士論文の作成計画及び修士論文の一次原稿を作成することができるようになること。
２．現代社会が直面する経済的諸問題の中から国際経済における経済政策に関する調査・分析ができるようになること。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
必修科目

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
修士論文の作成計画や一次原稿については、添削して返却する。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議／プレゼンテーション、発表、報告

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

環境経済特論、経済政策特論の履修を推奨する。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

50
修士論文の一次原稿

00

030020

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

テキスト指定は行わない。必要な資料を適宜配付する。

参考書

環境経済学の政策デザイン:資源循環・低炭素・自然共生，細田衛士・大沼 あゆみ，慶應義塾大学出版会，
2019年

修士論文のテーマに応じて、上記の参考書の必要な個所について学修すること。

なし

9784766426007

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 前期の授業のねらいと進め方など授業の概要を説明する。 【予習】この授業のシラバスを事前によく読んでおいてくだ
さい（1時間程度）。
【復習】授業後に、ガイダンスの内容について復習してくだ
さい（1時間程度）。

2時間

第2回 大学院における資料収集や調査研究の方法を説明する。 【予習】大学院における資料収集や調査研究の方法に関
する配布資料を事前によく読んでおいてください（2時間程
度）。
【復習】授業後に、大学院における資料収集や調査研究の
方法に関する配布資料を復習してください（2時間程度）。

4時間

第3回 修士論文の執筆方法を説明する。 【予習】修士論文の執筆方法に関する配布資料を事前に
よく読んでおいてください（2時間程度）。
【復習】授業後に、修士論文の執筆方法に関する配布資料
を復習してください（2時間程度）。

4時間

第4回 国際経済における経済政策に関する教材の講読、受講生による発表、
ディスカッション

【予習】教材に基づく発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて発表
資料を修正してください（2時間程度）。

4時間
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第5回 国際経済における経済政策に関する教材の講読、受講生による発表、
ディスカッション

【予習】教材に基づく発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて発表
資料を修正してください（2時間程度）。

4時間

第6回 国際経済における経済政策に関する教材の講読、受講生による発表、
ディスカッション

【予習】教材に基づく発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて発表
資料を修正してください（2時間程度）。

4時間

第7回 国際経済における経済政策に関する研究テーマ・分析方法の決定 【予習】研究テーマ・分析方法の決定に関する配布資料を
事前によく読んでおいてください（2時間程度）。
【復習】授業後に、研究テーマ・分析方法の決定に関する
配布資料を復習してください（2時間程度）。

4時間

第8回 修士論文作成計画の作成指導 【予習】修士論文作成計画の作成に関する配布資料を事
前によく読んでおいてください（2時間程度）。
【復習】授業後に、修士論文作成計画の作成に関する配布
資料を復習してください（2時間程度）。

4時間

第9回 修士論文作成計画の発表 【予習】修士論文作成計画を事前に準備しておいてくださ
い（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて修士
論文作成計画を修正してください（2時間程度）。

4時間

第10回 修士論文作成計画の発表 【予習】修士論文作成計画を事前に準備しておいてくださ
い（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて修士
論文作成計画を修正してください（2時間程度）。

4時間

第11回 修士論文作成計画の発表 【予習】修士論文作成計画を事前に準備しておいてくださ
い（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて修士
論文作成計画を修正してください（2時間程度）。

4時間

第12回 国際経済における経済政策に関する研究テーマに基づくレポートの発
表・ディスカッション

【予習】レポートを事前に作成しておいてください（2時間程
度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいてレ
ポートを修正してください（2時間程度）。

4時間

第13回 国際経済における経済政策に関する研究テーマに基づくレポートの発
表・ディスカッション

【予習】レポートを事前に作成しておいてください（2時間程
度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいてレ
ポートを修正してください（2時間程度）。

4時間

第14回 国際経済における経済政策に関する研究テーマに基づくレポートの発
表・ディスカッション

【予習】レポートを事前に作成しておいてください（2時間程
度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいてレ
ポートを修正してください（2時間程度）。

4時間

第15回 前期の授業の総括を行う。 【予習】これまでの授業の配布資料等を事前によく読んで
おいてください（3時間程度）。
【復習】授業後に、これまでの授業の配布資料等を総復習
してください（3時間程度）。

6時間

第16回 後期の授業のねらいと進め方など授業の概要を説明する。 【予習】この授業のシラバスを事前によく読んでおいてくだ
さい（1時間程度）。
【復習】授業後に、ガイダンスの内容について復習してくだ
さい（1時間程度）。

2時間

第17回 国際経済における経済政策に関する研究テーマに関連する教材の講
読、受講生による発表

【予習】教材に基づく発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて発表
資料を修正してください（2時間程度）。

4時間

第18回 国際経済における経済政策に関する研究テーマに関連する教材の講
読、受講生による発表

【予習】教材に基づく発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて発表
資料を修正してください（2時間程度）。

4時間

第19回 国際経済における経済政策に関する研究テーマに関連する教材の講
読、受講生による発表

【予習】教材に基づく発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて発表
資料を修正してください（2時間程度）。

4時間

第20回 国際経済における経済政策に関する研究テーマに関連する各種文献・
資料の検討

【予習】研究テーマに関連する各種文献・資料を事前によく
読んでおいてください（2時間程度）。
【復習】授業後に、研究テーマ関連する各種文献・資料を
復習してください（2時間程度）。

4時間

第21回 国際経済における経済政策に関する研究テーマに関連する各種文献・
資料の検討

【予習】研究テーマに関連する各種文献・資料を事前によく
読んでおいてください（2時間程度）。
【復習】授業後に、研究テーマ関連する各種文献・資料を
復習してください（2時間程度）。

4時間

第22回 国際経済における経済政策に関する研究テーマに関連する各種文献・
資料の検討

【予習】研究テーマに関連する各種文献・資料を事前によく
読んでおいてください（2時間程度）。
【復習】授業後に、研究テーマ関連する各種文献・資料を
復習してください（2時間程度）。

4時間

第23回 国際経済における経済政策に関する研究テーマに関連する各種文献・
資料の検討

【予習】研究テーマに関連する各種文献・資料を事前によく
読んでおいてください（2時間程度）。
【復習】授業後に、研究テーマ関連する各種文献・資料を
復習してください（2時間程度）。

4時間

第24回 一次原稿の発表、ディスカッション 【予習】一次原稿の発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて一次
原稿を修正してください（2時間程度）。

4時間

第25回 一次原稿の発表、ディスカッション 【予習】一次原稿の発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて一次
原稿を修正してください（2時間程度）。

4時間

第26回 一次原稿の発表、ディスカッション 【予習】一次原稿の発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて一次
原稿を修正してください（2時間程度）。

4時間

第27回 一次原稿に関する指導教員との質疑応答・追加・修正 【予習】一次原稿の発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて一次
原稿を修正してください（2時間程度）。

4時間

第28回 一次原稿に関する指導教員との質疑応答・追加・修正 【予習】一次原稿の発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて一次
原稿を修正してください（2時間程度）。

4時間

第29回 一次原稿に関する指導教員との質疑応答・追加・修正 【予習】一次原稿の発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて一次
原稿を修正してください（2時間程度）。

4時間

第30回 授業全体の総括を行う。 【予習】これまでの授業回の配布資料等を事前によく読ん
でおいてください（3時間程度）。
【復習】授業後に、これまでの授業回の配布資料等につい
て総復習してください（3時間程度）。

6時間
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授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 前期の授業のねらいと進め方など授業の概要を説明する。 【予習】この授業のシラバスを事前によく読んでおいてくだ
さい（1時間程度）。
【復習】授業後に、ガイダンスの内容について復習してくだ
さい（1時間程度）。

2時間

第2回 大学院における資料収集や調査研究の方法を説明する。 【予習】大学院における資料収集や調査研究の方法に関
する配布資料を事前によく読んでおいてください（2時間程
度）。
【復習】授業後に、大学院における資料収集や調査研究の
方法に関する配布資料を復習してください（2時間程度）。

4時間

第3回 修士論文の執筆方法を説明する。 【予習】修士論文の執筆方法に関する配布資料を事前に
よく読んでおいてください（2時間程度）。
【復習】授業後に、修士論文の執筆方法に関する配布資料
を復習してください（2時間程度）。

4時間

第4回 国際経済における経済政策に関する教材の講読、受講生による発表、
ディスカッション

【予習】教材に基づく発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて発表
資料を修正してください（2時間程度）。

4時間

第5回 国際経済における経済政策に関する教材の講読、受講生による発表、
ディスカッション

【予習】教材に基づく発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて発表
資料を修正してください（2時間程度）。

4時間

第6回 国際経済における経済政策に関する教材の講読、受講生による発表、
ディスカッション

【予習】教材に基づく発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて発表
資料を修正してください（2時間程度）。

4時間

第7回 国際経済における経済政策に関する研究テーマ・分析方法の決定 【予習】研究テーマ・分析方法の決定に関する配布資料を
事前によく読んでおいてください（2時間程度）。
【復習】授業後に、研究テーマ・分析方法の決定に関する
配布資料を復習してください（2時間程度）。

4時間

第8回 修士論文作成計画の作成指導 【予習】修士論文作成計画の作成に関する配布資料を事
前によく読んでおいてください（2時間程度）。
【復習】授業後に、修士論文作成計画の作成に関する配布
資料を復習してください（2時間程度）。

4時間

第9回 修士論文作成計画の発表 【予習】修士論文作成計画を事前に準備しておいてくださ
い（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて修士
論文作成計画を修正してください（2時間程度）。

4時間

第10回 修士論文作成計画の発表 【予習】修士論文作成計画を事前に準備しておいてくださ
い（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて修士
論文作成計画を修正してください（2時間程度）。

4時間

第11回 修士論文作成計画の発表 【予習】修士論文作成計画を事前に準備しておいてくださ
い（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて修士
論文作成計画を修正してください（2時間程度）。

4時間

第12回 国際経済における経済政策に関する研究テーマに基づくレポートの発
表・ディスカッション

【予習】レポートを事前に作成しておいてください（2時間程
度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいてレ
ポートを修正してください（2時間程度）。

4時間

第13回 国際経済における経済政策に関する研究テーマに基づくレポートの発
表・ディスカッション

【予習】レポートを事前に作成しておいてください（2時間程
度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいてレ
ポートを修正してください（2時間程度）。

4時間

第14回 国際経済における経済政策に関する研究テーマに基づくレポートの発
表・ディスカッション

【予習】レポートを事前に作成しておいてください（2時間程
度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいてレ
ポートを修正してください（2時間程度）。

4時間

第15回 前期の授業の総括を行う。 【予習】これまでの授業の配布資料等を事前によく読んで
おいてください（3時間程度）。
【復習】授業後に、これまでの授業の配布資料等を総復習
してください（3時間程度）。

6時間

第16回 後期の授業のねらいと進め方など授業の概要を説明する。 【予習】この授業のシラバスを事前によく読んでおいてくだ
さい（1時間程度）。
【復習】授業後に、ガイダンスの内容について復習してくだ
さい（1時間程度）。

2時間

第17回 国際経済における経済政策に関する研究テーマに関連する教材の講
読、受講生による発表

【予習】教材に基づく発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて発表
資料を修正してください（2時間程度）。

4時間

第18回 国際経済における経済政策に関する研究テーマに関連する教材の講
読、受講生による発表

【予習】教材に基づく発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて発表
資料を修正してください（2時間程度）。

4時間

第19回 国際経済における経済政策に関する研究テーマに関連する教材の講
読、受講生による発表

【予習】教材に基づく発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて発表
資料を修正してください（2時間程度）。

4時間

第20回 国際経済における経済政策に関する研究テーマに関連する各種文献・
資料の検討

【予習】研究テーマに関連する各種文献・資料を事前によく
読んでおいてください（2時間程度）。
【復習】授業後に、研究テーマ関連する各種文献・資料を
復習してください（2時間程度）。

4時間

第21回 国際経済における経済政策に関する研究テーマに関連する各種文献・
資料の検討

【予習】研究テーマに関連する各種文献・資料を事前によく
読んでおいてください（2時間程度）。
【復習】授業後に、研究テーマ関連する各種文献・資料を
復習してください（2時間程度）。

4時間

第22回 国際経済における経済政策に関する研究テーマに関連する各種文献・
資料の検討

【予習】研究テーマに関連する各種文献・資料を事前によく
読んでおいてください（2時間程度）。
【復習】授業後に、研究テーマ関連する各種文献・資料を
復習してください（2時間程度）。

4時間

第23回 国際経済における経済政策に関する研究テーマに関連する各種文献・
資料の検討

【予習】研究テーマに関連する各種文献・資料を事前によく
読んでおいてください（2時間程度）。
【復習】授業後に、研究テーマ関連する各種文献・資料を
復習してください（2時間程度）。

4時間

第24回 一次原稿の発表、ディスカッション 【予習】一次原稿の発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて一次
原稿を修正してください（2時間程度）。

4時間
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第25回 一次原稿の発表、ディスカッション 【予習】一次原稿の発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて一次
原稿を修正してください（2時間程度）。

4時間

第26回 一次原稿の発表、ディスカッション 【予習】一次原稿の発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて一次
原稿を修正してください（2時間程度）。

4時間

第27回 一次原稿に関する指導教員との質疑応答・追加・修正 【予習】一次原稿の発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて一次
原稿を修正してください（2時間程度）。

4時間

第28回 一次原稿に関する指導教員との質疑応答・追加・修正 【予習】一次原稿の発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて一次
原稿を修正してください（2時間程度）。

4時間

第29回 一次原稿に関する指導教員との質疑応答・追加・修正 【予習】一次原稿の発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて一次
原稿を修正してください（2時間程度）。

4時間

第30回 授業全体の総括を行う。 【予習】これまでの授業回の配布資料等を事前によく読ん
でおいてください（3時間程度）。
【復習】授業後に、これまでの授業回の配布資料等につい
て総復習してください（3時間程度）。

6時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 研究指導Ⅱ　 2022年度春学期、2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

修士2山垣　真浩

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

4単位

演習

―

経済学研究科経済学専攻

テーマ 優れた修士論文を完成させる

授業の目的及び概要
本演習（研究指導）では、1年次に引き続き、労働経済や社会政策の知識に基づき、受講生の修士論文作成計画に沿って修士論文の完成に向けた指
導を行う。労働分野の規制改革が政策上の論点になっている現状をふまえ、労働力の取引をめぐる制度についての関心を払わせるよう学修させる。
前期には、修士論文の中間原稿に基づき、公開で行われる中間発表会において発表させ、他の教員や他の演習（研究指導）の学生も交えたディスカッ
ションなどを通じ、修正させる。
後期には、前期までの研究内容や前期に実施した中間発表会における指導等を踏まえ、特に、現代社会が直面する地域社会における労働経済に関わ
る諸問題に対する解決の方策を提案できているかという点を重視して修正させる。修正した原稿を本演習（研究指導）において再度発表させ、修士論文
の完成を視野に入れた指導を行う。

学修の到達目標
いい修士論文を完成させるのが目標だが、そのためにはテーマに関連する多くの先行研究を収集・解読し、論文の論理展開が読み手がみて自然なも
のとなるよう、考え抜かなければならない。論文の設計図を作成し、その修正を重ねていくとよいだろう。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
必修科目
先修条件：研究指導Ⅰ

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
課題に対しては授業内でフィードバックを実施する。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議／プレゼンテーション、発表、報告

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

同級生はみな職業に就いて働いています。大学院進学もそれと同じなのだと意識して研究に励んでください。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

50
修士論文の出来栄え

00

00050

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

使用しない。

参考書

使用しない。

ー
ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 前期の授業のねらいと進め方など授業の概要を説明する。 先行研究を収集、解読し、中間原稿を執筆する（４時間以
上）。

4時間

第2回 地域社会における労働経済に関わる諸問題に関する研究テーマに関
連する文献や資料の調査を行い、報告する。

先行研究を収集、解読し、中間原稿を執筆する（４時間以
上）。

4時間

第3回 地域社会における労働経済に関わる諸問題に関する研究テーマに関
連する文献や資料の調査を行い、報告する。

先行研究を収集、解読し、中間原稿を執筆する（４時間以
上）。

4時間

第4回 地域社会における労働経済に関わる諸問題に関する研究テーマに関
連する文献や資料の調査を行い、報告する。

先行研究を収集、解読し、中間原稿を執筆する（４時間以
上）。

4時間

第5回 地域社会における労働経済に関わる諸問題に関する研究テーマに関
連する文献や資料の調査を行い、報告する。

先行研究を収集、解読し、中間原稿を執筆する（４時間以
上）。

4時間

第6回 中間原稿の発表、ディスカッション 先行研究を収集、解読し、中間原稿を執筆する（４時間以
上）。

4時間

第7回 中間原稿の発表、ディスカッション 先行研究を収集、解読し、中間原稿を執筆する（４時間以
上）。

4時間

第8回 中間原稿の発表、ディスカッション 先行研究を収集し、解読する（４時間以上）。 4時間

第9回 指導教員との質疑応答・追加・修正 先行研究を収集し、解読する（４時間以上）。 4時間
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第10回 指導教員との質疑応答・追加・修正 先行研究を収集し、解読する（４時間以上）。 4時間

第11回 指導教員との質疑応答・追加・修正 先行研究を収集し、解読する（４時間以上）。 4時間

第12回 中間原稿（修正版）の発表、ディスカッション 先行研究を収集し、解読する（４時間以上）。 4時間

第13回 中間原稿（修正版）の発表、ディスカッション 先行研究を収集し、解読する（４時間以上）。 4時間

第14回 中間原稿（修正版）の発表、ディスカッション 先行研究を収集し、解読する（４時間以上）。 4時間

第15回 前期の授業の総括を行う。 先行研究を収集し、解読する（４時間以上）。 4時間

第16回 後期の授業のねらいと進め方など授業の概要を説明する。 先行研究を収集、解読し、論文を執筆する（４時間以上）。 4時間

第17回 地域社会における労働経済に関わる諸問題に関する関連文献や資料
の調査を行い、報告する。

先行研究を収集、解読し、論文を執筆する（４時間以上）。 4時間

第18回 地域社会における労働経済に関わる諸問題に関する関連文献や資料
の調査を行い、報告する。

先行研究を収集、解読し、論文を執筆する（４時間以上）。 4時間

第19回 地域社会における労働経済に関わる諸問題に関する関連文献や資料
の調査を行い、報告する。

先行研究を収集、解読し、論文を執筆する（４時間以上）。 4時間

第20回 最終原稿の発表、ディスカッション 先行研究を収集、解読し、論文を執筆する（４時間以上）。 4時間

第21回 最終原稿の発表、ディスカッション 先行研究を収集、解読し、論文を執筆する（４時間以上）。 4時間

第22回 最終原稿の発表、ディスカッション 先行研究を収集、解読し、論文を執筆する（４時間以上）。 4時間

第23回 最終原稿の発表、ディスカッション 先行研究を収集、解読し、論文を執筆する（４時間以上）。 4時間

第24回 指導教員との質疑応答・追加・修正 先行研究を収集、解読し、論文を執筆する（４時間以上）。 4時間

第25回 指導教員との質疑応答・追加・修正 先行研究を収集、解読し、論文を執筆する（４時間以上）。 4時間

第26回 指導教員との質疑応答・追加・修正 先行研究を収集、解読し、論文を執筆する（４時間以上）。 4時間

第27回 最終原稿（修正版）の発表、ディスカッション 先行研究を収集、解読し、論文を執筆する（４時間以上）。 4時間

第28回 最終原稿（修正版）の発表、ディスカッション 先行研究を収集、解読し、論文を執筆する（４時間以上）。 4時間

第29回 最終原稿（修正版）の発表、ディスカッション 先行研究を収集、解読し、論文を執筆する（４時間以上）。 4時間

第30回 授業全体の総括を行う。 先行研究を収集、解読し、論文を執筆する（４時間以上）。 4時間

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 前期の授業のねらいと進め方など授業の概要を説明する。 先行研究を収集、解読し、中間原稿を執筆する（４時間以
上）。

4時間

第2回 地域社会における労働経済に関わる諸問題に関する研究テーマに関
連する文献や資料の調査を行い、報告する。

先行研究を収集、解読し、中間原稿を執筆する（４時間以
上）。

4時間

第3回 地域社会における労働経済に関わる諸問題に関する研究テーマに関
連する文献や資料の調査を行い、報告する。

先行研究を収集、解読し、中間原稿を執筆する（４時間以
上）。

4時間

第4回 地域社会における労働経済に関わる諸問題に関する研究テーマに関
連する文献や資料の調査を行い、報告する。

先行研究を収集、解読し、中間原稿を執筆する（４時間以
上）。

4時間

第5回 地域社会における労働経済に関わる諸問題に関する研究テーマに関
連する文献や資料の調査を行い、報告する。

先行研究を収集、解読し、中間原稿を執筆する（４時間以
上）。

4時間

第6回 中間原稿の発表、ディスカッション 先行研究を収集、解読し、中間原稿を執筆する（４時間以
上）。

4時間

第7回 中間原稿の発表、ディスカッション 先行研究を収集、解読し、中間原稿を執筆する（４時間以
上）。

4時間

第8回 中間原稿の発表、ディスカッション 先行研究を収集し、解読する（４時間以上）。 4時間

第9回 指導教員との質疑応答・追加・修正 先行研究を収集し、解読する（４時間以上）。 4時間

第10回 指導教員との質疑応答・追加・修正 先行研究を収集し、解読する（４時間以上）。 4時間

第11回 指導教員との質疑応答・追加・修正 先行研究を収集し、解読する（４時間以上）。 4時間

第12回 中間原稿（修正版）の発表、ディスカッション 先行研究を収集し、解読する（４時間以上）。 4時間

第13回 中間原稿（修正版）の発表、ディスカッション 先行研究を収集し、解読する（４時間以上）。 4時間

第14回 中間原稿（修正版）の発表、ディスカッション 先行研究を収集し、解読する（４時間以上）。 4時間

第15回 前期の授業の総括を行う。 先行研究を収集し、解読する（４時間以上）。 4時間

第16回 後期の授業のねらいと進め方など授業の概要を説明する。 先行研究を収集、解読し、論文を執筆する（４時間以上）。 4時間

第17回 地域社会における労働経済に関わる諸問題に関する関連文献や資料
の調査を行い、報告する。

先行研究を収集、解読し、論文を執筆する（４時間以上）。 4時間

第18回 地域社会における労働経済に関わる諸問題に関する関連文献や資料
の調査を行い、報告する。

先行研究を収集、解読し、論文を執筆する（４時間以上）。 4時間

第19回 地域社会における労働経済に関わる諸問題に関する関連文献や資料
の調査を行い、報告する。

先行研究を収集、解読し、論文を執筆する（４時間以上）。 4時間

第20回 最終原稿の発表、ディスカッション 先行研究を収集、解読し、論文を執筆する（４時間以上）。 4時間

第21回 最終原稿の発表、ディスカッション 先行研究を収集、解読し、論文を執筆する（４時間以上）。 4時間

第22回 最終原稿の発表、ディスカッション 先行研究を収集、解読し、論文を執筆する（４時間以上）。 4時間
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第23回 最終原稿の発表、ディスカッション 先行研究を収集、解読し、論文を執筆する（４時間以上）。 4時間

第24回 指導教員との質疑応答・追加・修正 先行研究を収集、解読し、論文を執筆する（４時間以上）。 4時間

第25回 指導教員との質疑応答・追加・修正 先行研究を収集、解読し、論文を執筆する（４時間以上）。 4時間

第26回 指導教員との質疑応答・追加・修正 先行研究を収集、解読し、論文を執筆する（４時間以上）。 4時間

第27回 最終原稿（修正版）の発表、ディスカッション 先行研究を収集、解読し、論文を執筆する（４時間以上）。 4時間

第28回 最終原稿（修正版）の発表、ディスカッション 先行研究を収集、解読し、論文を執筆する（４時間以上）。 4時間

第29回 最終原稿（修正版）の発表、ディスカッション 先行研究を収集、解読し、論文を執筆する（４時間以上）。 4時間

第30回 授業全体の総括を行う。 先行研究を収集、解読し、論文を執筆する（４時間以上）。 4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 研究指導Ⅱ　 2022年度春学期、2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

修士2福井　清一

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

4単位

演習

－

経済学研究科経済学専攻

テーマ 修士論文のグレードアップに向けて

授業の目的及び概要
研究指導では、文献レビュー、課題選択、データ収集、分析手法などを学び、修士論文を執筆する能力を身に付けることを目標とする。
課題選択、文献レビュー、データ収集については、研究指導Ⅰで、おおよそ終了しているので、この授業では、分析手法のグレードアップ、論文の執筆
方法を習得することに重点を置いた指導を行う。

学修の到達目標
様々な経済的問題からの研究課題選択、その課題の要因分析、課題に対する政策立案、政策効果の検証、という一連の作業を通じて、経済的問題に
ついて自ら分析し考える能力を習得することが、最終的な目標である。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
試験やレポートの提出は行わない。授業での報告、実習、それへの質疑応答を通じて、学生の知識・能力を改善し評価する。前半は、計量経済学のテ
キストの輪読と質疑応答、および、PCを使った実習により、数量分析の方法についての知識を向上させる。後半は、学生に修士論文で設定した仮説の
精緻化、仮説の実証分析の精緻化を図らせ、その成果を演習で報告・質疑応答を行わせることによって、改善点や評価を伝え、修士論文の質向上を図
る。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議／プレゼンテーション、発表、報告／ＰＣを用いた実技

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

向上心をもって授業に臨んでください

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

50
修士論文の内容

00

00050

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

田中隆一.2015.『計量経済学の第一歩』有斐閣ストゥディア

参考書

筒井淳也、平井裕久他.2011.『Stataで計量経済学入門　第2版』ミネルブァ書房

ISBN978-4-641-15028-7

ISBN978-4-623-06077-1

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 実証分析の方法（１）　確率・確率変数・確率分布など、確率に関する基
本概念について学ぶ。

教科書、第３章を読んでおくこと。 4時間

第2回 実証分析の方法（２）　抽出された標本から母集団の特性を推論する方
法について学ぶ。

教科書、第４章（１）（２）を読んでおくこと。 4時間

第3回 実証分析の方法（３）　母集団の特性についての仮説を検定する方法に
ついて説明する。

教科書、第４章（３）（４）を読んでおくこと。 4時間

第4回 実証分析の方法（４）　最小二乗法を用いて２変数間の関係を一次式で
推計する方法について学ぶ。

教科書、第５章を読んでおくこと。 4時間

第5回 実証分析の方法（５）　重回帰分析の方法（最小二乗法を用いて多変数
間の関係を一次式で推計する方法）を学ぶ。

教科書、第６章（１）を読んでおくこと。 4時間

第6回 実証分析の方法（６）　重回帰分析におけるいくつかの問題（欠落変数
バイアス、分散不均一性、系列相関）と克服する方法について学習す
る。

教科書３、第６章（２）～（５）を読んでおくこと。 4時間

第7回 実習　Stataを使った計量分析（1）　データ管理の方法 参考文献　第1章、第2章を読んでおく 4時間

第8回 実習　Stataを使った計量分析（2）　記述統計表の作成 参考文献　第3章を読んでおく 4時間

第9回 実習　Stataを使った計量分析（3）　OLS回帰分析 参考文献　第4章4.1~4.4を読んでおく 4時間

第10回 実習　Stataを使った計量分析（4）　OLS回帰分析 参考文献　第4章4.5~4.9を読んでおく 4時間
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第11回 Stataを使った中級計量経済学（1）　プロビット、ロジット分析 事前に配布した資料を読んでおく 4時間

第12回 Stataを使った中級計量経済学（2）　トービット分析 事前に配布した資料を読んでおく 4時間

第13回 Stataを使った中級計量経済学（3）　操作変数法 事前に配布した資料を読んでおく 4時間

第14回 Stataを使った中級計量経済学（4）　パネル・データ分析 事前に配布した資料を読んでおく 4時間

第15回 Stataを使った中級計量経済学（5）　傾向スコア・マッチング（PSM） 事前に配布した資料を読んでおく 4時間

第16回 修士論文中間発表会に向けての準備作業（1）　主要な統計データ（①
タオバオ村数と決定因　②中国・欧米の製薬企業による財務データ）の
整理と図表化

①江蘇省、浙江省における市別タオバオ村数とそれを決
定する要因に関する記述統計表を作成する、②中国・欧
米の製薬企業による収益性、研究開発投資に関するデー
タの記述統計表を作成する

4時間

第17回 修士論文中間発表会に向けての準備作業（2）　検証する理論的仮説を
整理し、それを検証するための実証モデルを考える

①江蘇省、浙江省における市別タオバオ村数を決定因に
関する仮説を検討する、②中国・欧米の製薬企業による収
益性と研究開発投資との関係についての理論的仮説を検
討する

4時間

第18回 修士論文中間発表会に向けての準備作業（3）　主要な分析結果（①タ
オバオ村数決定因の分析結果　②中国・欧米の製薬企業による研究開
発投資効率の推計結果）の報告

①タオバオ村数決定因の分析を行い、その結果を報告す
る、②中国・欧米の製薬企業による研究開発投資効率を
推計し、結果を報告する

4時間

第19回 修士論文中間発表会での報告資料（①課題とその背景、②予備的考
察、③課題についての分析結果、④結論と含意）を作成し検討する

修士論文中間発表会での報告資料を作成する 4時間

第20回 修士論文中間発表会での報告の予行演習を行う（①課題とその背景、
②予備的考察、③課題についての分析結果、④結論と含意）

修士論文中間発表会報告用PPTを作成する 4時間

第21回 修士論文の作成作業（1）　予備的考察の草稿を検討する 予備的考察の章の草稿を作成する 4時間

第22回 修士論文の作成作業（2）　実証仮説、および、実証モデルの説明の箇
所の草稿を検討する

実証仮説、および、実証モデルの説明箇所の草稿を作成
する

4時間

第23回 修士論文の作成作業（3）　実証分析の結果を説明する章の草稿を検討
する

実証分析の結果について説明する章の草稿を作成する 4時間

第24回 修士論文の作成作業（4）　実証分析の結果から得られる結論部分の草
稿を検討する

実証分析の結果から得られる結論部分の草稿を作成する 4時間

第25回 修士論文の作成作業（5）　序論（課題とその背景、分析方法、データ、
論文の章別構成について説明）の草稿を作成し、検討する

序論（課題とその背景、分析方法、データ、論文の章別構
成について説明）の草稿を作成する

4時間

第26回 論文全体を通して内容を簡潔にまとめ報告し、各章間の整合性につい
て検討する（1）

論文全体を通して内容を簡潔にまとめ報告するための資
料を作成する

4時間

第27回 修士論文修正版の内容を簡潔にまとめ報告し、検討する（2） 論文修正版の内容を簡潔にまとめ報告するための資料を
作成する

4時間

第28回 修士論文再修正版の内容を簡潔にまとめ報告し、検討する（3） 論文再修正版の内容を簡潔にまとめ報告するための資料
を作成する

4時間

第29回 修士論文発表会で報告するためのPPTの検討（1） 修士論文発表会で報告するためのＰＰＴを作成する 4時間

第30回 修士論文発表会で報告するためのPPTの検討（2） 修士論文発表会で報告するためのＰＰＴ最終版を作成す
る

4時間

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 実証分析の方法（１）　確率・確率変数・確率分布など、確率に関する基
本概念について学ぶ。

教科書、第３章を読んでおくこと。 4時間

第2回 実証分析の方法（２）　抽出された標本から母集団の特性を推論する方
法について学ぶ。

教科書、第４章（１）（２）を読んでおくこと。 4時間

第3回 実証分析の方法（３）　母集団の特性についての仮説を検定する方法に
ついて説明する。

教科書、第４章（３）（４）を読んでおくこと。 4時間

第4回 実証分析の方法（４）　最小二乗法を用いて２変数間の関係を一次式で
推計する方法について学ぶ。

教科書、第５章を読んでおくこと。 4時間

第5回 実証分析の方法（５）　重回帰分析の方法（最小二乗法を用いて多変数
間の関係を一次式で推計する方法）を学ぶ。

教科書、第６章（１）を読んでおくこと。 4時間

第6回 実証分析の方法（６）　重回帰分析におけるいくつかの問題（欠落変数
バイアス、分散不均一性、系列相関）と克服する方法について学習す
る。

教科書３、第６章（２）～（５）を読んでおくこと。 4時間

第7回 実習　Stataを使った計量分析（1）　データ管理の方法 参考文献　第1章、第2章を読んでおく 4時間

第8回 実習　Stataを使った計量分析（2）　記述統計表の作成 参考文献　第3章を読んでおく 4時間

第9回 実習　Stataを使った計量分析（3）　OLS回帰分析 参考文献　第4章4.1~4.4を読んでおく 4時間

第10回 実習　Stataを使った計量分析（4）　OLS回帰分析 参考文献　第4章4.5~4.9を読んでおく 4時間

第11回 Stataを使った中級計量経済学（1）　プロビット、ロジット分析 事前に配布した資料を読んでおく 4時間

第12回 Stataを使った中級計量経済学（2）　トービット分析 事前に配布した資料を読んでおく 4時間

第13回 Stataを使った中級計量経済学（3）　操作変数法 事前に配布した資料を読んでおく 4時間

第14回 Stataを使った中級計量経済学（4）　パネル・データ分析 事前に配布した資料を読んでおく 4時間

第15回 Stataを使った中級計量経済学（5）　傾向スコア・マッチング（PSM） 事前に配布した資料を読んでおく 4時間

第16回 修士論文中間発表会に向けての準備作業（1）　主要な統計データ（①
タオバオ村数と決定因　②中国・欧米の製薬企業による財務データ）の
整理と図表化

①江蘇省、浙江省における市別タオバオ村数とそれを決
定する要因に関する記述統計表を作成する、②中国・欧
米の製薬企業による収益性、研究開発投資に関するデー
タの記述統計表を作成する

4時間

第17回 修士論文中間発表会に向けての準備作業（2）　検証する理論的仮説を
整理し、それを検証するための実証モデルを考える

①江蘇省、浙江省における市別タオバオ村数を決定因に
関する仮説を検討する、②中国・欧米の製薬企業による収
益性と研究開発投資との関係についての理論的仮説を検
討する

4時間

第18回 修士論文中間発表会に向けての準備作業（3）　主要な分析結果（①タ
オバオ村数決定因の分析結果　②中国・欧米の製薬企業による研究開
発投資効率の推計結果）の報告

①タオバオ村数決定因の分析を行い、その結果を報告す
る、②中国・欧米の製薬企業による研究開発投資効率を
推計し、結果を報告する

4時間

第19回 修士論文中間発表会での報告資料（①課題とその背景、②予備的考
察、③課題についての分析結果、④結論と含意）を作成し検討する

修士論文中間発表会での報告資料を作成する 4時間
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第20回 修士論文中間発表会での報告の予行演習を行う（①課題とその背景、
②予備的考察、③課題についての分析結果、④結論と含意）

修士論文中間発表会報告用PPTを作成する 4時間

第21回 修士論文の作成作業（1）　予備的考察の草稿を検討する 予備的考察の章の草稿を作成する 4時間

第22回 修士論文の作成作業（2）　実証仮説、および、実証モデルの説明の箇
所の草稿を検討する

実証仮説、および、実証モデルの説明箇所の草稿を作成
する

4時間

第23回 修士論文の作成作業（3）　実証分析の結果を説明する章の草稿を検討
する

実証分析の結果について説明する章の草稿を作成する 4時間

第24回 修士論文の作成作業（4）　実証分析の結果から得られる結論部分の草
稿を検討する

実証分析の結果から得られる結論部分の草稿を作成する 4時間

第25回 修士論文の作成作業（5）　序論（課題とその背景、分析方法、データ、
論文の章別構成について説明）の草稿を作成し、検討する

序論（課題とその背景、分析方法、データ、論文の章別構
成について説明）の草稿を作成する

4時間

第26回 論文全体を通して内容を簡潔にまとめ報告し、各章間の整合性につい
て検討する（1）

論文全体を通して内容を簡潔にまとめ報告するための資
料を作成する

4時間

第27回 修士論文修正版の内容を簡潔にまとめ報告し、検討する（2） 論文修正版の内容を簡潔にまとめ報告するための資料を
作成する

4時間

第28回 修士論文再修正版の内容を簡潔にまとめ報告し、検討する（3） 論文再修正版の内容を簡潔にまとめ報告するための資料
を作成する

4時間

第29回 修士論文発表会で報告するためのPPTの検討（1） 修士論文発表会で報告するためのＰＰＴを作成する 4時間

第30回 修士論文発表会で報告するためのPPTの検討（2） 修士論文発表会で報告するためのＰＰＴ最終版を作成す
る

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 研究指導Ⅱ　 2022年度春学期、2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

修士2傅　喆

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

4単位

演習

－

経済学研究科経済学専攻

テーマ 地域経済の持続可能性を考える

授業の目的及び概要
この授業（研究指導）では、1年次に続き、地域経済学や環境経済学の知識に基づき、地域経済の持続可能性という視点から地域が抱える様々な課
題、そしてその解決策や取り組みについて研究する。
　前期には、修士論文の中間原稿に基づき、公開で行われる中間発表会において発表させ、他の教員や他の演習（研究指導）の学生も交えたディス
カッションなどを通じ、修正させる。
　後期には、前期までの研究内容や前期に実施した中間発表会における指導等を踏まえ、現代社会が直面する経済的諸問題の中から、特に地域問題
や地域経済政策の特徴や課題に対する解決の方策を提案できているかという点を重視して修正させる。修正した原稿を本演習（研究指導）において再
度発表させ、修士論文の完成を視野に入れた指導を行う。
　この授業を通じて、高度の専門的職業人に求められる、経済的諸問題の解決の方策を提案する能力を修得させる。

学修の到達目標
・研究指導Ⅰにおいて受講生が作成した修士論文作成計画に沿って、文献・資料収集を行い、修士論文を作成することができるようになること。
・現代社会が直面する経済的諸問題の中から地域問題や地域経済政策の特徴や課題に関する調査・分析の能力を修得する。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
報告についてはその都度コメントし、指導する。また、修士論文の原稿については添削した上で返却する。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議／プレゼンテーション、発表、報告

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

日頃から自らの研究テーマに関する資料・文献・新聞・ニュースの情報を積極的に収集するように心がけてください。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

0
0

00

060040

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

配付資料を用いて授業を行う。

参考書

研究の状況に応じて適宜紹介します。

なし

なし

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 前期の授業のねらいと進め方など授業の概要を説明する。 【予習】この授業のシラバスを事前によく読んでおいてくだ
さい（1時間程度）。
【復習】授業後に、ガイダンスの内容について復習してくだ
さい（1時間程度）。

2時間

第2回 地域問題や地域経済政策に関する研究テーマに関連する文献や資料
の調査を行い、報告する。

【予習】関連する文献や資料に基づく発表資料を事前に準
備しておいてください（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて発表
資料を修正してください（2時間程度）。

4時間

第3回 地域問題や地域経済政策に関する研究テーマに関連する文献や資料
の調査を行い、報告する。

【予習】関連する文献や資料に基づく発表資料を事前に準
備しておいてください（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて発表
資料を修正してください（2時間程度）。

4時間

第4回 地域問題や地域経済政策に関する研究テーマに関連する文献や資料
の調査を行い、報告する。

【予習】関連する文献や資料に基づく発表資料を事前に準
備しておいてください（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて発表
資料を修正してください（2時間程度）。

4時間

第5回 中間原稿の発表、ディスカッション。 【予習】中間原稿の発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて中間
原稿を修正してください（2時間程度）。

4時間
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第6回 中間原稿の発表、ディスカッション。 【予習】中間原稿の発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて中間
原稿を修正してください（2時間程度）。

4時間

第7回 中間原稿の発表、ディスカッション。 【予習】中間原稿の発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて中間
原稿を修正してください（2時間程度）。

4時間

第8回 中間原稿の発表、ディスカッション。 【予習】中間原稿の発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて中間
原稿を修正してください（2時間程度）。

4時間

第9回 中間原稿の発表、ディスカッション。 【予習】中間原稿の発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて中間
原稿を修正してください（2時間程度）。

4時間

第10回 中間原稿に関する指導教員との質疑応答・追加・修正。 【予習】中間原稿の発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて中間
原稿を修正してください（2時間程度）。

4時間

第11回 中間原稿に関する指導教員との質疑応答・追加・修正。 【予習】中間原稿の発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて中間
原稿を修正してください（2時間程度）。

4時間

第12回 中間原稿に関する指導教員との質疑応答・追加・修正。 【予習】中間原稿の発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて中間
原稿を修正してください（2時間程度）。

4時間

第13回 中間原稿（修正版）の発表、ディスカッション。 【予習】中間原稿（修正版）の発表資料を事前に準備して
おいてください（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて中間
原稿（修正版）を修正してください（2時間程度）。

4時間

第14回 中間原稿（修正版）の発表、ディスカッション。 【予習】中間原稿（修正版）の発表資料を事前に準備して
おいてください（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて中間
原稿（修正版）を修正してください（2時間程度）。

4時間

第15回 前期の授業の総括を行う。 【予習】修士論文中間原稿を読み直します。最新の資料や
文献を確認し、中間原稿を修正してください（3時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて中間
原稿（修正版）を修正してください（3時間程度）。

6時間

第16回 後期の授業のねらいと進め方など授業の概要を説明する。 【予習】この授業のシラバスを事前によく読んでおいてくだ
さい（1時間程度）。
【復習】授業後に、ガイダンスの内容について復習してくだ
さい（1時間程度）。

2時間

第17回 地域問題や地域経済政策に関する研究テーマに関連する文献や資料
の調査を行い、報告する。

【予習】関連文献や資料に基づく発表資料を事前に準備し
ておいてください（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて発表
資料を修正してください（2時間程度）。

4時間

第18回 地域問題や地域経済政策に関する研究テーマに関連する文献や資料
の調査を行い、報告する。

【予習】関連文献や資料に基づく発表資料を事前に準備し
ておいてください（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて発表
資料を修正してください（2時間程度）。

4時間

第19回 地域問題や地域経済政策に関する研究テーマに関連する文献や資料
の調査を行い、報告する。

【予習】関連文献や資料に基づく発表資料を事前に準備し
ておいてください（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて発表
資料を修正してください（2時間程度）。

4時間

第20回 最終原稿の発表、ディスカッション。 【予習】最終原稿の発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて最終
原稿を修正してください（2時間程度）。

4時間

第21回 最終原稿の発表、ディスカッション。 【予習】最終原稿の発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて最終
原稿を修正してください（2時間程度）。

4時間

第22回 最終原稿の発表、ディスカッション。 【予習】最終原稿の発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて最終
原稿を修正してください（2時間程度）。

4時間

第23回 最終原稿の発表、ディスカッション。 【予習】最終原稿の発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて最終
原稿を修正してください（2時間程度）。

4時間

第24回 最終原稿の発表、ディスカッション。 【予習】最終原稿の発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて最終
原稿を修正してください（2時間程度）。

4時間

第25回 最終原稿に関する指導教員との質疑応答・追加・修正。 【予習】最終原稿の発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて最終
原稿を修正してください（2時間程度）。

4時間

第26回 最終原稿に関する指導教員との質疑応答・追加・修正。 【予習】最終原稿の発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて最終
原稿を修正してください（2時間程度）。

4時間

第27回 最終原稿に関する指導教員との質疑応答・追加・修正。 【予習】最終原稿の発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて最終
原稿を修正してください（2時間程度）。

4時間

第28回 最終原稿（修正版）の発表、ディスカッション。 【予習】最終原稿（修正版）の発表資料を事前に準備して
おいてください（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて最終
原稿（修正版）を修正してください（2時間程度）。

4時間

第29回 最終原稿（修正版）の発表、ディスカッション。 【予習】最終原稿（修正版）の発表資料を事前に準備して
おいてください（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて最終
原稿（修正版）を修正してください（2時間程度）。

4時間

第30回 授業全体の総括を行う。 【予習】修士論文最終原稿を読み直します。（3時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて最終
原稿（修正版）を修正してください（3時間程度）。

6時間
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授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 前期の授業のねらいと進め方など授業の概要を説明する。 【予習】この授業のシラバスを事前によく読んでおいてくだ
さい（1時間程度）。
【復習】授業後に、ガイダンスの内容について復習してくだ
さい（1時間程度）。

2時間

第2回 地域問題や地域経済政策に関する研究テーマに関連する文献や資料
の調査を行い、報告する。

【予習】関連する文献や資料に基づく発表資料を事前に準
備しておいてください（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて発表
資料を修正してください（2時間程度）。

4時間

第3回 地域問題や地域経済政策に関する研究テーマに関連する文献や資料
の調査を行い、報告する。

【予習】関連する文献や資料に基づく発表資料を事前に準
備しておいてください（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて発表
資料を修正してください（2時間程度）。

4時間

第4回 地域問題や地域経済政策に関する研究テーマに関連する文献や資料
の調査を行い、報告する。

【予習】関連する文献や資料に基づく発表資料を事前に準
備しておいてください（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて発表
資料を修正してください（2時間程度）。

4時間

第5回 中間原稿の発表、ディスカッション。 【予習】中間原稿の発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて中間
原稿を修正してください（2時間程度）。

4時間

第6回 中間原稿の発表、ディスカッション。 【予習】中間原稿の発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて中間
原稿を修正してください（2時間程度）。

4時間

第7回 中間原稿の発表、ディスカッション。 【予習】中間原稿の発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて中間
原稿を修正してください（2時間程度）。

4時間

第8回 中間原稿の発表、ディスカッション。 【予習】中間原稿の発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて中間
原稿を修正してください（2時間程度）。

4時間

第9回 中間原稿の発表、ディスカッション。 【予習】中間原稿の発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて中間
原稿を修正してください（2時間程度）。

4時間

第10回 中間原稿に関する指導教員との質疑応答・追加・修正。 【予習】中間原稿の発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて中間
原稿を修正してください（2時間程度）。

4時間

第11回 中間原稿に関する指導教員との質疑応答・追加・修正。 【予習】中間原稿の発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて中間
原稿を修正してください（2時間程度）。

4時間

第12回 中間原稿に関する指導教員との質疑応答・追加・修正。 【予習】中間原稿の発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて中間
原稿を修正してください（2時間程度）。

4時間

第13回 中間原稿（修正版）の発表、ディスカッション。 【予習】中間原稿（修正版）の発表資料を事前に準備して
おいてください（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて中間
原稿（修正版）を修正してください（2時間程度）。

4時間

第14回 中間原稿（修正版）の発表、ディスカッション。 【予習】中間原稿（修正版）の発表資料を事前に準備して
おいてください（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて中間
原稿（修正版）を修正してください（2時間程度）。

4時間

第15回 前期の授業の総括を行う。 【予習】修士論文中間原稿を読み直します。最新の資料や
文献を確認し、中間原稿を修正してください（3時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて中間
原稿（修正版）を修正してください（3時間程度）。

6時間

第16回 後期の授業のねらいと進め方など授業の概要を説明する。 【予習】この授業のシラバスを事前によく読んでおいてくだ
さい（1時間程度）。
【復習】授業後に、ガイダンスの内容について復習してくだ
さい（1時間程度）。

2時間

第17回 地域問題や地域経済政策に関する研究テーマに関連する文献や資料
の調査を行い、報告する。

【予習】関連文献や資料に基づく発表資料を事前に準備し
ておいてください（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて発表
資料を修正してください（2時間程度）。

4時間

第18回 地域問題や地域経済政策に関する研究テーマに関連する文献や資料
の調査を行い、報告する。

【予習】関連文献や資料に基づく発表資料を事前に準備し
ておいてください（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて発表
資料を修正してください（2時間程度）。

4時間

第19回 地域問題や地域経済政策に関する研究テーマに関連する文献や資料
の調査を行い、報告する。

【予習】関連文献や資料に基づく発表資料を事前に準備し
ておいてください（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて発表
資料を修正してください（2時間程度）。

4時間

第20回 最終原稿の発表、ディスカッション。 【予習】最終原稿の発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて最終
原稿を修正してください（2時間程度）。

4時間

第21回 最終原稿の発表、ディスカッション。 【予習】最終原稿の発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて最終
原稿を修正してください（2時間程度）。

4時間

第22回 最終原稿の発表、ディスカッション。 【予習】最終原稿の発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて最終
原稿を修正してください（2時間程度）。

4時間

第23回 最終原稿の発表、ディスカッション。 【予習】最終原稿の発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて最終
原稿を修正してください（2時間程度）。

4時間

第24回 最終原稿の発表、ディスカッション。 【予習】最終原稿の発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて最終
原稿を修正してください（2時間程度）。

4時間

第25回 最終原稿に関する指導教員との質疑応答・追加・修正。 【予習】最終原稿の発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて最終
原稿を修正してください（2時間程度）。

4時間
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第26回 最終原稿に関する指導教員との質疑応答・追加・修正。 【予習】最終原稿の発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて最終
原稿を修正してください（2時間程度）。

4時間

第27回 最終原稿に関する指導教員との質疑応答・追加・修正。 【予習】最終原稿の発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて最終
原稿を修正してください（2時間程度）。

4時間

第28回 最終原稿（修正版）の発表、ディスカッション。 【予習】最終原稿（修正版）の発表資料を事前に準備して
おいてください（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて最終
原稿（修正版）を修正してください（2時間程度）。

4時間

第29回 最終原稿（修正版）の発表、ディスカッション。 【予習】最終原稿（修正版）の発表資料を事前に準備して
おいてください（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて最終
原稿（修正版）を修正してください（2時間程度）。

4時間

第30回 授業全体の総括を行う。 【予習】修士論文最終原稿を読み直します。（3時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて最終
原稿（修正版）を修正してください（3時間程度）。

6時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 研究指導Ⅱ　 2022年度春学期、2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

修士2前鶴　政和

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

4単位

演習

―

経済学研究科経済学専攻

テーマ 国際経済における経済政策の効果

授業の目的及び概要
この授業では、1年次に続き、国際経済学や経済政策の知識に基づき、政府の研究開発政策、貿易政策、環境政策等の政策が企業の利潤や経済厚生
にどのような影響を及ぼすかについて学修させる。
　前期には、修士論文の中間原稿に基づき、公開で行われる中間発表会において発表させ、他の教員や他の演習（研究指導）の学生も交えたディス
カッションなどを通じ、修正させる。
　後期には、前期までの研究内容や前期に実施した中間発表会における指導等を踏まえ、特に、現代社会が直面する経済的諸問題の中から国際経済
における諸問題に対する解決の方策を提案できているかという点を重視して修正させる。修正した原稿を本演習（研究指導）において再度発表させ、修
士論文の完成を視野に入れた指導を行う。
　この授業を通じて、高度の専門的職業人に求められる、経済的諸問題の解決の方策を提案する能力を修得させる。

学修の到達目標
１．研究指導Ⅰにおいて受講生が作成した修士論文作成計画に沿って、文献・資料収集を行い、修士論文を作成することができるようになること。
２．現代社会が直面する経済的諸問題の中から国際経済における諸問題に対する解決の方策について提案し、表現することができるようになること。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
必修科目
先修条件：研究指導Ⅰ

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
修士論文の中間原稿については、添削して返却する。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議／プレゼンテーション、発表、報告

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

環境経済特論、経済政策特論の履修を推奨する。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

50
修士論文の最終原稿

00

030020

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
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授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 前期の授業のねらいと進め方など授業の概要を説明する。 【予習】この授業のシラバスを事前によく読んでおいてくだ
さい（1時間程度）。
【復習】授業後に、ガイダンスの内容について復習してくだ
さい（1時間程度）。

2時間

第2回 国際経済における経済政策に関する研究テーマに関連する文献や資
料の調査を行い、報告する。

【予習】関連する文献や資料に基づく発表資料を事前に準
備しておいてください（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて発表
資料を修正してください（2時間程度）。

4時間

第3回 国際経済における経済政策に関する研究テーマに関連する文献や資
料の調査を行い、報告する。

【予習】関連する文献や資料に基づく発表資料を事前に準
備しておいてください（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて発表
資料を修正してください（2時間程度）。

4時間

第4回 国際経済における経済政策に関する研究テーマに関連する文献や資
料の調査を行い、報告する。

【予習】関連する文献や資料に基づく発表資料を事前に準
備しておいてください（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて発表
資料を修正してください（2時間程度）。

4時間

第5回 国際経済における経済政策に関する研究テーマに関連する文献や資
料の調査を行い、報告する。

【予習】関連する文献や資料に基づく発表資料を事前に準
備しておいてください（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて発表
資料を修正してください（2時間程度）。

4時間
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第6回 中間原稿の発表、ディスカッション 【予習】中間原稿の発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて中間
原稿を修正してください（2時間程度）。

4時間

第7回 中間原稿の発表、ディスカッション 【予習】中間原稿の発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて中間
原稿を修正してください（2時間程度）。

4時間

第8回 中間原稿の発表、ディスカッション 【予習】中間原稿の発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて中間
原稿を修正してください（2時間程度）。

4時間

第9回 中間原稿に関する指導教員との質疑応答・追加・修正 【予習】中間原稿の発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて中間
原稿を修正してください（2時間程度）。

4時間

第10回 中間原稿に関する指導教員との質疑応答・追加・修正 【予習】中間原稿の発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて中間
原稿を修正してください（2時間程度）。

4時間

第11回 中間原稿に関する指導教員との質疑応答・追加・修正 【予習】中間原稿の発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて中間
原稿を修正してください（2時間程度）。

4時間

第12回 中間原稿（修正版）の発表、ディスカッション 【予習】中間原稿（修正版）の発表資料を事前に準備して
おいてください（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて中間
原稿（修正版）を修正してください（2時間程度）。

4時間

第13回 中間原稿（修正版）の発表、ディスカッション 【予習】中間原稿（修正版）の発表資料を事前に準備して
おいてください（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて中間
原稿（修正版）を修正してください（2時間程度）。

4時間

第14回 中間原稿（修正版）の発表、ディスカッション 【予習】中間原稿（修正版）の発表資料を事前に準備して
おいてください（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて中間
原稿（修正版）を修正してください（2時間程度）。

4時間

第15回 前期の授業の総括を行う。 【予習】これまでの授業の配布資料等を事前によく読んで
おいてください（3時間程度）。
【復習】授業後に、これまでの授業の配布資料等を総復習
してください（3時間程度）。

6時間

第16回 後期の授業のねらいと進め方など授業の概要を説明する。 【予習】この授業のシラバスを事前によく読んでおいてくだ
さい（1時間程度）。
【復習】授業後に、ガイダンスの内容について復習してくだ
さい（1時間程度）。

2時間

第17回 国際経済における経済政策に関する関連文献や資料の調査を行い、
報告する。

【予習】関連文献や資料に基づく発表資料を事前に準備し
ておいてください（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて発表
資料を修正してください（2時間程度）。

4時間

第18回 国際経済における経済政策に関する関連文献や資料の調査を行い、
報告する。

【予習】関連文献や資料に基づく発表資料を事前に準備し
ておいてください（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて発表
資料を修正してください（2時間程度）。

4時間

第19回 国際経済における経済政策に関する関連文献や資料の調査を行い、
報告する。

【予習】関連文献や資料に基づく発表資料を事前に準備し
ておいてください（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて発表
資料を修正してください（2時間程度）。

4時間

第20回 最終原稿の発表、ディスカッション 【予習】最終原稿の発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて最終
原稿を修正してください（2時間程度）。

4時間

第21回 最終原稿の発表、ディスカッション 【予習】最終原稿の発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて最終
原稿を修正してください（2時間程度）。

4時間

第22回 最終原稿の発表、ディスカッション 【予習】最終原稿の発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて最終
原稿を修正してください（2時間程度）。

4時間

第23回 最終原稿の発表、ディスカッション 【予習】最終原稿の発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて最終
原稿を修正してください（2時間程度）。

4時間

第24回 最終原稿に関する指導教員との質疑応答・追加・修正 【予習】最終原稿の発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて最終
原稿を修正してください（2時間程度）。

4時間

第25回 最終原稿に関する指導教員との質疑応答・追加・修正 【予習】最終原稿の発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて最終
原稿を修正してください（2時間程度）。

4時間

第26回 最終原稿に関する指導教員との質疑応答・追加・修正 【予習】最終原稿の発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて最終
原稿を修正してください（2時間程度）。

4時間

第27回 最終原稿（修正版）の発表、ディスカッション 【予習】最終原稿（修正版）の発表資料を事前に準備して
おいてください（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて最終
原稿（修正版）を修正してください（2時間程度）。

4時間

第28回 最終原稿（修正版）の発表、ディスカッション 【予習】最終原稿（修正版）の発表資料を事前に準備して
おいてください（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて最終
原稿（修正版）を修正してください（2時間程度）。

4時間

第29回 最終原稿（修正版）の発表、ディスカッション 【予習】最終原稿（修正版）の発表資料を事前に準備して
おいてください（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて最終
原稿（修正版）を修正してください（2時間程度）。

4時間

第30回 授業全体の総括を行う。 【予習】これまでの授業回の配布資料等を事前によく読ん
でおいてください（3時間程度）。
【復習】授業後に、これまでの授業回の配布資料等につい
て総復習してください（3時間程度）。

6時間
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授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 前期の授業のねらいと進め方など授業の概要を説明する。 【予習】この授業のシラバスを事前によく読んでおいてくだ
さい（1時間程度）。
【復習】授業後に、ガイダンスの内容について復習してくだ
さい（1時間程度）。

2時間

第2回 国際経済における経済政策に関する研究テーマに関連する文献や資
料の調査を行い、報告する。

【予習】関連する文献や資料に基づく発表資料を事前に準
備しておいてください（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて発表
資料を修正してください（2時間程度）。

4時間

第3回 国際経済における経済政策に関する研究テーマに関連する文献や資
料の調査を行い、報告する。

【予習】関連する文献や資料に基づく発表資料を事前に準
備しておいてください（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて発表
資料を修正してください（2時間程度）。

4時間

第4回 国際経済における経済政策に関する研究テーマに関連する文献や資
料の調査を行い、報告する。

【予習】関連する文献や資料に基づく発表資料を事前に準
備しておいてください（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて発表
資料を修正してください（2時間程度）。

4時間

第5回 国際経済における経済政策に関する研究テーマに関連する文献や資
料の調査を行い、報告する。

【予習】関連する文献や資料に基づく発表資料を事前に準
備しておいてください（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて発表
資料を修正してください（2時間程度）。

4時間

第6回 中間原稿の発表、ディスカッション 【予習】中間原稿の発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて中間
原稿を修正してください（2時間程度）。

4時間

第7回 中間原稿の発表、ディスカッション 【予習】中間原稿の発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて中間
原稿を修正してください（2時間程度）。

4時間

第8回 中間原稿の発表、ディスカッション 【予習】中間原稿の発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて中間
原稿を修正してください（2時間程度）。

4時間

第9回 中間原稿に関する指導教員との質疑応答・追加・修正 【予習】中間原稿の発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて中間
原稿を修正してください（2時間程度）。

4時間

第10回 中間原稿に関する指導教員との質疑応答・追加・修正 【予習】中間原稿の発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて中間
原稿を修正してください（2時間程度）。

4時間

第11回 中間原稿に関する指導教員との質疑応答・追加・修正 【予習】中間原稿の発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて中間
原稿を修正してください（2時間程度）。

4時間

第12回 中間原稿（修正版）の発表、ディスカッション 【予習】中間原稿（修正版）の発表資料を事前に準備して
おいてください（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて中間
原稿（修正版）を修正してください（2時間程度）。

4時間

第13回 中間原稿（修正版）の発表、ディスカッション 【予習】中間原稿（修正版）の発表資料を事前に準備して
おいてください（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて中間
原稿（修正版）を修正してください（2時間程度）。

4時間

第14回 中間原稿（修正版）の発表、ディスカッション 【予習】中間原稿（修正版）の発表資料を事前に準備して
おいてください（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて中間
原稿（修正版）を修正してください（2時間程度）。

4時間

第15回 前期の授業の総括を行う。 【予習】これまでの授業の配布資料等を事前によく読んで
おいてください（3時間程度）。
【復習】授業後に、これまでの授業の配布資料等を総復習
してください（3時間程度）。

6時間

第16回 後期の授業のねらいと進め方など授業の概要を説明する。 【予習】この授業のシラバスを事前によく読んでおいてくだ
さい（1時間程度）。
【復習】授業後に、ガイダンスの内容について復習してくだ
さい（1時間程度）。

2時間

第17回 国際経済における経済政策に関する関連文献や資料の調査を行い、
報告する。

【予習】関連文献や資料に基づく発表資料を事前に準備し
ておいてください（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて発表
資料を修正してください（2時間程度）。

4時間

第18回 国際経済における経済政策に関する関連文献や資料の調査を行い、
報告する。

【予習】関連文献や資料に基づく発表資料を事前に準備し
ておいてください（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて発表
資料を修正してください（2時間程度）。

4時間

第19回 国際経済における経済政策に関する関連文献や資料の調査を行い、
報告する。

【予習】関連文献や資料に基づく発表資料を事前に準備し
ておいてください（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて発表
資料を修正してください（2時間程度）。

4時間

第20回 最終原稿の発表、ディスカッション 【予習】最終原稿の発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて最終
原稿を修正してください（2時間程度）。

4時間

第21回 最終原稿の発表、ディスカッション 【予習】最終原稿の発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて最終
原稿を修正してください（2時間程度）。

4時間

第22回 最終原稿の発表、ディスカッション 【予習】最終原稿の発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて最終
原稿を修正してください（2時間程度）。

4時間

第23回 最終原稿の発表、ディスカッション 【予習】最終原稿の発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて最終
原稿を修正してください（2時間程度）。

4時間

第24回 最終原稿に関する指導教員との質疑応答・追加・修正 【予習】最終原稿の発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて最終
原稿を修正してください（2時間程度）。

4時間

第25回 最終原稿に関する指導教員との質疑応答・追加・修正 【予習】最終原稿の発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて最終
原稿を修正してください（2時間程度）。

4時間
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第26回 最終原稿に関する指導教員との質疑応答・追加・修正 【予習】最終原稿の発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて最終
原稿を修正してください（2時間程度）。

4時間

第27回 最終原稿（修正版）の発表、ディスカッション 【予習】最終原稿（修正版）の発表資料を事前に準備して
おいてください（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて最終
原稿（修正版）を修正してください（2時間程度）。

4時間

第28回 最終原稿（修正版）の発表、ディスカッション 【予習】最終原稿（修正版）の発表資料を事前に準備して
おいてください（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて最終
原稿（修正版）を修正してください（2時間程度）。

4時間

第29回 最終原稿（修正版）の発表、ディスカッション 【予習】最終原稿（修正版）の発表資料を事前に準備して
おいてください（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて最終
原稿（修正版）を修正してください（2時間程度）。

4時間

第30回 授業全体の総括を行う。 【予習】これまでの授業回の配布資料等を事前によく読ん
でおいてください（3時間程度）。
【復習】授業後に、これまでの授業回の配布資料等につい
て総復習してください（3時間程度）。

6時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 研究指導Ⅱ　 2022年度春学期、2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

修士2金子　治平

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

4単位

演習

－

経済学研究科経済学専攻

テーマ 修士論文の作成に向けて

授業の目的及び概要
１年間をかけて修士論文を執筆することを目的とします．
「研究指導Ⅰ」の履修の際に確定した個々の受講生の研究課題に基づきつつ、一年間をかけて修士論文の作成に向けて、段階に応じた指導を行いま
す．

学修の到達目標
適切な課題設定と研究方法に基づく、論理性のある修士論文を書き上げることを目標とします．

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
受講生の進捗状況に応じて，コメントや添削等を行います．

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議／プレゼンテーション、発表、報告

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

少しづつ行う学習・研究の積み重ねで，修士論文が完成することを目指します．
毎週，きちんと進めることを心がけてください．

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

80
修士論文の評価

00

00020

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

使用しません．

参考書

なし
ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 １年次の総括と，今後の研究の進め方 事前に１年次に作成した一次原稿を読み直して，今後の
研究の進め方を検討し，発表の準備をしてください．
事後には，研究の進め方を再検討してください．

4時間

第2回 各種文献や資料の検討（１）
　　各自の報告に基づいて，ディスカッションします．

事前に，各自のテーマに関わる文献を読み，また，資料の
調査・整理を行い，報告の準備をしてください．
事後には，課題を整理して，どのように進めるべきかを検
討してください．

4時間

第3回 各種文献や資料の検討（２）
　　各自の報告に基づいて，ディスカッションします．

事前に，各自のテーマに関わる文献を読み，また，資料の
調査・整理を行い，報告の準備をしてください．
事後には，課題を整理して，どのように進めるべきかを検
討してください．

4時間

第4回 各種文献や資料の検討（３）
　　各自の報告に基づいて，ディスカッションします．

事前に，各自のテーマに関わる文献を読み，また，資料の
調査・整理を行い，報告の準備をしてください．
事後には，課題を整理して，どのように進めるべきかを検
討してください．

4時間

第5回 各種文献や資料の検討（４）
　　各自の報告に基づいて，ディスカッションします．

事前に，各自のテーマに関わる文献を読み，また，資料の
調査・整理を行い，報告の準備をしてください．
事後には，課題を整理して，どのように進めるべきかを検
討してください．

4時間

第6回 各種文献や資料の検討（５）
　　各自の報告に基づいて，ディスカッションします．

事前に，各自のテーマに関わる文献を読み，また，資料の
調査・整理を行い，報告の準備をしてください．
事後には，課題を整理して，どのように進めるべきかを検
討してください．

4時間
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第7回 各種文献や資料の検討（６）
　　各自の報告に基づいて，ディスカッションします．

事前に，各自のテーマに関わる文献を読み，また，資料の
調査・整理を行い，報告の準備をしてください．
事後には，課題を整理して，どのように進めるべきかを検
討してください．

4時間

第8回 各種文献や資料の検討（７）
　　各自の報告に基づいて，ディスカッションします．

事前に，各自のテーマに関わる文献を読み，また，資料の
調査・整理を行い，報告の準備をしてください．
また，場合によってはフィールドワークやデータ処理を実
施してください．
事後には，課題を整理して，どのように進めるべきかを検
討してください．

4時間

第9回 各種文献や資料の検討（８）
　　各自の報告に基づいて，ディスカッションします．

事前に，各自のテーマに関わる文献を読み，また，資料の
調査・整理を行い，報告の準備をしてください．
また，場合によってはフィールドワークやデータ処理を実
施してください．
事後には，課題を整理して，どのように進めるべきかを検
討してください．

4時間

第10回 各種文献や資料の検討（９）
　　各自の報告に基づいて，ディスカッションします．

事前に，各自のテーマに関わる文献を読み，また，資料の
調査・整理を行い，報告の準備をしてください．
また，場合によってはフィールドワークやデータ処理を実
施してください．
事後には，課題を整理して，どのように進めるべきかを検
討してください．

4時間

第11回 各種文献や資料の検討（１０）
　　各自の報告に基づいて，ディスカッションします．

事前に，各自のテーマに関わる文献を読み，また，資料の
調査・整理を行い，報告の準備をしてください．
また，場合によってはフィールドワークやデータ処理を実
施してください．
事後には，課題を整理して，どのように進めるべきかを検
討してください．

4時間

第12回 各種文献や資料の検討（１１）
　　各自の報告に基づいて，ディスカッションします．

事前に，各自のテーマに関わる文献を読み，また，資料の
調査・整理を行い，報告の準備をしてください．
また，場合によってはフィールドワークやデータ処理を実
施してください．
事後には，課題を整理して，どのように進めるべきかを検
討してください．

4時間

第13回 修士論文の中間原稿の発表（１）
　　中間原稿を発表してもらい，ディスカッションします．

事前に，一次原稿を修正・加筆して，中間原稿としてまと
めて，発表の準備をしてください．
事後には，ディスカッションの結果を受けて，発表内容を修
正してください．

4時間

第14回 修士論文の中間原稿の発表（２）
　　中間原稿を発表してもらい，ディスカッションします．

事前に，一次原稿を修正・加筆して，中間原稿としてまと
めて，発表の準備をしてください．
事後には，ディスカッションの結果を受けて，発表内容を修
正してください．

4時間

第15回 春学期のまとめ
　　中間原稿の修正についての報告とディスカッション

事前に，中間原稿を修正して，発表の準備をしてください．
事後には，ディスカッションの結果を受けて，発表内容を修
正してください．

4時間

第16回 夏休み中の振り返りと，今後の進め方の検討 事前に，春学期までの総括，および，夏季休暇中に進め
た研究について，報告の準備をしてください．
事後には，ディスカッションを受けて，今後の進め方を再検
討してください．

4時間

第17回 各種文献や資料の検討（１２）
　　各自の報告に基づいて，ディスカッションします．

事前に，各自のテーマに関わる文献を読み，また，資料の
調査・整理を行い，報告の準備をしてください．
また，場合によってはフィールドワークやデータ処理を実
施してください．
事後には，課題を整理して，どのように進めるべきかを検
討してください．

4時間

第18回 各種文献や資料の検討（１３）
　　各自の報告に基づいて，ディスカッションします．

事前に，各自のテーマに関わる文献を読み，また，資料の
調査・整理を行い，報告の準備をしてください．
また，場合によってはフィールドワークやデータ処理を実
施してください．
事後には，課題を整理して，どのように進めるべきかを検
討してください．

4時間

第19回 各種文献や資料の検討（１４）
　　各自の報告に基づいて，ディスカッションします．

事前に，各自のテーマに関わる文献を読み，また，資料の
調査・整理を行い，報告の準備をしてください．
また，場合によってはフィールドワークやデータ処理を実
施してください．
事後には，課題を整理して，どのように進めるべきかを検
討してください．

4時間

第20回 各種文献や資料の検討（１５）
　　各自の報告に基づいて，ディスカッションします．

事前に，各自のテーマに関わる文献を読み，また，資料の
調査・整理を行い，報告の準備をしてください．
また，場合によってはフィールドワークやデータ処理を実
施してください．
事後には，課題を整理して，どのように進めるべきかを検
討してください．

4時間

第21回 修士論文の最終原稿の発表（１） 事前に，最終原稿を執筆して，発表の準備をしてください．
事後には，ディスカッションを通した方向に，原稿を追加・
修正してください．

4時間

第22回 修士論文の最終原稿の発表（２） 事前に，最終原稿を執筆して，発表の準備をしてください．
事後には，ディスカッションを通した方向に，原稿を追加・
修正してください．

4時間

第23回 修士論文の最終原稿の修正（１） 事前に，最終原稿の追加・修正をおこなって，発表の準備
をしてください．
事後には，ディスカッションを通した方向に，原稿を追加・
修正してください．

4時間

第24回 修士論文の最終原稿の修正（２） 事前に，最終原稿の追加・修正をおこなって，発表の準備
をしてください．
事後には，ディスカッションを通した方向に，原稿を追加・
修正してください．

4時間

第25回 修士論文の最終原稿の修正（３） 事前に，最終原稿の追加・修正をおこなって，発表の準備
をしてください．
事後には，ディスカッションを通した方向に，原稿を追加・
修正してください．

4時間

第26回 修士論文の最終原稿の修正（４） 事前に，最終原稿の追加・修正をおこなって，発表の準備
をしてください．
事後には，ディスカッションを通した方向に，原稿を追加・
修正してください．

4時間

第27回 修士論文の最終原稿の修正（５） 事前に，最終原稿の追加・修正をおこなって，発表の準備
をしてください．
事後には，ディスカッションを通した方向に，原稿を追加・
修正してください．

4時間

第28回 修士論文の最終原稿（修正版）の発表（１） 事前に，最終原稿の追加・修正をおこなってください．
事後には，ディスカッションを通した方向に，原稿を再度修
正してください．

4時間

第29回 修士論文の最終原稿（修正版）の発表（２） 事前に，最終原稿の追加・修正をおこなってください．
事後には，ディスカッションを通した方向に，原稿を再度修
正してください．

4時間
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第30回 まとめ 最終原稿の追加・修正を完了してください． 4時間

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 １年次の総括と，今後の研究の進め方 事前に１年次に作成した一次原稿を読み直して，今後の
研究の進め方を検討し，発表の準備をしてください．
事後には，研究の進め方を再検討してください．

4時間

第2回 各種文献や資料の検討（１）
　　各自の報告に基づいて，ディスカッションします．

事前に，各自のテーマに関わる文献を読み，また，資料の
調査・整理を行い，報告の準備をしてください．
事後には，課題を整理して，どのように進めるべきかを検
討してください．

4時間

第3回 各種文献や資料の検討（２）
　　各自の報告に基づいて，ディスカッションします．

事前に，各自のテーマに関わる文献を読み，また，資料の
調査・整理を行い，報告の準備をしてください．
事後には，課題を整理して，どのように進めるべきかを検
討してください．

4時間

第4回 各種文献や資料の検討（３）
　　各自の報告に基づいて，ディスカッションします．

事前に，各自のテーマに関わる文献を読み，また，資料の
調査・整理を行い，報告の準備をしてください．
事後には，課題を整理して，どのように進めるべきかを検
討してください．

4時間

第5回 各種文献や資料の検討（４）
　　各自の報告に基づいて，ディスカッションします．

事前に，各自のテーマに関わる文献を読み，また，資料の
調査・整理を行い，報告の準備をしてください．
事後には，課題を整理して，どのように進めるべきかを検
討してください．

4時間

第6回 各種文献や資料の検討（５）
　　各自の報告に基づいて，ディスカッションします．

事前に，各自のテーマに関わる文献を読み，また，資料の
調査・整理を行い，報告の準備をしてください．
事後には，課題を整理して，どのように進めるべきかを検
討してください．

4時間

第7回 各種文献や資料の検討（６）
　　各自の報告に基づいて，ディスカッションします．

事前に，各自のテーマに関わる文献を読み，また，資料の
調査・整理を行い，報告の準備をしてください．
事後には，課題を整理して，どのように進めるべきかを検
討してください．

4時間

第8回 各種文献や資料の検討（７）
　　各自の報告に基づいて，ディスカッションします．

事前に，各自のテーマに関わる文献を読み，また，資料の
調査・整理を行い，報告の準備をしてください．
また，場合によってはフィールドワークやデータ処理を実
施してください．
事後には，課題を整理して，どのように進めるべきかを検
討してください．

4時間

第9回 各種文献や資料の検討（８）
　　各自の報告に基づいて，ディスカッションします．

事前に，各自のテーマに関わる文献を読み，また，資料の
調査・整理を行い，報告の準備をしてください．
また，場合によってはフィールドワークやデータ処理を実
施してください．
事後には，課題を整理して，どのように進めるべきかを検
討してください．

4時間

第10回 各種文献や資料の検討（９）
　　各自の報告に基づいて，ディスカッションします．

事前に，各自のテーマに関わる文献を読み，また，資料の
調査・整理を行い，報告の準備をしてください．
また，場合によってはフィールドワークやデータ処理を実
施してください．
事後には，課題を整理して，どのように進めるべきかを検
討してください．

4時間

第11回 各種文献や資料の検討（１０）
　　各自の報告に基づいて，ディスカッションします．

事前に，各自のテーマに関わる文献を読み，また，資料の
調査・整理を行い，報告の準備をしてください．
また，場合によってはフィールドワークやデータ処理を実
施してください．
事後には，課題を整理して，どのように進めるべきかを検
討してください．

4時間

第12回 各種文献や資料の検討（１１）
　　各自の報告に基づいて，ディスカッションします．

事前に，各自のテーマに関わる文献を読み，また，資料の
調査・整理を行い，報告の準備をしてください．
また，場合によってはフィールドワークやデータ処理を実
施してください．
事後には，課題を整理して，どのように進めるべきかを検
討してください．

4時間

第13回 修士論文の中間原稿の発表（１）
　　中間原稿を発表してもらい，ディスカッションします．

事前に，一次原稿を修正・加筆して，中間原稿としてまと
めて，発表の準備をしてください．
事後には，ディスカッションの結果を受けて，発表内容を修
正してください．

4時間

第14回 修士論文の中間原稿の発表（２）
　　中間原稿を発表してもらい，ディスカッションします．

事前に，一次原稿を修正・加筆して，中間原稿としてまと
めて，発表の準備をしてください．
事後には，ディスカッションの結果を受けて，発表内容を修
正してください．

4時間

第15回 春学期のまとめ
　　中間原稿の修正についての報告とディスカッション

事前に，中間原稿を修正して，発表の準備をしてください．
事後には，ディスカッションの結果を受けて，発表内容を修
正してください．

4時間

第16回 夏休み中の振り返りと，今後の進め方の検討 事前に，春学期までの総括，および，夏季休暇中に進め
た研究について，報告の準備をしてください．
事後には，ディスカッションを受けて，今後の進め方を再検
討してください．

4時間

第17回 各種文献や資料の検討（１２）
　　各自の報告に基づいて，ディスカッションします．

事前に，各自のテーマに関わる文献を読み，また，資料の
調査・整理を行い，報告の準備をしてください．
また，場合によってはフィールドワークやデータ処理を実
施してください．
事後には，課題を整理して，どのように進めるべきかを検
討してください．

4時間

第18回 各種文献や資料の検討（１３）
　　各自の報告に基づいて，ディスカッションします．

事前に，各自のテーマに関わる文献を読み，また，資料の
調査・整理を行い，報告の準備をしてください．
また，場合によってはフィールドワークやデータ処理を実
施してください．
事後には，課題を整理して，どのように進めるべきかを検
討してください．

4時間

第19回 各種文献や資料の検討（１４）
　　各自の報告に基づいて，ディスカッションします．

事前に，各自のテーマに関わる文献を読み，また，資料の
調査・整理を行い，報告の準備をしてください．
また，場合によってはフィールドワークやデータ処理を実
施してください．
事後には，課題を整理して，どのように進めるべきかを検
討してください．

4時間

第20回 各種文献や資料の検討（１５）
　　各自の報告に基づいて，ディスカッションします．

事前に，各自のテーマに関わる文献を読み，また，資料の
調査・整理を行い，報告の準備をしてください．
また，場合によってはフィールドワークやデータ処理を実
施してください．
事後には，課題を整理して，どのように進めるべきかを検
討してください．

4時間
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第21回 修士論文の最終原稿の発表（１） 事前に，最終原稿を執筆して，発表の準備をしてください．
事後には，ディスカッションを通した方向に，原稿を追加・
修正してください．

4時間

第22回 修士論文の最終原稿の発表（２） 事前に，最終原稿を執筆して，発表の準備をしてください．
事後には，ディスカッションを通した方向に，原稿を追加・
修正してください．

4時間

第23回 修士論文の最終原稿の修正（１） 事前に，最終原稿の追加・修正をおこなって，発表の準備
をしてください．
事後には，ディスカッションを通した方向に，原稿を追加・
修正してください．

4時間

第24回 修士論文の最終原稿の修正（２） 事前に，最終原稿の追加・修正をおこなって，発表の準備
をしてください．
事後には，ディスカッションを通した方向に，原稿を追加・
修正してください．

4時間

第25回 修士論文の最終原稿の修正（３） 事前に，最終原稿の追加・修正をおこなって，発表の準備
をしてください．
事後には，ディスカッションを通した方向に，原稿を追加・
修正してください．

4時間

第26回 修士論文の最終原稿の修正（４） 事前に，最終原稿の追加・修正をおこなって，発表の準備
をしてください．
事後には，ディスカッションを通した方向に，原稿を追加・
修正してください．

4時間

第27回 修士論文の最終原稿の修正（５） 事前に，最終原稿の追加・修正をおこなって，発表の準備
をしてください．
事後には，ディスカッションを通した方向に，原稿を追加・
修正してください．

4時間

第28回 修士論文の最終原稿（修正版）の発表（１） 事前に，最終原稿の追加・修正をおこなってください．
事後には，ディスカッションを通した方向に，原稿を再度修
正してください．

4時間

第29回 修士論文の最終原稿（修正版）の発表（２） 事前に，最終原稿の追加・修正をおこなってください．
事後には，ディスカッションを通した方向に，原稿を再度修
正してください．

4時間

第30回 まとめ 最終原稿の追加・修正を完了してください． 4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 経営学研究の理論と方法　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

修士1・2深瀬　澄

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

―

経済学研究科経営学専攻

テーマ 質的データ活用による経営学研究への定性分析的アプローチ法

授業の目的及び概要
ダイバーシティー化が進展する今、文化、信条、価値観の違いを超えた相互理解や合意形成に必要なのは客観的なエビデンスである。本講義の目的
は、研究の進め方、研究論文の書き方など、経営管理、経営情報、会計の3領域に共通し、大学院生に求められる論理的な研究リテラシーと科学的な
分析方法の修得にある。「ビジネス統計特論」で培った量的研究法に加え、本講義で質的研究法を修得することにより、量的・質的の両利きの研究アプ
ローチが可能となる。扱うテーマは、①質的データ（数量化理論）および多言語データ（VOC分析）を利用した実証分析の手法、②対面調査によるデータ
収集、③少数の事例研究に依拠する因果推論の普遍性評価（QCA）、の３テーマである。被検者の協力によるグループ・インタビューフリーソフトウエア
を用いた分析の実習も予定している。

学修の到達目標
1．論文での主張内容の論拠を、数値以外のカテゴリデータから、統計分析手法を用いて科学的に示すことができる。
2．SNS上の口コミ、アンケート調査の自由記述、肉声データ等、言語データから、論理的な結論を導出することができる。
3，披見者との対面調査を通じて、主張内容の根拠となる偏りのない客観的な情報を収集することができる。
4．少数の事例に基づいて導き出される主張内容について、その普遍性を客観的に評価することができる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
履修推奨科目

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
課題については、授業中に解説及び講評を行います。

アクティブ・ラーニング
の取組み

PBL（課題解決型学習）／ディスカッション、ディベート、討議／グループワーク／プレゼンテーション、発表、報告／実習、フィールドワーク、学外見学／
ＰＣを用いた実技

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

全1年生の履修指定科目です。受講生の研究に役立つようにテーマに合わせて柔軟にアレンジしていきます。
言語などの質的分析法は、量的分析法と無関係のように思えますが、実は量的分析法の考え方も使うので「ビジネス統計学」で学んだ知識が役立ちま
す。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

0
0

060

010030

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

初回に指示する。

参考書

①田村正紀『リサーチ・デザイン』、白桃書房、2381円＋税
②田村正紀『経営事例の質的比較分析』、白桃書房、2700円（税）
③石川美智子・松本みゆき『教育を科学する力、教師のための量的・質的研究法』、学術研究出版会、3000円
＋税

なし

①ISBN978-4-561-26457-6
②ISBN978-4-561-26664-8
③ISBN978-4-86584-319-4
（ビジネス統計特論と共通）

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ガイダンス・質的データと相関分析

データの種類と分析手法を整理する
カテゴリデータをクロス集計し、頻度による量的データに変換する
３つのタイプの相関分析　①相関係数、②相関係数、③独立係数

【復習】配布資料を再度読み、復習しておくこと
【実習課題】課題に取組み、ラーニングポータルに提出す
ること

4時間

第2回 名義ロジスティック回帰分析

ロジスティック回帰分析は、医学分野では、喫煙や飲酒等の条件の変
化が、病気の発症確率に及ぼす影響の分析に用いられるが、これを経
営学に応用し、顧客のデモグラフィック情報（性別、職業、家族構成等）
と、商品選択、顧客の購買額ランク分類等の質的な選択の予測に用す
る。条件の変化による、選択確率の変化等についても分析する。

【復習】配布資料を再度読み、復習しておくこと
【実習課題】課題に取組み、ラーニングポータルに提出す
ること

4時間

第3回 数量化理論Ⅲ類と多重対応分析

クロス集計されたデータの表側（回答者の属性）と表頭（質的な選択肢）
のカテゴリーをマッピングして、同一平面上に布置して対応付ける手法
である。次元軸が意味を持ち、解釈できる場合もある。分析事例として
は、出身大学と就職先企業、職業と商品選択等

【復習】配布資料を再度読み、復習しておくこと
【実習課題】課題に取組み、ラーニングポータルに提出す
ること

4時間
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第4回 潜在クラスター分析

様々な性質の変数が混在した膨大なデータから統計的にクラス分けす
る手法で、従来のクラスター分析では扱えない質的データを潜在的な
変数として分析できる。特定のクラスに分類されるのでなく、量子統計
学的に、各クラスへの所属確率として算出する。

【復習】配布資料を再度読み、復習しておくこと
【実習課題】課題に取組み、ラーニングポータルに提出す
ること

4時間

第5回 グループインタビューの実施要領

グルイン、フォーカスグループインタビュー（FGI）、集団面接法ともいう。
調査対象者4〜8人程度（同じ考え、同年代、同性など）でグループ構成
し、モデレーター（司会者）が進行し、調査対象内容について質問をしな
がら、座談会のように自由に発言してもらい、消費者の考えや本音を収
集する調査方法。

【復習】配布資料を再度読み、復習しておくこと
【実習課題】課題に取組み、ラーニングポータルに提出す
ること

4時間

第6回 KJ法と実習準備

ブレーンストーミングで得た発想・意見・アイディアをカード化し、グルー
プ化し、論理的に整序して問題解決の道筋を明らかにしていくための手
法。ＫＪ法は考案者の川喜田二郎氏（文化人類学者）の頭文字に由来
質問を洗い出す
質問の優先順位をつける
質問にかける時間を設定する
調査関係者の間で合意する

【予習】フリーソフトをダウンロードしてインストールしておく
こと
【実習課題】KJ法を用いて話し合った内容をまとめ、ラーニ
ングポータルに提出すること

4時間

第7回 グループインタビュー実習

菲賢者に協力してもらい、グループインタビューによりデータを収集
音声データを録音し、テキストデータに変換する。

【復習】
【実習課題】KHcorderで分析できるように、EXCELのフォー
マットでデータベース化し、ラーニングポータルに提出する
こと

4時間

第8回 形態素解析とデータクレンジング

形態素解析で、テキスト化された文章を辞書を使用して一語ずつの単
語に分ける
クレンジグで、カタカナ、ひらがな、漢字等の表記が異なる同一の単語
を一まとめにする
頻出単語をランキングする

【予習】予め、KHcorderをダウンロードして、PCにインス
トールしておく。
【実習課題】課題に取組み、ラーニングポータルに提出す
ること

4時間

第9回 テキストデータの統計奇跡

共起ネットワーク分析
多次元尺度構成法
対応分析
潜在的ドキュメント分析

【復習】配布資料を再度読み、復習しておくこと
【実習課題】課題に取組み、ラーニングポータルに提出す
ること

4時間

第10回 質的比較法の考え方

質的比較分析（qualitative comparative analysis: QCA）は、Ragin（1987）
によって提唱された分析手法であり、事例を複数の特性の組み合わせ
としてとらえ、事例間の類似と差異を体系的に検討する手法である。

【復習】配布資料を再度読み、復習しておくこと
【実習準備】フリーソフトfs/QCAをダウンロードしてインス
トールしておくこと。

4時間

第11回 質的比較法の考え方

前回に引き続き、質的比較分析（qualitative comparative analysis: 
QCA）の理論的な理解を深める。

【復習】配布資料を再度読み、復習しておくこと
【実習課題】課題に取組み、ラーニングポータルに提出す
ること

4時間

第12回 半構造化インタビュー設計

①構造化面接(structured interview)では、前もって用意された質問項
目に従って、面接を行う。参加者には同じ質問を同じ順序で質問してい
く。面接時間を短縮し、面接者の影響を抑えることができるが、反応を
方向付けてしまう。
→量的研究で用いられるが、質的研究ではほとんど用いられない。
②半構造化面接(semi-structured interview)では、おおざっぱに構成さ
れた質問項目を用意するが、質問の順序は参加者によって変えること
ができ、参加者の反応によって、質問を発展させることもできる。採用
試験でも採用。
③非構造化面接(open-ended interview)では、研究課題に関する一般
的な質問を行う。面接者は自由に参加者に質問を行うことができる。

【復習】配布資料を再度読み、復習しておくこと
【実習課題】課題に取組み、ラーニングポータルに提出す
ること

4時間

第13回 半構造化インタビュー実習

あらかじめ評価基準と質問項目を決めておき、全ての面接官がマニュ
アル通りに面接を実施する。
面接官が誰であっても一定の基準で候補者を評価できる。
インタビューのコツ
・テープ起こしは不要
・誘導しない
・yes/no question をしない
・聞き手はしゃべりすぎない
・人の話を聞くのがインタビュー
・聞き手がコメントを言わない
・意見交換する場ではない

【復習】配布資料を再度読み、復習しておくこと
【実習課題】課題に取組み、ラーニングポータルに提出す
ること

4時間

第14回 fs/QCAによるデータ分析

フリーソフトfs/QCAによる分析を実習する。

【復習】配布資料を再度読み、復習しておくこと
【実習課題】課題に取組み、ラーニングポータルに提出す
ること

4時間

第15回 fs/QCAによるデータ分析による考察

フリーソフトfs/QCAを使用し、半構造化インタビューの結果についての
分析を実習する。

【復習】配布資料を再度読み、復習しておくこと
【実習課題】課題に取組み、ラーニングポータルに提出す
ること

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 経営管理特論Ⅰ　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

修士1・2亀田　速穂

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

―

経済学研究科経営学専攻

テーマ ミクロ・マネジメントの生成発展とその高度化について考察します。

授業の目的及び概要
テーマにおけるミクロ・マネジメントとは、主に組織の中の個人や小集団を中心にした管理のあり方を意味しますが、その対象を大きく掴むと、経営管理
生成の源流である科学的管理法（伝統的モデル）、ホーソン実験に端を発する人間関係モデル、さらには事業環境の変動期以降に出現する人的資源モ
デルへと展開しており、その発展は経営管理の高度化の過程といえます。
　この授業では、このようなミクロ・マネジメントの生成発展の各段階について、それぞれが生成する歴史的な背景、提起された諸理論の内容、そこから
提案された管理手法、及び企業で行われている実例について、その意図や成果について学びます。修得した知識に基づき、ミクロ・マネジメントに関す
る課題と解決策について議論し、考察を行います。

学修の到達目標
この科目は経済学研究科経営学専攻修士課程の必修科目です。　
　この授業では、ミクロ・マネジメント（組織における個人や小集団の管理）の生成から今日に至る発展の過程で明らかになった３つの管理モデルについ
て、それぞれが生まれる歴史的な背景を理解し、各モデルが提唱する管理の実際について具体的な知識や制度及びそれらの今日的意義について修
得し、さらにミクロ・マネジメントの課題を発見する能力を身につけることを目標とします。
　また、ミクロ・マネジメントの諸ケースを具体的に検討することによって、現代経営管理における諸課題とその対応を明らかにする。
　この授業で学んだ知識を武器に、経営管理実践において、①当該企業がどのような管理モデルを使用しているかを分析できる、②その管理モデルに
よって経営戦略を効果的に実行することができるかを、③その管理モデルは当該企業が採用している組織構造とうまくかみ合っているかを分析すること
ができる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
必修科目

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
適宜、授業中に課題を与え、翌週の授業で、その課題に対する皆さんの解答のうち代表的意見をいくつか紹介し、それに対して私からコメントします。
中間試験（レポート）を提出してもらい、それについて添削とコメントを付して、皆さんにフィードバックします。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

経営管理特論Ⅰで学ぶ内容は経営管理論の生成以来今日まで、中心的な内容を形成してきました。1920年代に組織論を、1960年代に戦略論を付け加
えその範囲を拡大してきた経営管理論においても、ミクロ･マネジメントの役割はますます重要になってきています。経営はまさに人間の生の営みである
からです。経営管理特論Ⅰ（ミクロ･マネジメント）は直接・間接にこのような生きた顔を持った人間を多く扱います。「人はなぜ動くか」。この問題に経営者
はこれまで、どのように取り組んできたのでしょうか。一緒に考えてみましょう。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

なし
なし

060

2001010

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

特に教科書を指定しません。
授業は配布する講義資料に基づいて、進めます。

参考書

経営管理論, 上野恭裕・馬場大治,  中央経済社,  2016年。

なし

ISBN:978-4-502-19061-
2　C3034

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 経営管理の伝統モデル（科学的管理法）生成の歴史的背景、経営管理
論の源流とされる理由、その体系性、当時の社会への影響等について
解説し、伝統的モデルの特徴についてディスカッションし、考察します。

事前学修として、講義用プリントの1～2ページを読んでくる
こと。わからないところを事前にチェックしてくること（2時間
程度）。
事後学習として、「科学的管理法は経営管理を体系的に
展開している」という場合の「体系的」という意味を説明で
きるか自己チェックしてください（2時間程度）。

4時間

第2回 伝統的モデルが契機となって生まれてきた多様な管理職能論について
解説し、それらの吟味と帰結についてディスカッションし、考察します。

事前学修として、講義用プリントの3～4ページを読んでくる
こと。わからない箇所を事前にチェックしてくること（2時間
程度）。
事後学習として、複数論者の管理職能論を検討し、なぜ、
どのようにして、管理職能論が「プランードゥーシー」に落ち
着いたのか説明できるかどうか自己チェックしてください（2
時間程度）。

4時間
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第3回 出来高給から職務給までの歴史的発展の論理、賃金総額管理・賃金体
系管理について解説し、伝統的モデルの基本的考え方について考察し
ます。

事前学修として、講義用プリントの5～6ページを読んでくる
こと。わからない箇所を事前にチェックしてくること（2時間
程度）。
職務分析･評価の手順を理解しているかどうかを自己
チェックしてください（2時間程度）。

4時間

第4回 伝統的モデルの特徴を色濃く反映する２つの現代的な管理への応用
（ケース）について解説し、ディスカッションし、考察します。

事前学修として、講義用プリントの7～10ページを読んでく
ること。わからない箇所を事前にチェックしておくこと（2時
間程度）。
事後学習として、これらのケースがなにゆえ伝統的モデル
に位置づけられるのかについて、説明できるか確認してく
ださい（2時間程度）。

4時間

第5回 伝統的モデルの検証実験に失敗したホーソン実験と新たに提起された
人間関係モデルについて解説し、このモデルの意義についてディスカッ
ションし、考察します。

事前学修として、講義用プリントの11ページを読んでくるこ
と。わからない箇所を事前にチェックしておくこと（2時間程
度）。
事後学習として、ホーソン実験はどのような実験なのかを
説明できるかどうかを自己チェックしてください（2時間程
度）。

4時間

第6回 レスリスバーガーがホーソン実験を定式化したXチャートについて解説
し、Xチャートがその後のマネジメント研究に及ぼした影響についてディ
スカッションし、考察します。

事前学修として、講義用プリントの11～12ページを読んで
くること（2時間程度）。Xチャートを解説している文献は多く
ありません。
事後学習として、人間関係論を説明している経営学関連
の参考書などでXチャートに触れている文献を図書館で探
し、どのように説明しているかどうかを自分でチェックしてく
ださい（２時間程度）。

4時間

第7回 Xチャートが規定した第1の発展領域であるモティべーションについてそ
の一般的意義、欲求理論、過程理論についてディスカッションし、考察
します。

事前学修として、講義用プリントの12～14ページを読んで
くること（2時間程度）。
事後学習として、①意思決定への参加をめぐる人間関係
モデルと人的資源モデルの違いをはっきりと説明できるか
どうか、
②ポーター＝ローラーモデルはブルーム･モデルをどのよ
うに修正したのかについて説明できるかどうかを自己
チェックしてください（2時間程度）。

4時間

第8回 Xチャートが規定した第2の発展領域である小集団論とリーダーシップ
の機能についてディスカッションし、考察します。

事前学修として、講義用プリントの14～15ページを目を通
しておくこと（2時間程度）。
事後学習として、集団のまとまりを高める要因を理解して
いるかどうかを自己チェックしてください（2時間程度）。

4時間

第9回 リーダーシップ論の発展の過程を解説し、その帰結がどのようにして得
られるかディスカッションし、考察します。

事前学修として、講義用プリントの15～16ページを読んで
くること（2時間程度）。
事後学習として、リーダーシップ論の帰結として２つの方
向を説明できるかどうかを自己チェックしてください（2時間
程度）。

4時間

第10回 人間関係管理について、企業で展開されている多様な取り組みや施策
について紹介し、その人間関係モデルとしての意味をディスカッション
し、考察します。

事前学修として、講義用プリントの16～17ページを読んで
くること（2時間程度）。
事後学習として、QCサークルがなぜ日本で成功したかに
ついて説明できるかどうかを自己チェックしてください（2時
間程度）。

4時間

第11回 人間関係モデルではなく、人的資源管理モデルの範疇で捉えた意思決
定への参加について解説し、人的資源管理モデルが、どのように以前
の管理モデルとは異なるマネジメントの高度化を意味するのか、ディス
カッションし、考察します。

事前学修として、講義用プリントの17～18ページを読んで
くること（2時間程度）。
事後学習として、①なぜ人的資源モデルが必要になった
のかについて説明できるかどうか、
②「高度化」の意味は何かを説明できるかどうかを自己
チェックしてください（2時間程度）。

4時間

第12回 人的資源管理モデルのキーワードである意思決定について、サイモン
の所論を解説し、経営人（けいえいじん）モデルの意味について、ディス
カッションし、考察します。

事前学修として、講義用プリントの18ページの「すべての
組織メンバーは意思決定者である」という言葉の意味を考
えてきてください（2時間程度）。
事後学習として、「満足基準」をステークホルダーの要求
充足という観点から説明できるかどうかを自己チェックして
ください（2時間程度）。

4時間

第13回 マネジメント・バイ・オブジェクティブズ（目標管理：MBO）が企業におい
て実践されるようになった背景と内容について解説し、MBOの特徴につ
いてディスカッションし、考察します。

事前学修として、講義用プリントの18ページを読んでくるこ
と（2時間程度）。
事後学習として、MBOと成果主義との関連を説明できるか
どうか自己チェックしてください（2時間程度）。

4時間

第14回 キャリア・ディベロプメント・プログラム（経歴開発計画：CDP）が企業で
実践されるようになった背景と内容について解説し、CDPの特徴につい
てディスカッションし、考察します。

事前学修として、講義用プリントの19～20ページを読んで
くること（2時間程度）。
事後学習として、現段階で企業で採用されているCDPの
具体的事例を探し、そのねらいを確認してみてください（3
時間程度）。

5時間

第15回 ミクロ・マネジメント論のまとめとして、京セラのアメーバ経営について解
説する。なぜそれがミクロ・マネジメントの高度化なのかについてディス
カッションし、考察します。

事前学修として、講義用プリントの20～21ページを読んで
くること。わからない専門用語は事前に調べておくこと（2時
間程度）。
事後学習として、「アメーバ経営」がなぜミクロ･マネジメン
トの「高度化」なのか、説明できるかどうか自己チェックして
ください（3時間程度）。

5時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 経営管理特論Ⅱ　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

修士1・2亀田　速穂

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

―

経済学研究科経営学専攻

テーマ 経営組織を中心とするマクロ・マネジメントの展開と組織による環境適応について考察します。

授業の目的及び概要
マクロ・マネジメントとは、組織全体の経営に影響を及ぼす要因（環境変化・経営戦略・組織構造・管理過程：ESSPモデル）について効果的・効率的に運
営することです。これら諸要因のうち、経営戦略は別の講義を予定していますので、この講義では経営組織を中心としたマクロ・マネジメントについて解
説します。そして、このような経営組織が環境（業界）の変化に適応するために、その変化を敏感に感じ取り変化を吸収しやすい組織のあり方（「組織に
よる環境適応」）を説明します。しかし、この議論だけでは企業が環境適応を果たすには不十分であることを確認し、「戦略による環境適応」の重要性を
学び、経営戦略への橋渡しとして戦略選択について説明します。

学修の到達目標
①ESSPモデルを利用して個別企業の事例を分析できること。
②経営組織の主要形態を理解し、大小様々な企業の組織形態を同定できること。
③経営組織の主要形態のメリット･ディメリット経営戦略との適合性から理解できること。
④組織による環境適応と戦略による環境適応の違いを説明できること。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
必修科目

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
コメントシートを利用して、提起した課題に解答してもらうことによって、受講生の理解度を確認します。コメントシートに対しては、提出した日の翌週の授
業で講評を行うことで、フィードバックを行います。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

経営組織のあり方の失敗は実は、あまり目立ちません。経営の失敗が組織の失敗によることに、経営者の目が行き届かないからです。経営者はこれま
でうまくいっていた時期の経営組織には強い信頼を持つ反面、自社の事業遂行に適合した新しい組織に対しては大きな不信感を抱きます。そのような
場合、経営者や経営幹部が経営組織のあり方に対する正確な知識を備えていることが必要です。皆さんも将来に備えて、経営組織のあり方についての
知識を蓄積してください。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

060

003010

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

テキストは指定しません。
私の講義資料によって授業します。

参考書

上野恭裕・馬場大治『経営管理論』中央経済社、2016年。ISBN978-4-502-19061-2

なし

ISBN978-4-502-19061-2

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 「経営管理の体系的理解」。これまで展開してきた経営管理の流れか
ら、管理、組織、戦略をとりだし、これらの要素をサブ・システムとする
ESSPモデル（E＝環境＝業界、S＝戦略、S＝組織、P＝管理）について
説明します。ESSPは相互に連動して理解する必要がありますので、こ
れを「ワンセット」として把握してください。そして、このモデルをもとに、
「組織の環境適応行動の枠組み」を示して、組織行動の体系的（全体
的）・統合的な説明をし、ディスカッションします。

事前学習として講義用プリント第１講をよく読んで不明な
点を明らかにしておくこと。事後学習としてについて「経営
管理の発展」「ESSPモデル」「適合概念」を説明できるかど
うかを確認してください。（2時間）

4時間

第2回 「ESSPモデルにおける適合」。適合概念について説明します。「適合」は
「過程」を意味すると同時に「状態」を意味します。理解を深めるため
に、サブ・システム間に生じる適合・不適合の事例をいくつか分析し、
ディスカッションします。

事前学習として講義用プリント第２講をよく読んで不明な
点を明らかにしておくこと。事後学習として、紹介した各事
例は何と何との「適合」「不適合」を表しているのかを確認
してください。（2時間程度）

4時間

第3回 「組織とは何か」。歴史的に発展してきた「３つの組織概念」と、組織の
常用的概念について解説し、それぞれが経営管理の場にどのように利
用できるかについてディスカッションし、考察します。

事前学習として講義用プリント第３講をよく読んで、不明な
点を明らかにしておくこと。事後学習として「相互作用の体
系（システム）」と「活動の体系（システム）」としての組織の
違いについて説明できるかどうかを確認してください。（2
時間程度）

4時間

第4回 「組織原則論と経営組織の水平的構造」。経営における仕事（部門）は
どのように形成されるでしょうか。小規模経営から大規模経営に至る部
門形成とその構造と機能について説明し、ディスカッションします。

事前学習として講義用プリント第４講をよく読んで、不明な
点を明らかにしておくこと。事後学習として、例えば「人事
部」「経理部」などでは異なる役割を持つ仕事群が混在し
ていること、「ラインの責任とスタッフの責任の違い」を説明
できるかどうかを確認してください。（2時間程度）

4時間

－73－

2022/10/1



第5回 「経営組織の基本形態」。部門形成の結果、経営組織の基本形態が現
れます。ライン組織、ファンクショナル組織、ライン・スタッフ組織のメリッ
ト・ディメリットについて考察し、ディスカッションします。

事前学習として講義用プリント第５講をよく読み、特に「ファ
ンクショナル組織」について調べおくこと。事後学習として
中小企業事例にあたってどのような組織形態を採用して
いるかを説明できるかどうか確認してください。（2時間程
度）

4時間

第6回 「経営組織の垂直的構造（１）－トップ・マネジメント組織の構造と役割
－」。経営組織の水平的構造から垂直的構造の説明に移ります。トッ
プ・マネジメント組織はアメリカ企業と日本の伝統的企業とでは多少異
なっています。近年、大企業ではトップ・マネジメント組織のアメリカ化が
見られますが、この動きの理由は何でしょうか。またそれは今後加速す
るでしょうか。こうした問題を考え、ディスカッションします。

事前学習として講義用プリント第６講をよく読んで、不明な
点を明らかにしておくこと。事後学習として「トップ・マネジメ
ント組織の2つの役割」について説明できるかどうかを確認
してください。（2時間程度）

4時間

第7回 「経営組織の垂直的構造（２）－トップ・マネジメントとガバナンス」。トッ
プ・マネジメントの重要な役割は企業統治（コーポレート・ガバナンス）に
あります。近年の新しいアメリカ型トップ・マネジメント組織は、伝統的な
日本型のそれに比べて、ガバナンス効果は高まるでしょうか。このよう
な問題について考え、ディスカッションします。

事前学習として講義用プリント第７講をよく読んで、不明な
点を明らかにしておくこと。事後学習として「日本型コーポ
レート・ガバナンスの問題点」について説明できるかどうか
を確認してください。（2時間程度）

4時間

第8回 「経営組織の垂直的構造（３）－ミドル／ロワー・マネジメントの役割
－」。ミドルとロワー・マネジメントの基本的な役割を説明した上で、両者
の最近の新しい役割について考え、ディスカッションします。

事前学習として講義用プリント第８講をよく読んで、不明な
点を明らかにしておくこと。事後学習として「京セラ・アメー
バ経営」におけるロワー・マネジメントの役割についてより
詳しく調べてみてください。（2時間程度）

4時間

第9回 「経営組織の集権化－職能別部門組織」。職能別部門組織がなぜ集権
的性格を持つのか、この組織はどのような環境条件や事業条件に適合
するかについて考え、ディスカッションします。

「事前学習として講義用プリント第９講をよく読んで、不明
な点を明らかにしておくこと。事後学習として中小規模企
業の事例に当たり、その企業がどのような組織形態を採
用しているか確認してください。（2時間程度）

4時間

第10回 「経営組織の分権化－事業部制組織」。この歴史的な生成経過と基本
的な構造について解説し、この構造がどのような環境条件や事業条件
に適合するか、またどのようなディメリットを持つのかについて考え、
ディスカッションします。

事前学習として講義用プリント第１０講をよく読んで、不明
な点を明らかにしておくこと。事後学習として「1920年代の
デュポン社」について調べ、どのような経過により事業部
制組織を創案したのか確認してください。（2時間程度）

4時間

第11回 「経営組織の動態化－マトリクス組織」。この組織がどのような理由から
生成したのか、どのような構造と役割をもっているのか歴史的な生成経
過と基本的な構造について説明し、この組織がどのような環境条件や
事業条件に適合するか、またこの組織構造の固有の問題点は何かな
どについて考え、ディスカッションします。

事前学習として講義用プリント第１１講をよく読んで、不明
な点を明らかにしておくこと。事後学習として「マトリクス組
織の固有の問題」について、その他の解決策がないか、
考えてみてください。（2時間程度）

4時間

第12回 「組織による環境適応」。環境変化に直面してもこれまでの組織体制が
なかなか変わらない。そもそも、環境が激変しているかどうかをつかむ
ことすらできない。このような問題に対して、環境変化を取り込む組織
のあり方が問題になってきました。「組織による環境適応」の問題にい
ち早く取り組んだ研究から、そのような組織や管理のあり方を考え、ディ
スカッションします。

事前学習として講義用プリント第１２講をよく読んで、不明
な点を明らかにしておくこと。事後学習として「有機的管理
システムの特徴」について説明できるかどうかを確認してく
ださい。（2時間程度）

4時間

第13回 「環境適応と構造論的コンティンジェンシー理論」。環境適応のための組
織のあり方を問題とした構造論的コンティンジェンシー理論の主要成果
をより詳しく取り上げ、環境（産業）の不確実性の程度が企業や部門の
管理と組織にどのような影響を与えるかについて考え、ディスカッション
します。とそれを批判する戦略選択論について解説し、イナクメント（環
境創造）の意味についてディスカッションし、考察する。事業環境のグ
ローバル化にともない新しいESSPパターンが認識されてきた。このパ
ターンについて解説し、問題点をディスカッションし、考察する。

事前学習として講義用プリント第１３講をよく読んで、不明
な点を明らかにしておくこと。事後学習として、「有機的管
理システム」と「機械的管理システム」の違いを説明できる
か確認してください。（2時間程度）

4時間

第14回 「構造論的コンティンジェンシー理論の批判的検討」。経営学に多大な
影響を及ぼした構造論的コンティンジェンシー理論はその後、批判を受
けます。この理論のどのような点が批判されたのでしょうか。その批判
は、経営者の主体的な環境適応行動そのもの、つまり、経営者の「戦略
による環境適応」を軽視しているというものでした。どういうことでしょう
か。この問題を取り上げ、ディスカッションします。

事前学習として講義用プリント第１４講をよく読んで、不明
な点を明らかにしておくこと。事後学習として「構造論的コ
ンティンジェンシー理論の批判点」をまとめておきましょう。
（2時間程度）

4時間

第15回 「組織による環境適応から戦略による環境適応へ」。環境の激しい変化
に適応するには、組織の構造を変えるだけでは十分ではありません。
新しい市場ニーズや技術進歩に対応するには、これまでの事業を変え
ていく必要があります。これが、「戦略による環境適応」です。最終回の
講義では、経営者の環境適応役割を理論的に取り上げ、ディスカッショ
ンし、別講義の「経営戦略論」への橋渡しをします。

事前学習として講義用プリント第１５講をよく読んで、不明
な点を明らかにしておくこと。事後学習として「組織の環境
適応行動の枠組み」を見て、経営戦略の位置関係を確認
してください。（１時間程度）

4時間

－74－

2022/10/1



実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 経営組織特論　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

修士1・2城戸　亮

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

―

経済学研究科経営学専攻

テーマ 日本の組織の個々のメンバーのマネジメント、外部環境との関係性から組織の構造や戦略を考える経営組織論を学修します。

授業の目的及び概要
我々の生活のあらゆるところと組織は、密接に関係しています。企業のような営利組織のみならず政府に代表される非営利組織との取引の中で毎日の
生活を営んでいます。我々と密接に関係する組織についての基礎知識を習得し、組織を分析する基本的な能力を身につけることを目的とします。
経営組織の全般的な知識・考え方について、興味・関心のある章を担当し、講師役として発表してもらいます。また、他の講師役の発表を聞いて、疑問
点・論点について、討議の中から学んでいきます。

学修の到達目標
組織のメカニズムについての基本的な知識を得て、説明することができる。
組織活動のマネジメントの仕方について基本的な理解をし、説明することができる。
組織活動の改善や革新に関してのマネジメントの仕方について理解し、現実の組織活動の中で実践することができる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
対話型の授業を行います。積極的に発言して下さい。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議／プレゼンテーション、発表、報告

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

日頃からビジネス誌を読み、ビジネス情報に触れて、世界や日本の企業事情に関する出来事を把握してください。
授業では活発な討議を期待しています。積極的に授業に参加するようにしてください。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

030

00070

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

経営組織（ベーシック＋），安藤史江・稲水伸行・西脇暢子・山岡徹，中央経済社，2019年

参考書

適宜、授業の中で説明します。

9784502326615

なし

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ガイダンス
この科目の目的・目標、授業の進め方・受け方、成績評価などについ
て、説明します。また、経営組織論の学部時代の各自の学修につい
て、話してもらいます。

【予習】テキストの全体に目を通して、興味・関心のある章
など、担当したい章の候補を決めて、ガイダンス時に担当
希望を表明できるようにします。また、学部時代の経営組
織論をどのように学修したのかを思い出して、説明できる
ようにしておきます。
【復習】ガイダンスで決まった担当箇所を担当できるよう準
備作業の計画を立てて、準備を進めていきます。

4時間

第2回 第１章「組織とは何か」
①組織の重要性、②組織の役割について学修します。

【予習】テキスト第１章を一通り読んだ上で分からない用語
を調べるなどしてください。発表者に対する質問項目を考
えておきます。
【復習】該当箇所を再度読み、授業で配布された資料や各
自のノートを振り返り、自分なりにまとめてください。

4時間

第3回 第２章「組織の基礎理論」
①組織管理論②組織均衡論について学修します。

【予習】テキスト第２章を一通り読んだ上で分からない用語
を調べるなどしてください。発表者に対する質問項目を考
えておきます。
【復習】該当箇所を再度読み、授業で配布された資料や各
自のノートを振り返り、自分なりにまとめてください。

4時間

第4回 第３章「組織構造と組織デザイン」
①組織デザインの要諦②組織デザインの応用について学修します。

【予習】テキスト第３章を一通り読んだ上で分からない用語
を調べるなどしてください。発表者に対する質問項目を考
えておきます。
【復習】該当箇所を再度読み、授業で配布された資料や各
自のノートを振り返り、自分なりにまとめてください。

4時間

－75－

2022/10/1



第5回 第４章「組織におけるモチベーション」
①内容理論②過程理論について学修します。

【予習】テキスト第４章を一通り読んだ上で分からない用語
を調べるなどしてください。発表者に対する質問項目を考
えておきます。
【復習】該当箇所を再度読み、授業で配布された資料や各
自のノートを振り返り、自分なりにまとめてください。

4時間

第6回 第５章「集団力学（グループ・ダイナミクス）」
①集団の生産性②集団の意思決定バイアスについて学修します。

【予習】テキスト第５章を一通り読んだ上で分からない用語
を調べるなどしてください。発表者に対する質問項目を考
えておきます。
【復習】該当箇所を再度読み、授業で配布された資料や各
自のノートを振り返り、自分なりにまとめてください。

4時間

第7回 第６章「組織の意思決定」
①合理的な意思決定②限定された合理性による意思決定について学
修します。

【予習】テキスト第６章を一通り読んだ上で分からない用語
を調べるなどしてください。発表者に対する質問項目を考
えておきます。
【復習】該当箇所を再度読み、授業で配布された資料や各
自のノートを振り返り、自分なりにまとめてください。

4時間

第8回 第７章「組織と環境」
①合理的モデルと自然システムモデル②タスク環境と依存関係のマネ
ジメントについて学修します。

【予習】テキスト第７章を一通り読んだ上で分からない用語
を調べるなどしてください。発表者に対する質問項目を考
えておきます。
【復習】該当箇所を再度読み、授業で配布された資料や各
自のノートを振り返り、自分なりにまとめてください。

4時間

第9回 第８章「組織構造のダイナミクス」
①コンティンジェンシー理論②横断的関係の構築について学修します。

【予習】テキスト第８章を一通り読んだ上で分からない用語
を調べるなどしてください。発表者に対する質問項目を考
えておきます。
【復習】該当箇所を再度読み、授業で配布された資料や各
自のノートを振り返り、自分なりにまとめてください。

4時間

第10回 第９章「組織間関係」
①組織間関係のメリット②組織間関係のデメリットについて学修しま
す。

【予習】テキスト第９章を一通り読んだ上で分からない用語
を調べるなどしてください。発表者に対する質問項目を考
えておきます。
【復習】該当箇所を再度読み、授業で配布された資料や各
自のノートを振り返り、自分なりにまとめてください。

4時間

第11回 第１０章「組織変革の捉え方」
①組織変革の必要性②組織変革の対象③組織変革のプロセス④組織
変革への抵抗について学修します。

【予習】テキスト第１０章を一通り読んだ上で分からない用
語を調べるなどしてください。発表者に対する質問項目を
考えておきます。
【復習】該当箇所を再度読み、授業で配布された資料や各
自のノートを振り返り、自分なりにまとめてください。

4時間

第12回 第１１章「組織変革の進め方」
①組織変革の理論的アプローチ②ダブル・ループ学習について学修し
ます。

【予習】テキスト第１１章を一通り読んだ上で分からない用
語を調べるなどしてください。発表者に対する質問項目を
考えておきます。
【復習】該当箇所を再度読み、授業で配布された資料や各
自のノートを振り返り、自分なりにまとめてください。

4時間

第13回 第１２章「組織のパラドックス」
①学習のパラドックス②両利き組織について学修します。

【予習】テキスト第１2章を一通り読んだ上で分からない用
語を調べるなどしてください。発表者に対する質問項目を
考えておきます。
【復習】該当箇所を再度読み、授業で配布された資料や各
自のノートを振り返り、自分なりにまとめてください。

4時間

第14回 第１３章「組織エコロジー論」
①環境決定と自己決定②リビング・カンパニーの条件について学修しま
す。

【予習】テキスト第１3章を一通り読んだ上で分からない用
語を調べるなどしてください。発表者に対する質問項目を
考えておきます。
【復習】該当箇所を再度読み、授業で配布された資料や各
自のノートを振り返り、自分なりにまとめてください。

4時間

第15回 全体の総括
これまで取り扱ってきた内容について振り返るとともに、あらためて重
要なポイントは何かについて確認します。

【予習】テキスト第１章から第１3章までと各自のノートをよく
振り返っておいてください。
【復習】授業で配布された資料や各自のノートを振り返り、
各自の研究テーマとの関連を考えながらまとめてくださ
い。

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 経営戦略特論　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

修士1・2亀田　速穂

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

―

経済学研究科経営学専攻

テーマ マクロ・マネジメントとしての経営戦略

授業の目的及び概要
テーマに掲げられているマクロ・マネジメントとは、組織全体の経営に影響を及ぼす要因（環境変化（E）・経営戦略（S)・組織構造（S)・管理過程（P)＝
ESSPモデル）について効果的・効率的に運営することです。これら諸要因のうち組織の行動に最も強い影響を与えるものこそ、経営戦略に他なりませ
ん。この講義では、経営戦略の基礎的な概念や理論を学び、さらに環境・戦略・組織・管理を総合的にとらえる戦略経営について学修します。これによ
り、現実の企業行動の理解とその改善に役立てることを目的とします。

学修の到達目標
①経営戦略に関する基礎的な概念と理論について専門的な説明ができること。
②企業の多様な戦略行動の是非を判断し、改善の提案ができること。
③戦略行動と環境動向・組織構造・経営管理との関係を分析できること。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
小テスト、コメントシートを利用して理解度を確認し、その結果を翌回の授業でフィードバックします。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議／プレゼンテーション、発表、報告

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

経営戦略は企業行動を説明する上で、最も重要な要因です。経営者が策定する経営戦略によって企業生存の成否が決まると言っても過言ではないか
らです。経営戦略は、一方で環境変化（外部要因）に対して、他方で自社の組織能力（内部要因）に対して、経営者が双方をどのように認知し解釈し判
断し、双方の要求を相互に合致するように擦り合わせるなかから生まれてきます。この意味で、組織の外部要因と内部要因への十分な理解・洞察力が
求められます。したがって、経営戦略を学修するためには、受講生に相応の努力が必要になりますが、共に挑戦していきましょう。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

070

0101010

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

テキストは使用しません。
講義資料を用いて授業します。

参考書

なし

なし

なし

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 「組織の環境適応行動の枠組みと経営戦略の位置づけ」。経営戦略は
事業環境の大きな変化に直面する企業の対応行動（環境適応行動）の
模索から生まれてきました。この講ではこれまでの経営学の流れの中
に経営戦略を位置づけします。

事前学習として講義用プリントの第１講をよく読んで、不明
な点を明らかにしておくこと。事後学修として図示した「行
動の枠組み」について説明できるかどうかを自己チェックし
てください。

4時間

第2回 「ESSPモデルによる企業行動の統合的理解」。第1講から取り出した
「環境変化（E)－経営戦略（S)－組織構造（S)－管理過程（P)：ESSPモ
デル」と各要素を統合するための「適合」概念について考え、ディスカッ
ションします。

事前学習として講義用プリントの第２講をよく読んで、不明
な点を明らかにしておくこと。事後学修として「適合概念」
について説明できるかどうかを自己チェックしてください。

4時間

第3回 「環境適応理論の登場」。経営戦略は組織の環境適応行動を模索する
中から生まれてきましたが、この適応行動は最初には組織論で議論さ
れました。そこでの議論を紹介し、批判点について考え、ディスカッショ
ンします。

事前学習として講義用プリントの第３講をよく読んで、不明
な点を明らかにしておくこと。事後学修として「コンティン
ジェンシー理論の考え方」「有機的管理システム」について
説明できるかどうかを自己チェックしてください。

4時間

第4回 「戦略選択論の意義」。組織論での議論の不十分さを正面から批判した
のが、「戦略選択論」です。まさに経営者の戦略判断の重要性の指摘で
す。経営戦略論の基礎論ともいえる戦略選択論の意義について考え、
ディスカッションします。

事前学習として講義用プリントの第４講をよく読んで、不明
な点を明らかにしておくこと。事後学修として「戦略選択論
の主張」について自分なりにまとめておいてください。

4時間

第5回 「経営戦略論の生成」。経営戦略を定義し、そこに含まれるいくつかの
要素、戦略と戦術、戦略の機能などについて考え、ディスカッションしま
す。

事前学習として講義用プリントの第５講をよく読んで、不明
な点を明らかにしておくこと。事後学修として持続的競争
優位性の「持続性」の意味について説明できるかどうかを
自己チェックしてください。

4時間
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第6回 「経営戦略の構造」。経営戦略の構造として企業戦略、事業戦略、職能
戦略を取り上げ、これらについて考え、ディスカッションします。

事前学習として講義用プリントの第６講をよく読んで、不明
な点を明らかにしておくこと。事後学修として「事業戦略と
競争戦略との関係」について説明できるかどうかを自己
チェックしてください。

4時間

第7回 「企業戦略の策定と事業ポートフォリオ・マネジメント」。全社レベルの企
業戦略としてSWOT分析、事業ポートフォリオ・マネジメントを取り上げ、
これらについて考え、ディスカッションします。

事前学習として講義用プリントの第７講をよく読んで、不明
な点を明らかにしておくこと。事後学修として授業で取り上
げる事例以外にも各自で「事業ポートフォリオ・マネジメン
ト」の具体例を調べ、確認しておいてください。

4時間

第8回 「事業戦略の策定と製品－市場戦略」。事業レベルの戦略として「製
品ー市場戦略」を取り上げ、いくつかの具体例ついて考え、ディスカッ
ションします。

事前学習として講義用プリントの第８講をよく読んで、不明
な点を明らかにしておくこと。事後学修として他の「市場浸
透の具体例」について調べ、確認しておいてください。

4時間

第9回 「多角化戦略（1）－関連多角化を中心として－」。関連多角化戦略につ
いて、多角化の意義、範囲の経済、シナジー効果、利益とコストなどつ
いて考え、ディスカッションします。

事前学習として講義用プリントの第９講をよく読んで、不明
な点を明らかにしておくこと。事後学修として「フル・ライン
政策と多角化の違い」について説明できるかどうかを自己
チェックしてください。

4時間

第10回 「多角化戦略（2）－非関連多角化を中心として－」。非関連多角化戦略
について、非関連多角化の意義、その利点とリスクついて考え、ディス
カッションします。

事前学習として講義用プリントの第10講をよく読んで、不
明な点を明らかにしておくこと。事後学修として「コングロマ
リット」について説明できるかどうかを自己チェックしてくだ
さい。

4時間

第11回 「競争戦略（1）－持続的競争優位性の2つの源泉－」。持続的競争優位
の２つの源泉、つまり市場ポジショニング・アプローチと資源ベース・ア
プローチを取り上げ、両者の相互関係を考え、ディスカッションします。

事前学習として講義用プリントの第11講をよく読んで、不
明な点を明らかにしておくこと。事後学修として「コア・コン
ピテンス」について追加的に調査し、説明できるかどうかを
自己チェックしてください。

4時間

第12回 「競争戦略（2）－3つの基本競争戦略－」。コスト・リーダーシップ（低コ
スト）、差別化、集中という３つの基本競争戦略ついて考え、ディスカッ
ションします。

事前学習として講義用プリントの第12講をよく読んで、不
明な点を明らかにしておくこと。事後学修として「低コストと
差別化は両立できるか」について自分なりの結論を出して
ください。

4時間

第13回 「垂直統合戦略（1）－市場と組織－」。垂直構造、垂直統合、メイク・オ
ア・バイの決定、川上統合、川下統合などついて考え、ディスカッション
します。

事前学習として講義用プリントの第13講をよく読んで、不
明な点を明らかにしておくこと。事後学修として「リーン生
産システム」についてさらに調べ、説明できるかどうかを自
己チェックしてください。

4時間

第14回 「垂直統合戦略（2）－利益とコスト－」。日本企業の「中間組織による垂
直統合」や「垂直統合戦略の利点とコスト」などついて考え、ディスカッ
ションします。

事前学習として講義用プリントの第14講をよく読んで、不
明な点を明らかにしておくこと。事後学修として「中間組織
とは何か」について説明できるかどうかを自己チェックして
ください。

4時間

第15回 「経営戦略から戦略経営へ」。経営戦略と戦略経営の違い、「戦略型経
営」ついて考え、ディスカッションします。

事前学習として講義用プリントの第15講をよく読んで、不
明な点を明らかにしておくこと。事後学修として３つの「戦
略型」の具体例を追加的に調べ、説明できるかどうかを自
己チェックしてください。

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 人的資源管理特論　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

修士1・2水野　清

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

―

経済学研究科経営学専攻

テーマ 企業戦略とのつながりを意識した人的資源管理を学修します。

授業の目的及び概要
組織における人のマネジメントを学ぶため、経営戦略との関係や組織構築のあり方、雇用・人材育成・評価・昇進等の制度設計、グローバル化への対応
等、事例を交え学修します。

学修の到達目標
・人的資源管理に関して経営戦略との関係を説明することができる。 
・グローバル社会における雇用・人材育成・評価・昇進・賃金等の制度設計の考え方を分析することができる。 
・他者とのコミュニケーションが円滑に行える。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
・理解度確認，質問提示のため，毎回コメントシート提出する。
・質問項目の回答は次回講義において行う。
・参加者がテキストの報告を分担して行う。その際にパワーポイントによって報告資料を準備する。
・テキストの報告内容について、報告終了後、次回の振り返り時等、適宜フィードバックを行う。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議／グループワーク／プレゼンテーション、発表、報告

本科目の担当教員は、民間企業でマーケティング戦略の企画・立案や組織のマネジメント業務に従事してきた。本科目では、これらの実務経験を活かし
た授業を行う。

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

「人のマネジメントが経営全体としてどのように業績や収益の向上に寄与することができるのか」に着目して講義を展開します。
また、グローバル化がますます進展しつつあるなかで、従来の日本的経営のもとでとられてきた様々な人事慣行や制度をどのように修正し、新しいグ
ローバル時代にあった人のマネジメントの仕組みを作っていくかを重要な今日的な課題として議論していきます。
日頃から日本経済新聞やビジネス誌を読んで、世界や日本の経営事情（特に人的資源管理）に関する出来事を把握してください。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

060

020020

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

上林憲雄編著(2015)『人的資源管理』中央経済社

参考書

関口倫紀・竹内規彦・井口 知栄編著(2016)『国際人的資源管理』中央経済社

978-4-502-16961-8

978-4-502-18001-9

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 「ガイダンス」
この科目の目的・目標、授業の進め方・受け方、成績評価などについ
て、授業計画の詳細とともに説明します。
「1 人的資源管理とは何か」について学修します。

(事前学修)
この科目のシラバスを読み込み、受講するにあたってのポ
イントについて確認しておいて下さい。また、テキストの第
1章を一通り読み、予習して下さい。
(事後学修)
テキストの第1章の当該部分のレジュメ資料、ノートを読み
返し、あらためてポイントになるところは何かを考えながら
復習して下さい。

4時間

第2回 「2 人間モデル」について学修します。 (事前学修)
テキストの第2章、当該部分のレジュメ資料を一通り読み、
予習して下さい。
(事後学修)
テキストの第2章、当該部分のレジュメ資料、ノートを読み
返し、あらためてポイントになるところは何かを考えながら
復習して下さい。

4時間

第3回 「3 戦略的人的資源管理」について学修します。 (事前学修)
テキストの第3章、当該部分のレジュメ資料を一通り読み、
予習して下さい。
(事後学修)
テキストの第3章、当該部分のレジュメ資料、ノートを読み
返し、あらためてポイントになるところは何かを考えながら
復習して下さい。

4時間
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第4回 「4 組織能力」について学修します。 (事前学修)
テキストの第4章、当該部分のレジュメ資料を一通り読み、
予習して下さい。
(事後学修)
テキストの第4章、当該部分のレジュメ資料、ノートを読み
返し、あらためてポイントになるところは何かを考えながら
復習して下さい。

4時間

第5回 「5 組織構造」について学修します。 (事前学修)
テキストの第5章、当該部分のレジュメ資料を一通り読み、
予習して下さい。
(事後学修)
テキストの第5章、当該部分のレジュメ資料、ノートを読み
返し、あらためてポイントになるところは何かを考えながら
復習して下さい。

4時間

第6回 「6 モティベーション」について学修します。 (事前学修)
テキストの第6章、当該部分のレジュメ資料を一通り読み、
予習して下さい。
(事後学修)
テキストの第6章、当該部分のレジュメ資料、ノートを読み
返し、あらためてポイントになるところは何かを考えながら
復習して下さい。

4時間

第7回 「7 リーダーシップ」について学修します。 (事前学修)
テキストの第7章、当該部分のレジュメ資料を一通り読み、
予習して下さい。
(事後学修)
テキストの第7章、当該部分のレジュメ資料、ノートを読み
返し、あらためてポイントになるところは何かを考えながら
復習して下さい。

4時間

第8回 「8 コミットメント」について学修します。 (事前学修)
テキストの第8章、当該部分のレジュメ資料を一通り読み、
予習して下さい。
(事後学修)
テキストの第8章、当該部分のレジュメ資料、ノートを読み
返し、あらためてポイントになるところは何かを考えながら
復習して下さい。

4時間

第9回 「9 雇用」について学修します。 (事前学修)
テキストの第9章、当該部分のレジュメ資料を一通り読み、
予習して下さい。
(事後学修)
テキストの第9章、当該部分のレジュメ資料、ノートを読み
返し、あらためてポイントになるところは何かを考えながら
復習して下さい。

4時間

第10回 「10 人材育成」について学修します。 (事前学修)
テキストの第10章、当該部分のレジュメ資料を一通り読
み、予習して下さい。
(事後学修)
テキストの第10章、当該部分のレジュメ資料、ノートを読み
返し、あらためてポイントになるところは何かを考えながら
復習して下さい。

4時間

第11回 「11 評価」について学修します。 (事前学修)
テキストの第11章、当該部分のレジュメ資料を一通り読
み、予習して下さい。
(事後学修)
テキストの第11章、当該部分のレジュメ資料、ノートを読み
返し、あらためてポイントになるところは何かを考えながら
復習して下さい。

4時間

第12回 「12 昇進」について学修します。 (事前学修)
テキストの第12章、当該部分のレジュメ資料を一通り読
み、予習して下さい。
(事後学修)
テキストの第12章、当該部分のレジュメ資料、ノートを読み
返し、あらためてポイントになるところは何かを考えながら
復習して下さい。

4時間

第13回 「13 賃金」について学修します。 (事前学修)
テキストの第13章、当該部分のレジュメ資料を一通り読
み、予習して下さい。
(事後学修)
テキストの第13章、当該部分のレジュメ資料、ノートを読み
返し、あらためてポイントになるところは何かを考えながら
復習して下さい。

4時間

第14回 「14 労使関係」について学修します。 (事前学修)
テキストの第14章、当該部分のレジュメ資料を一通り読
み、予習して下さい。
(事後学修)
テキストの第14章、当該部分のレジュメ資料、ノートを読み
返し、あらためてポイントになるところは何かを考えながら
復習して下さい。

4時間

第15回 「15 国際的人的資源管理」について学修します。
「全体のまとめ」
これまで取り扱ってきた内容について振り返るとともに、あらためて重
要なポイントは何かについて確認します。

(事前学修)
テキストの第15章、当該部分のレジュメ資料を一通り読
み、予習して下さい。
(事後学修)
テキストの第15章、当該部分のレジュメ資料、ノートを読み
返し、あらためてポイントになるところは何かを考えながら
復習して下さい。

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 経営情報特論Ⅰ　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

修士1・2中川　隆広

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

－

経済学研究科経営学専攻

テーマ 企業における情報化について考察する

授業の目的及び概要
企業の情報化は、経営情報システムの発展とともに進化を遂げており、経営情報システムは、企業の意思決定、さらには競争力の源泉として活用され
ています。また、デジタル情報技術が劇的に進化した今日のDX（デジタルトランスフォーメーション）環境は、ビジネスの世界だけでなく、われわれ個々人
の多様な日常の社会的活動をあらゆる面で支えています。授業では、企業における情報化の発展の経緯や経営情報システムの利活用について解説を
行い、課題や今後の展望について議論し、考察を深めます。また企業の情報化について、グループワークによる議論を行い、学期末には課題を通した
学修成果をレポートとしてまとめ提出していただきます。

学修の到達目標
①経営情報システムの発展過程や基礎的な知識を身につける。
②情報化が企業経営や社会に与える影響について分析することができる。
③今後のICTの発展、社会の変革に対応するための情報システムのあるべき姿を説明することができる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
授業内で課した課題やレポートに対しては、講評を行うことでフィードバックを実施します。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議／プレゼンテーション、発表、報告

本科目の担当教員は、1986年に大手電機メーカーに入社し、物流企画部等を経て、2014年には本社情報企画部部長、2021年には本社情報戦略部部
長に就任するなど、同社の情報システムに関する実務経験を30年以上積んでいる。本科目では、これらの経験を生かした授業を行う。

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

事前事後の学修を行い、目的意識を持って授業に臨むようにしてください。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

050

05000

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

現代経営情報論、遠山曉、村田潔、古賀広志、有斐閣アルマ、2021年
第12回から第15回は講義資料を配布します。

参考書

978-4-641-22178-9
ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 企業において、DX（デジタルトランスフォーメーション）を進めるうえで、
現状を分析して経営情報システムを再構築することの重要性をディス
カッションする。

【予習】テキストの1～37ページを事前に読んで、ポイントを
自分なりに整理しておいてください。
【復習】授業で説明した内容と予習でのポイントを見直して
ください。

4時間

第2回 経営組織論、経営戦略論、システムズアプローチの基礎理論をベース
に「組織能力」「プロセス革新」についてディスカッションを行い、考察し
ます。

【予習】テキストの39～65ページを事前に読んで、ポイント
を自分なりに整理しておいてください。
【復習】授業で説明した内容と予習でのポイントを見直して
ください。

4時間

第3回 経営情報システムの変遷について解説し、今後の展望についてディス
カッションを行い、考察します。

【予習】テキストの67～90ページを事前に読んで、ポイント
を自分なりに整理しておいてください。
【復習】授業で説明した内容と予習でのポイントを見直して
ください。

4時間

第4回 情報通信技術の進展について解説し、それが企業や社会にどう影響
し、どのような課題があるかについてディスカッションを行い、考察しま
す。

【予習】テキストの91～128ページを事前に読んで、ポイント
を自分なりに整理しておいてください。
【復習】授業で説明した内容と予習でのポイントを見直して
ください。

4時間

第5回 情報システムの開発方法論が生まれた背景や意義について解説し、問
題点についてディスカッションを行い、考察します。

【予習】テキストの129～166ページを事前に読んで、ポイン
トを自分なりに整理しておいてください。
【復習】授業で説明した内容と予習でのポイントを見直して
ください。

4時間
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第6回 情報システムを適切に運用するための組織体制や運用の仕組みにつ
いてディスカッションを行い、考察します。

【予習】テキストの167～202ページを事前に読んで、ポイン
トを自分なりに整理しておいてください。
【復習】授業で説明した内容と予習でのポイントを見直して
ください。

4時間

第7回 企業が競争優位を獲得するために必要とされるビジネスイノベーション
の関連性についてディスカッションを行い、考察します。

【予習】テキストの203～230ページを事前に読んで、ポイン
トを自分なりに整理しておいてください。
【復習】授業で説明した内容と予習でのポイントを見直して
ください。

4時間

第8回 ネット・ビジネスについて解説し、今後の展望についてディスカッションを
行い、考察します。

【予習】テキストの231～266ページを事前に読んで、ポイン
トを自分なりに整理しておいてください。
【復習】授業で説明した内容と予習でのポイントを見直して
ください。

4時間

第9回 情報通信技術によってコミュニケーション活動は大きく変化した。特にコ
ロナ禍によりどのような変化をもたらしたのかについてディスカッション
を行い、考察します。

【予習】テキストの267～292ページを事前に読んで、ポイン
トを自分なりに整理しておいてください。
【復習】授業で説明した内容と予習でのポイントを見直して
ください。

4時間

第10回 ビジネスにおけるデータ活用についてビックデータ、データエンジニアリ
ング、データアナリシスの視点でディスカッションを行い、考察します。

【予習】テキストの293～323ページを事前に読んで、ポイン
トを自分なりに整理しておいてください。
【復習】授業で説明した内容と予習でのポイントを見直して
ください。

4時間

第11回 企業におけるICTの利用とそれに伴う情報行動がどのような社会的影
響力を持ち、どのような倫理問題を引き起こしうるかについてディスカッ
ションを行い、考察します。

【予習】テキストの325～353ページを事前に読んで、ポイン
トを自分なりに整理しておいてください。
【復習】授業で説明した内容と予習でのポイントを見直して
ください。

4時間

第12回 DX（デジタルトランスフォーメーション）による企業情報システム（SCM、
ECM、CRM）の変革についてディスカッションを行い、考察します。

【予習】Learning Portalに資料をアップしますので、事前に
読んで、ポイントを自分なりに整理しておいてください。
【復習】授業で説明した内容と予習でのポイントを見直して
ください。

4時間

第13回 クラウドテクノロジーによるIT企業の戦略変遷についてのディスカッショ
ンを行い、考察します。

【予習】Learning Portalに資料をアップしますので、事前に
読んで、ポイントを自分なりに整理しておいてください。
【復習】授業で説明した内容と予習でのポイントを見直して
ください。

4時間

第14回 オムニチャネルによるリアルとバーチャルに対応する情報システムの課
題についてディスカッションを行い、考察します。

【予習】Learning Portalに資料をアップしますので、事前に
読んで、ポイントを自分なりに整理しておいてください。
【復習】授業で説明した内容と予習でのポイントを見直して
ください。

4時間

第15回 これまでの授業内容についてのまとめを行った後、課題(企業における
情報化)のレポート作成を行います。

【予習】Learning Portalに資料をアップしますので、事前に
読んで、ポイントを自分なりに整理しておいてください。
【復習】課題レポートを仕上げ提出してください。

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 経営情報特論Ⅱ　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

修士1・2中川　隆広

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

－

経済学研究科経営学専攻

テーマ 企業における情報化、DX（デジタルトランスフォーメーション）についてのケーススタディを行う

授業の目的及び概要
「経営情報特論Ⅰ」で修得する知識を前提に企業の情報化を取り上げ、ケーススタディを行います。事例を通じて業務とシステム、ビジネスとシステムの
相互関係を理解してもらいます。そして企業が抱える課題に対して、経営情報の考え方に基づく解決策を提案する能力の修得を図ります。本授業では、
授業２回で一つのケーススタディを学びます。１回目の授業は企業の情報化、DXの取り組みについて、業務機能ごとに事例を説明することで理解を深
めます。２回目の授業に向けて課題を出しますので、2回目の授業では課題レポートを各自発表してもらいます、またそのレポートは提出をしてもらいま
す。

学修の到達目標
・情報システムを活用した企業活動について考察ができる力を身に付ける。
・ビジネスの変革と情報化について説明することができる。
・企業の課題を発見し、情報システムによる解決策を提案できる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
授業内で課した課題やレポートに対して、講評を行うことでフィードバックを実施します。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議／プレゼンテーション、発表、報告

本科目の担当教員は、1986年に大手電機メーカーに入社し、物流企画部等を経て、2014年には本社情報企画部部長、2021年には本社情報戦略部部
長に就任するなど、同社の情報システムに関する実務経験を30年以上積んでいる。本科目では、これらの経験を生かした授業を行う。

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

企業を取り巻く環境は大きく変化し、情報システムの役割は大きくなっています。様々な情報化の事例を学ぶことによって。経営情報について理解を深
めるとともに、課題を発見し、解決する方策を考えるマインドを身に付けましょう。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

050

05000

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

毎回講義資料としてプリントを配布します。

参考書

現代経営情報論、遠山曉、村田潔、古賀広志、有斐閣アルマ、2021年
第12回から第15回は講義資料を配布します。

なし

978-4-641-22178-9

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 企業におけるSCM(Supply Chain Management)の概要とそれを支援する
情報システムを事例で説明します。

【予習】Learning Portalの講義プリントを読んで、予習して
おいてください。
【復習】次回授業に向けて課題を出しますので、次回の授
業で発表できるようにまとめておいてください。

4時間

第2回 SCMの課題についてまとめたレポートを発表してもらいディスカッション
と講評を行います。

【予習】前回の授業(SCM)で出した課題のレポートを仕上
げて下さい。
【復習】今回の授業でディスカッションした内容を反映して
レポートをブラッシュアップしてください。レポートは提出し
てもらいます。

4時間

第3回 企業におけるECM(Engineering Chain Management)の概要とそれを支
援する情報システムを事例で説明します。

【予習】Learning Portalの講義プリントを読んで、予習して
おいてください。
【復習】次回授業に向けて課題を出しますので、次回の授
業で発表できるようにまとめておいてください。

4時間

第4回 ECMの課題についてまとめたレポートを発表してもらいディスカッション
と講評を行います。

【予習】前回の授業(ECM)で出した課題のレポートを仕上
げて下さい。
【復習】今回の授業でディスカッションした内容を反映して
レポートをブラッシュアップしてください。レポートは提出し
てもらいます。

4時間

第5回 企業におけるCRM(Customer Relationship Management)の概要とそれ
を支援する情報システムを事例で説明します。

【予習】Learning Portalの講義プリントを読んで、予習して
おいてください。
【復習】次回授業に向けて課題を出しますので、次回の授
業で発表できるようにまとめておいてください。

4時間
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第6回 CRMの課題についてまとめたレポートを発表してもらいディスカッション
と講評を行います。

【予習】前回の授業(CRM)で出した課題のレポートを仕上
げて下さい。
【復習】今回の授業でディスカッションした内容を反映して
レポートをブラッシュアップしてください。レポートは提出し
てもらいます。

4時間

第7回 企業情報システムにおけるAI(人工知能)の活用事例と事業活動へのイ
ンパクトを説明します。

【予習】Learning Portalの講義プリントを読んで、予習して
おいてください。
【復習】次回授業に向けて課題を出しますので、次回の授
業で発表できるようにまとめておいてください。

4時間

第8回 AIの課題についてまとめたレポートを発表してもらいディスカッションと
講評を行います。

【予習】前回の授業(AI)で出した課題のレポートを仕上げて
下さい。
【復習】今回の授業でディスカッションした内容を反映して
レポートをブラッシュアップしてください。レポートは提出し
てもらいます。

4時間

第9回 IOT(Internet of Things)を企業の業務生産性向上面と事業面で事例を
紹介し、今後の展望を説明します。

【予習】Learning Portalの講義プリントを読んで、予習して
おいてください。
【復習】次回授業に向けて課題を出しますので、次回の授
業で発表できるようにまとめておいてください。

4時間

第10回 IOTの課題についてまとめたレポートを発表してもらいディスカッションと
講評を行います。

【予習】前回の授業(IOT)で出した課題のレポートを仕上げ
て下さい。
【復習】今回の授業でディスカッションした内容を反映して
レポートをブラッシュアップしてください。レポートは提出し
てもらいます。

4時間

第11回 量子コンピュータの業務生産性向上面と事業面での活用可能性を紹介
し、今後の展望を説明します。

【予習】Learning Portalの講義プリントを読んで、予習して
おいてください。
【復習】次回授業に向けて課題を出しますので、次回の授
業で発表できるようにまとめておいてください。

4時間

第12回 量子コンピュータの課題についてまとめたレポートを発表してもらいディ
スカッションと講評を行います。

【予習】前回の授業(量子コンピュータ)で出した課題のレ
ポートを仕上げて下さい。
【復習】今回の授業でディスカッションした内容を反映して
レポートをブラッシュアップしてください。レポートは提出し
てもらいます。

4時間

第13回 メタバースの概要を説明し、企業の業務生産性向上面と事業面での活
用可能性を説明します。

【予習】Learning Portalの講義プリントを読んで、予習して
おいてください。
【復習】次回授業に向けて課題を出しますので、次回の授
業で発表できるようにまとめておいてください。

4時間

第14回 メタバースの課題についてまとめたレポートを発表してもらいディスカッ
ションと講評を行います。

【予習】前回の授業(メタバース)で出した課題のレポートを
仕上げて下さい。
【復習】今回の授業でディスカッションした内容を反映して
レポートをブラッシュアップしてください。レポートは提出し
てもらいます。

4時間

第15回 今回の授業全体のまとめを行い、それぞれが作成したレポートの振り
返りを行います。

【予習】これまで作成したレポートの内容を確認して仕上げ
て下さい。
【復習】授業終了後にすべてのレポートを提出して下さい。

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 情報処理特論　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

修士1・2津田　博

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

―

経済学研究科経営学専攻

テーマ 情報処理の発展形態としてのデータサイエンス、プログラミングによるデータ分析を実践する。

授業の目的及び概要
本講義では、現代の企業経営において必要とされるデータの活用・分析能力を身につけるために、データからある知見を抽出し活用するための手法を
修得することを目的とする。Pythonを用いたデータ解析によって情報処理の実践的な能力を養成する。

学修の到達目標
１．Pythonの基本的な文法を理解し、コーディングをすることができる。
２．Pythonライブラリを使ってデータを分析することができる。
３．確率・統計理論に基づくデータ解析手法と機械学習の原理修得する。
４．データに基づいて科学的に考えることにより問題解決に取り組む力を養う。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
前回の復習を兼ねて毎回提出される課題について講評・コメントします。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ＰＣを用いた実技

本科目の担当教員は、民間企業でシステム開発担当者としての業務経験を持ち、システム開発やプログラミングなどの豊富な経験を有する。本科目で
は、これらの実務経験を活かした授業を行う。

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

毎回の演習課題のレポート提出を求めます。しっかりと完成するようにしてください。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

00

050050

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

講義プリントを配布します。

参考書

①Pythonによるあたらしいデータ分析の教科書，寺田学・辻真吾・鈴木たかのり・福島慎太朗，翔泳社，2018
年
②Pythonで学ぶあたらしい統計学の教科書，馬場真哉，翔泳社，2018年

なし

①9784798158341
②9784798155067

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 Pythonプログラミングを学習する意義と実行環境の構築
・基本演算と変数

Learning Portalの講義プリントをよく読み、演習課題につい
て、予習しておくようにして下さい。（2時間）
授業中に解説したプログラミング演習課題を自ら実行し、
レポートを提出して下さい。（2時間）

4時間

第2回 Pythonプログラミングの基礎
・制御構造
・要素をもつデータ型

Learning Portalの講義プリントをよく読み、演習課題につい
て、予習しておくようにして下さい。（2時間）
授業中に解説したプログラミング演習課題を自ら実行し、
レポートを提出して下さい。（2時間）

4時間

第3回 Pythonプログラミングの基礎
・関数の利用
・引数と戻り値

Learning Portalの講義プリントをよく読み、演習課題につい
て、予習しておくようにして下さい。（2時間）
授業中に解説したプログラミング演習課題を自ら実行し、
レポートを提出して下さい。（2時間）

4時間

第4回 データベース
・データの形式と蓄積方法
・データサイエンスでのデータの利用
・データベースの種類とその使い分け

Learning Portalの講義プリントをよく読み、演習課題につい
て、予習しておくようにして下さい。（2時間）
授業中に解説したプログラミング演習課題を自ら実行し、
レポートを提出して下さい。（2時間）

4時間

第5回 画像データの処理
・画像を扱う準備
・画像データの基本
・簡単な画像の処理

Learning Portalの講義プリントをよく読み、演習課題につい
て、予習しておくようにして下さい。（2時間）
授業中に解説したプログラミング演習課題を自ら実行し、
レポートを提出して下さい。（2時間）

4時間
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第6回 自然言語の処理
・形態素解析
・Bag of Words(Bow)
・TF-IDF
・極性判定

Learning Portalの講義プリントをよく読み、演習課題につい
て、予習しておくようにして下さい。（2時間）
授業中に解説したプログラミング演習課題を自ら実行し、
レポートを提出して下さい。（2時間）

4時間

第7回 スクレイピング
・スクレイピングとは
・Webページから要素を取り出す
・スクレイピングで気をつけること

Learning Portalの講義プリントをよく読み、演習課題につい
て、予習しておくようにして下さい。（2時間）
授業中に解説したプログラミング演習課題を自ら実行し、
レポートを提出して下さい。（2時間）

4時間

第8回 回帰分析と主成分分析
・単回帰分析
・重回帰分析
・主成分分析

Learning Portalの講義プリントをよく読み、演習課題につい
て、予習しておくようにして下さい。（2時間）
授業中に解説したプログラミング演習課題を自ら実行し、
レポートを提出して下さい。（2時間）

4時間

第9回 分類
・決定木による二値分類
・k-近傍法による分類

Learning Portalの講義プリントをよく読み、演習課題につい
て、予習しておくようにして下さい。（2時間）
授業中に解説したプログラミング演習課題を自ら実行し、
レポートを提出して下さい。（2時間）

4時間

第10回 クラスタリング
・階層的クラスタリング
・k-means法によるクラスタリング

Learning Portalの講義プリントをよく読み、演習課題につい
て、予習しておくようにして下さい。（2時間）
授業中に解説したプログラミング演習課題を自ら実行し、
レポートを提出して下さい。（2時間）

4時間

第11回 正規分布とその応用
・確率密度
・累積分布関数
・パーセント点

Learning Portalの講義プリントをよく読み、演習課題につい
て、予習しておくようにして下さい。（2時間）
授業中に解説したプログラミング演習課題を自ら実行し、
レポートを提出して下さい。（2時間）

4時間

第12回 推定
・点推定
・区間推定
・信頼区間の幅を決める要素

Learning Portalの講義プリントをよく読み、演習課題につい
て、予習しておくようにして下さい。（2時間）
授業中に解説したプログラミング演習課題を自ら実行し、
レポートを提出して下さい。（2時間）

4時間

第13回 統計的仮説検定
・基本的な仮説検定
・１変量データのt検定

Learning Portalの講義プリントをよく読み、演習課題につい
て、予習しておくようにして下さい。（2時間）
授業中に解説したプログラミング演習課題を自ら実行し、
レポートを提出して下さい。（2時間）

4時間

第14回 平均値の差の検定
・２郡のデータに対するt検定
・対応のあるt検定
・対応のないt検定

Learning Portalの講義プリントをよく読み、演習課題につい
て、予習しておくようにして下さい。（2時間）
授業中に解説したプログラミング演習課題を自ら実行し、
レポートを提出して下さい。（2時間）

4時間

第15回 検定の結果の解釈
まとめ

授業中に取り組んだ演習課題を復習し、よく理解しておい
て下さい。

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 マネジメントサイエンス特論　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

修士1・2市橋　秀友

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

―

経済学研究科経営学専攻

テーマ 企業の意思決定をより合理的にするための数学的・統計学的手法である、オペレーションズリサーチ(OR)やコンピュータサイエンス、データサイエンス

授業の目的及び概要
本講義では、生産計画、物流・輸送計画、品質管理、などの企業の意思決定をより合理的に行うことを目的とした、数学的・統計学的手法の知識や技能
を修得する。そのために、統計的手法やオペレーションズリサーチで用いられる最適化手法について講義する。需要予測や品質管理の仕組みを理解す
るためにプログラミング演習を各自行う。生産計画や輸送計画の最適性の分析とその評価や品質管理のために、例題に基づいたシミュレーションや、エ
クセルのLPソールバーを用いて取り組み、知識と技能の定着を図る。

学修の到達目標
生産計画、品質管理のための数理的・統計的手法を理解し、線形計画法による、物流・輸送計画、新規事業計画等のベストミックスを決定する方法を各
自の計算機を用いて理解する。オペレーションズリサーチについての実践的な能力を持つことを目標とします。そのために、確率・統計理論に基づくシ
ミュレーション技法やその計算機プログラミングと共に、ケーススタディに基づいて、経営意思決定に必要な線形計画法をエクセルのソールバーで実行
することで理解します。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
―

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
毎回の講義でLearning Portalに提出された前回レポートの中から模範解答を選び、講評・解説を行います。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ＰＣを用いた実技

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

講義資料を用いて予習・復習をしてください。できるだけ、自分のノートパソコンを授業に持参して、プログラムやEXCELを使って計算を実践するようにし
てください。授業後のプログラミング実践やレポートの作成には大学のPCを用いるのが確実ですが、各自のノートパソコンでも、プログラミングの環境設
定することで実行可能です。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

040

020040

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

テキスト指定は行いません。必要な資料を適宜配布します。

参考書

なし
ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 不確実性の下での意思決定(1)：確率・統計とシミュレーションの
MATLABプログラミングの実践を通じて学習します。

Learning Portalの第１回講義プリントをよく読み、課題につ
いて、予習しておくようにして下さい（2時間程度）。
授業中に取り組んだ課題を復習し、各自または大学のPC
でプログラミングを実行してよく理解しておいて下さい（2時
間程度）。

4時間

第2回 不確実性の下での意思決定 (２）：誕生日問題などの確率を用いる問題
を取り上げ、その理論確率とモンテカルロシミュレーションのプログラミ
ングに取り組みます。

Learning Portalの第２回講義プリントをよく読み、課題につ
いて、予習しておくようにして下さい（2時間程度）。
授業中に取り組んだ課題を復習し、各自または大学のPC
でプログラミングを実行してよく理解しておいて下さい（2時
間程度）。

4時間

第3回 時系列の移動平均、指数平滑：株価変動の傾向を知る、感染者数の傾
向を知る

Learning Portalの講義プリントをよく読み、課題について、
予習しておくようにして下さい（2時間程度）。
授業中に取り組んだ課題を復習し、各自または大学のPC
でプログラミングを実行してよく理解しておいて下さい（2時
間程度）。

4時間

第4回 傾向分析(季節調整法)：需要予測の簡便な方法、回帰分析 Learning Portalの講義プリントをよく読み、課題について、
予習しておくようにして下さい（2時間程度）。
授業中に取り組んだ課題を復習し、各自または大学のPC
でプログラミングを実行してよく理解しておいて下さい（2時
間程度）。

4時間
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第5回 相関係数と統計的検定 ：シミュレーションによる相関係数とt統計量、正
規乱数

Learning Portalの講義プリントをよく読み、課題について、
予習しておくようにして下さい（2時間程度）。
授業中に取り組んだ課題を復習し、各自または大学のPC
でプログラミングを実行してよく理解しておいて下さい（2時
間程度）。

4時間

第6回 統計的品質管理：順列・組み合わせ、二項分布、抜き取り検査、生産者
危険と消費者危険

Learning Portalの講義プリントをよく読み、課題について、
予習しておくようにして下さい（2時間程度）。
授業中に取り組んだ課題を復習し、各自または大学のPC
でプログラミングを実行してよく理解しておいて下さい（2時
間程度）。

4時間

第7回 階層化意思決定法（AHP，Analytic Hierarchy Process）：一対比較によ
る評価

Learning Portalの講義プリントをよく読み、課題について、
予習しておくようにして下さい（2時間程度）。
授業中に取り組んだ課題を復習し、各自または大学のPC
でプログラミングを実行してよく理解しておいて下さい（2時
間程度）。

4時間

第8回 線形計画法(1)：図的解法 Learning Portalの講義プリントをよく読み、課題について、
予習しておくようにして下さい（2時間程度）。
授業中に取り組んだ課題を復習し、各自または大学のPC
でプログラミングを実行してよく理解しておいて下さい（2時
間程度）。

4時間

第9回 線形計画法(2)：生産計画 Learning Portalの講義プリントをよく読み、課題について、
予習しておくようにして下さい（2時間程度）。
授業中に取り組んだ課題を復習し、各自または大学のPC
でEXCELを実行してよく理解しておいて下さい（2時間程
度）。

4時間

第10回 線形計画法(3)：輸送問題 Learning Portalの講義プリントをよく読み、課題について、
予習しておくようにして下さい（2時間程度）。
授業中に取り組んだ課題を復習し、各自または大学のPC
でEXCELを実行してよく理解しておいて下さい（2時間程
度）。

4時間

第11回 線形計画法(4)：ベストミックス問題 Learning Portalの講義プリントをよく読み、課題について、
予習しておくようにして下さい（2時間程度）。
授業中に取り組んだ課題を復習し、各自または大学のPC
でEXCELを実行してよく理解しておいて下さい（2時間程
度）。

4時間

第12回 人工知能(1)：人工知能研究の歴史的な経過と最近の話題 Learning Portalの講義プリントをよく読み、課題について、
予習しておくようにして下さい（2時間程度）。
授業中に取り組んだ課題を復習し、各自または大学のPC
でプログラムやEXCELを実行してよく理解しておいて下さ
い（2時間程度）。

4時間

第13回 人工知能(2)：ニューラルネットワークの数学モデル Learning Portalの講義プリントをよく読み、課題について、
予習しておくようにして下さい（2時間程度）。
授業中に取り組んだ課題を復習しよく理解しておいて下さ
い（2時間程度）。

4時間

第14回 第７回までの講義内容について復習とディスカッションを行います。 第７回までのLearning Portalの講義プリントをよく読み、復
習しておくようにして下さい（2時間程度）。
授業中に取り組んだ課題を復習し、各自または大学のPC
でプログラムやEXCELを実行してよく理解しておいて下さ
い（2時間程度）。

4時間

第15回 講義のまとめと、期末レポートの内容についてディスカッションします。 第８回から第１３回までのLearning Portalの講義プリントを
よく読み、復習しておくようにして下さい（2時間程度）。
授業中に取り組んだ課題を復習し、各自または大学のPC
でプログラムやEXCELを実行してよく理解しておいて下さ
い（2時間程度）。

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 マーケティングリサーチ特論　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

修士2深瀬　澄

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

―

経済学研究科経営学専攻

テーマ 市場動向と消費行動の分析手法

授業の目的及び概要
本講義では、製品開発、広告、市場導入、ブランド化、顧客創造など、マーケティングの各段階の問題を分析対象とします。どれも私たちの日常生活に
身近なテーマですが、経営が求める解決策を得るのはそうたやすくありません。生活様式の変化やインターネット・SNSの出現等によって、消費者の情
報伝達経路、行動価値観が、これまでとは大きく変化してきているからです。そこで本講義では、マーケティングにおける具体的なシーンでの状況を「経
験や勘や度胸（KKD）」に頼らずに、市場と消費者を読み解くためのさまざまな統計手法を駆使し、科学的な分析力を養い、迅速で的確な「次の一手」を
講じていくことを目指します。フリーの統計ソフトを用いて、実際に科学的な分析にトライしながら学びます。
実証分析によるアプローチをしている受講生の研究については、本人の希望があれば、学外の学会報告、論文投稿のレベルに引き上げるよう支援もし
ます。

学修の到達目標
１．学会報告を経験する。
２．学外の研究コンテストに論文を投稿する。

上記目標の達成には、以下をクリアすることが必要である。
３．科学的な思考法力（数式計算も含む）と、解りやすく説明するためのスキルを向上させる。
４．市場と消費者を読み解くためのさまざまなマーケティング・リサーチの手法を修得する。
５．そのために、Excel以外のフリーソフトの操作方法にも慣れる必要がある。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
必修科目
先修条件：研究指導Ⅰ

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
メインとなる学修はゼミ形式によるテキストの輪読であり、理解を助け実践力を養うために、適宜、フリーソフトを利用してパソコン実習も行う。
テキストを輪読し、マーケティングの各段階での目的に応じて用いられるリサーチ手法の考え方を学ぶ。
毎回、全員に下読みをしてきてもらい、理解できなかった箇所とその理由を授業始めに答えてもらう。
報告者はテキストを丸読みするのではなく、報告資料（Word版）を配り、プロジェクターを使用して、理解できた内容をわかりやすく解説することを期待す
る。
教員より報告に対するフィードバックを行い、必要に応じて補足説明をする。報告の後、マーケティング担当者が現場でとるべき行動について話し合いも
行う。

アクティブ・ラーニング
の取組み

PBL（課題解決型学習）／ディスカッション、ディベート、討議／グループワーク／プレゼンテーション、発表、報告／実習、フィールドワーク、学外見学／
ＰＣを用いた実技

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

データサイエンス・コースとして、修士論文には、文献研究に加えて、実証研究または理論研究の要素を含むことを期待する。
修士レベルの統計手法は、標準のEXCELには装備されていないため、専門的なソフトウエアの使い方にも習熟する必要がある。
実証研究では、分析結果が仮説と乖離し、計画とおりに進捗しない場合もある。
苦しい状況下でも研究倫理を遵守して前進させる強靱な精神力と、柔軟な対応力が必要である。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

50
修士論文における実証分析

00

020030

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

照井伸彦・佐藤忠彦『現代マーケティング・リサーチ』、、2013年以降　有斐閣2700円＋税

参考書

照井伸彦・ウィラン＝ドニ＝ダハナ・伴正隆『マーケティングの統計分析』（統計科学のプラクティス・シリーズ３）
朝倉書店、ISBN978-4-254-12813-0、2010年以降、3200円＋税
古川一郎・守口剛・阿部誠『マーケティング・サイエンス入門　市場対応の科学的マネジメント』有斐閣アルマ、
ISBN978-4、2100円＋税

ISBN978-641-16416-1

なし

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 第１回 　ガイダンス
前期の授業のねらいと進め方など授業の概要を説明する。

【復習】次回からの実習に備え。フリーのソフトウエアＲをイ
ンストールして、動作を確認しておいて下さい。

4時間

第2回 第２回 
データの取得と整理

【予習】テキストの第２章を熟読してきてください（2時間程
度）。
【復習】フリーのソフトウエアＲで、分析を実習して下さい（2
時間程度）。

4時間

第3回 第３回 
サンプリング

【予習】テキストの第３章を熟読してきてください（2時間程
度）。
【復習】フリーのソフトウエアＲで、分析を実習して下さい（2
時間程度）。

4時間
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第4回 第４回 　市場反応分析（Ⅰ）
回帰モデル
重回帰モデル
弾力性

【予習】テキストの第５章を熟読してきてください（2時間程
度）。
【復習】フリーのソフトウエアＲで、分析を実習して下さい（2
時間程度）。

4時間

第5回 第５回　市場の発見と知覚マップ 　
因子分析によるブランド力調査

【予習】テキストの第６章を熟読してきてください（2時間程
度）。
【復習】フリーのソフトウエアＲで、分析を実習して下さい（2
時間程度）。

4時間

第6回 第６回 　市場セグメンテーションとターゲティング
STPアプローチ
クラスター分析

【予習】テキストの第７章を熟読してきてください（2時間程
度）。
【復習】フリーのソフトウエアＲで、分析を実習して下さい（2
時間程度）。

4時間

第7回 第７回　 製品開発
コンジョイント分析よる消費効用測定

【予習】テキストの第８章を熟読してきてください（2時間程
度）。
【復習】フリーのソフトウエアＲで、分析を実習して下さい（2
時間程度）。

4時間

第8回 第８回 　新製品の普及
バスモデル

【予習】テキストの第９章を熟読してきてください（2時間程
度）。
【復習】フリーのソフトウエアＲで、分析を実習して下さい（2
時間程度）。

4時間

第9回 第９回 　顧客の管理
RFM分析
分散分析
ロジスティック回帰分析

【予習】テキストの第10章を熟読してきてください（2時間程
度）。
【復習】フリーのソフトウエアＲで、分析を実習して下さい（2
時間程度）。

4時間

第10回 第１０回 　市場反応分析（Ⅱ）
離散選択モデルによるブランド選択分析

【予習】テキストの第11章を熟読してきてください（2時間程
度）。
【復習】フリーのソフトウエアＲで、分析を実習して下さい（2
時間程度）。

4時間

第11回 第１１回 　ブランドと属性の同時マップ
コレスポンデンス分析による顧客のポジショニング

【予習】テキストの第12章を熟読してきてください（2時間程
度）。
【復習】フリーのソフトウエアＲで、分析を実習して下さい（2
時間程度）。

4時間

第12回 第１２回 　マーケットバスケットとクロスセリング
アソシエーション分析による関連商品の紹介

【予習】テキストの第13章を熟読してきてください（2時間程
度）。
【復習】フリーのソフトウエアＲで、分析を実習して下さい（2
時間程度）。

4時間

第13回 第１３回 　定性調査データの分析
共分散構造分析による顧客満足度分析

【予習】テキストの第章を熟読してきてください（2時間程
度）。
【復習】フリーのソフトウエアＲで、分析を実習して下さい（2
時間程度）。

4時間

第14回 第１４回 　修士論文の報告と指導 各自の研究の実証分析の部分をバージョンアップして下さ
い。

4時間

第15回 第１５回 　修士論文の報告と指導 各自の研究の実証分析の部分をバージョンアップして下さ
い。

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 ビジネス統計特論　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

修士1・2深瀬　澄

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

―

経済学研究科経営学専攻

テーマ 量的データ活用による経営学研究への定量分析的アプローチ法

授業の目的及び概要
マーケティング・商品開発、行動経済学、人的資源管理、管理会計分野の卒業論文の作成において、学術的な実証的研究をするために必要な統計分
析手法について手ほどきをする。授業で採り上げる分析手法については、経営学分野を中心とする様々な社会科学・人文科学系の学会を梯子して拝聴
し、最近の学会報告の中で用いられていた手法の中から比較的易しく、
初心者にも扱えそうなものを集めている。PC実習では、経営学分野のデータはあまり使用できないのだが、意思決定、モチベーション、購買心理、無形
資産等々の研究には、「意識・感情」等の目に見えない「構成概念」を研究対象とする心理学分野の研究に用いられる統計手法が最も役立つと考えてい
る。

学修の到達目標
１．因子分析を用いて、インタンジブルな影響要因の本質を解明し、影響力を測定できる。
２．重回帰分析で生じる統計的な問題に対して適切に対処し、結論を誤らずに導くことができる。
３．複数の集団間における２時点間の変化量の平均差について、初期値が異なる場合でも統計的に調整して、仮説検定をすることができる。
４．原因と結果との因果関係に対して、外部から影響を与える調整効果の影響力の強さを求めることができる。
５．例えば、品質向上による売上増への直接効果に加え、これに伴い発生する値上げによる間接効果（媒介効果）の強さを求めることができる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
１．講義内容に関する質問については、授業内で受け付けて回答する。
２．PC実習の質問については、復習時にオンデマンド動画で対応する。
３．テストに対しては、正解と講評を示しフィードバックする。
４．授業改善のためのアンケートを実施し、回答結果に対する改善案を示しフィードバックする。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議／実習、フィールドワーク、学外見学／ＰＣを用いた実技／反転授業

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

英国で研究をされた亀田教授によれば、世界標準の経営学研究は、理論をより厳密化し科学的に考察するために、統計分析を重視する潮流がみられ
るそうである。
現在では、研究手法が従来のケーススタディを中心とする帰納法的アプローチから、仮説を立ててデータを集め、統計処理して分析する演繹的アプロー
チが主流になっている。
ここで、研究テーマは無数にあるが、分析に用いる統計手法は限られていることに気づいて欲しい。つまり分野横断的に分析の流れは類似しており、特
にマーケティング分野では
消費者心理、購買行動、商品開発、広告効果、デザイン選好等の分析に心理学的な統計手法が積極的に導入されてきたのである。

本授業で扱う多変量解析や媒介効果分析等は、大学院生も共通に学んでいる分析手法で、Excelで分析できるレベルを超えているため、PC実習では専
門のフリーソフトを用いる。
原則として、「ビジネス統計学Ⅰ・Ⅱ」の単位を取得し、マーケィングや製品開発の専門職、大学院進学志望、学生研究発表大会や懸賞論文等で勝負に
出たい人等を対象としている。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

0
0

300

300040

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

『社会心理学のための統計学』、清水裕士・荘島宏二郎、誠信書、2017年、2800円＋税

参考書

①石川美智子・松本みゆき『教育を科学する力、教師のための量的・質的研究方法』、学術出版界、3000円＋
税
②田村正紀『リサーチ・デザイン』白桃書房、2381円＋税

ISBN978-4-414-30189-2、
C3311

①ISBN978-4-86584-319-4
②ISBN978-4-561-26457-6

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 第１章　心についての構成概念の測定①
「構成概念」の測定尺度と実習で使うソフトウエア１

「態度」とは、体験より獲得する心の状態で、人の周りの対象に対して、
行動を起こしたり変えたりする構成概念である。例えばファンの心理を
直接に測定することはできないが、支援願望、憧憬、到達目標、生き甲
斐、献身・自己犠牲等の感情の度合いより推定される。このようにそれ
自体は直接には観測できないが、現象を説明するのに便利な科学的な
仮定を構成概念という。構成概念の測定法を「態度」を事例として講義
する。

テキストpp.1-18を理解すること。
【予習】オンデマンドの講義動画教材を視聴してきてくださ
い（2時間）
【復習】フリーソフトウエアをインストールして、動作を確認
して下さい。（2時間）

4時間
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第2回 第１章　心についての構成概念の測定②
「構成概念」の測定尺度と実習で使うソフトウエア２

第１講　「自尊心」の測定方法
第２講　分析に用いる統計手法
第3講　フリーソフトウエアによるPC実習：　データ読込、データ変換、基
本統計、ヒストグラム、I-T相関

【予習】テキストpp.1-18を熟読してくること（2時間）
【復習】オンデマンドのPC実習動画教材を視聴し。実習課
題を提出して下さい（2時間）

4時間

第3回 第２章　対人認知構造を明らかにする
因子分析1　潜在因子の抽出

無数にある色彩も、わずか３色の原色で構成されている。このように複
雑な観測データ（結果）を、少ない潜在因子（原因とする構成概念）に集
約し、因子の意味を割り出す統計手法を因子分析という。
「他人に対する印象形成の構造解明」を分析事例とし、因子分析の手
法を説明する。
ある人物Aの印象について10項目の質問を行い得られた回答者200人
の評価結果より、人の印象がどのような潜在的要因によって形成され
ているのか、因子分析による構造解明を実習する

テキストpp.20-28を理解すること。
【予習】オンデマンドの講義動画教材を視聴してきてくださ
い（2時間）
【復習】オンデマンドのPC実習動画教材を視聴し。実習課
題を提出して下さい（2時間）。

4時間

第4回 第２章　対人認知構造を明らかにする②
因子分析3　因子得点と尺度得点による類型化とポジショニング

人は幼児期の親子関係から愛情を得るための心の仕組み（愛着）を形
成し（内的作業モデル）、成人後の自己や他者に対して持つ期待や信
念の個人差のことを「成人の愛着スタイル」という。
「成人の愛着スタイル」について、Bartholmew&Hoerwitz(1991)は、「自
己に対する自信」と「他者に対する信頼」の測定尺度による座標系を想
定し、それぞれの回答者を座標上の因子得点（構成概念の測定値）に
位置付け、４タイプに類型化した。ここでは、日本の測定尺度研究事例
の短縮版を用いて、サンプルデータの類型化を実習する。

第１講　因子分析の理論
第２講　因子分析の手順と分析
第３講　パソコン実習（別の動画）
第４講　マーケティングリサーチへの応用

テキストpp.29-39を理解すること。
【予習】オンデマンドの講義動画教材を視聴してきてくださ
い（2時間）
【復習】オンデマンドのPC実習動画教材を視聴し。実習課
題を提出して下さい（2時間）。

4時間

第5回 第３章　他者への期待や信念の類型化－尺度の信頼性と妥当性
因子分析4　因子分析のディテールよ分析結果の評価

前回作成した因子得点を測定する評価尺度の信頼性（安定性と一貫
性）をクローンバックα係数、ω係数等を用いて評価し、妥当性（関連基
準、内容的、構成概念）についても検討をする。

第1項　マーケティングにおける他者理解の意義
第2講　愛着スタイルと先行研究
第3講　実習の分析内容：「学生の恋人に対する想い」
第4講　因子分析３（上級者編）
第5講　尺度の信頼性と妥当性の検討
第6講　被験者の測定結果

テキストpp.40-56を理解すること。
【予習】オンデマンドの講義動画教材を視聴してきてくださ
い（2時間）
【復習】オンデマンドのPC実習動画教材を視聴し。実習課
題を提出して下さい（2時間）

4時間

第6回 第４章　似ている人は好き ①
回帰分析1　単回帰分析と分析結果の評価

他者のことを好きになることを「対人魅力」という。Byrne＆Nelson
（1965）による「初対面でも、自分と「態度」が似ている人を好きになる」と
する「類似性魅力仮説」の実証事例について、単回帰分析の実習をす
る。単回帰の既習者も多いだろうが、ここではより専門的に、回帰分析
を実行するための前提（残差の独立性・分散均一性・正規性）や予測力
の評価にも留意する。

第1講　類似性魅力仮説
第2講　回帰分析の理論
第3講　本日の実習概要
第4講　出力結果の解釈

テキストpp.57-72を理解すること。
【予習】オンデマンドの講義動画教材を視聴してきてくださ
い（2時間）
【復習】オンデマンドのPC実習動画教材を視聴し。実習課
題を提出して下さい（2時間）。

4時間

第7回 第５章　一緒にいたい気持ちを予測する　
回帰分析2　重回帰分析に因子分析の結果を利用する

「ある対象と関りをもちたい」という心理的な強度を「コミットメント」とい
う。Rusbult（1980）は、「対人関係へのコミットメントがどのように形成さ
れるのか」について、「コミットメント＝関係に近づける力−遠避ける力＋
留めようとする力」の葛藤であるとする「投資モデル」を用いて解明し
た。しかし、分析に用いるデータは構成概念であり直接には計測できな
い。そこで因子分析によりこれらの因子得点を測定し、重回帰分析に利
用するのである。
「コミットメントを予測する投資モデル」にいて、３つの説明変数の影響
力を比較し、多重共線性の問題とその解決について検討する。

第1講　イントロダクション
第2講　ラズバルトの投資モデル
第3講　本日の実習概要
第4講　重回帰分析と偏回帰係数
第5講　効果量と標準偏回帰係数
第6講　多重共線性の問題

テキストpp.73-90を理解すること。
【予習】オンデマンドの講義動画教材を視聴してきてくださ
い（2時間）
【復習】オンデマンドのPC実習動画教材を視聴し。実習課
題を提出して下さい（2時間）

4時間

第8回 中間試験の講評と正解

第１講　中間試験の講評
第２講　中間試験の正解
第３講　授業改善アンケート結果報告

試験範囲の復習（3時間）
中間試験を受験（1時間）

4時間

第9回 第6章　集団への所属意識を予測するものは①
共分散分析(ANCOVA)1　効果比較の分析

変数間の因果関係を分析する「共分散構造分析」と、グループ間の平
均との差を検定する「共分散分析」は別な分析手法である。共分散分析
を学ぶ前の準備として、分散分析を復習しておく。

第1講　一要因分散分析
第2講　2要因分散分析とは
第3講　2要因分散分析の理論
第4講　多重比較の補足説明

テキストにはありません
【予習】オンデマンドの講義動画教材を視聴してきてくださ
い（2時間）
【復習】オンデマンドのPC実習動画教材を視聴し。実習課
題を提出して下さい（2時間）

4時間
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第10回 第6章　集団への所属意識を予測するものは②

共分散分析(ANCOVA)2　共分散分析と重回帰分析の関係
自分を集団によって定義したり認識することを「社会的アイデンティティ」
といい、それは集団内における他集団との区別の意識の有無より実証
される。「他社との比較」により、「自社への愛着度」が高まるかを共分
散分析により検証する。この分析に必要な不等価群事前事後テスト計
画、余剰変数の統制、共変量などの考え方について講義する。「他社と
の比較」意識による「自社への愛着度」の促進効果について、①実験群
と統制群との「共分散分析」、②ダミー変数を用いた重回帰分析によっ
て、分析実習をする。

第０講　インターナルマーケティング
第１講　社会的アイデンティティ理論
第２講　実験と準実験
第３講　共分散分析
第４講　共分散分析と重回帰分析

テキストpp.91-106を理解すること。
【予習】オンデマンドの講義動画教材を視聴してきてくださ
い（2時間）
【復習】オンデマンドのPC実習動画教材を視聴し。実習課
題を提出して下さい（2時間）。

4時間

第11回 第7章　リーダーシップ・スタイルの相乗効果
階層的重回帰分析と調整効果分析1　調整効果分析の概要

三隅(1996)のPM理論では、リーダーシップの機能には、P
（Performance：課題達成）機能と M(Maintenance：関係維持)機能の２つ
があるとし、リーダーシップ・スタイルを両機能の高低の組合せで４つに
類型化した。P型リーダー、M型リーダーによるモチベーション管理にお
いて、残る他方の機能による調整効果（相乗効果）について、階層的重
回帰分析を用いて検証する。モチベーション管理におけるP型

テキストpp.107-124を理解すること。
【予習】オンデマンドの講義動画教材を視聴してきてくださ
い（2時間）
【復習】オンデマンドのPC実習動画教材を視聴し。実習課
題を提出して下さい（2時間）。

4時間

第12回 第８章　心の文化差を説明する媒介効果分析
媒介効果分析

「自分に対して、人は危害を加えない」という意識を一般的信頼という。
Yuuki et al.(2007)は、「流動性が高い環境では一般的信頼が必要だ
が、人間関係が固定的な環境では不要」、すなわち、「関係流動性が一
般的信頼に関する文化の差の要因である」とした。「日米間の一般的信
頼の文化の差に、関係流動性が影響している」という仮説について、媒
介分析による4段階の手続きを踏む実証を実習する。さらに「日米間の
一般的信頼の文化の差における関係流動性による間接効果」の有意
性について、①ソベル検定、②ブートストラップ法を用いた検定を実習
する。

第1講　文化による心の違い
第2講　本日の実習課題
第3講　媒介効果分析
第4講　媒介効果分析の実践
第5講　間接効果の検定
第6講　間接効果と直接効果

テキストpp119-133を理解すること。
【予習】オンデマンドの講義動画教材を視聴してきてくださ
い（2時間）
【復習】オンデマンドのPC実習動画教材を視聴し。実習課
題を提出して下さい（2時間）

4時間

第13回 定性分析と数量化理論

第１講　授業アンケートの講評
第２講　定量分析と定性分析　
第３講　 χ2（カイ2乗）検定
第４講　残差分析
第５講　コレスポンデンス分析
第６講　クラスター分析
第７講　混合分布モデル

テキストにはありません。
【予習】オンデマンドの講義動画教材を視聴してきてくださ
い（2時間）
【復習】オンデマンドのPC実習動画教材を視聴し。実習課
題を提出して下さい（2時間）

4時間

第14回 一般化線形回帰

第１講　一般化線形回帰分析
第２講　ロジスティック回帰分析の考え方
第３講　ロジスティック回帰分析の例題
第４講　シグモインド関数とロジスティック関数
第５講　プロビット回帰分析とトービット回帰分析

テキストにはありません
【予習】オンデマンドの講義動画教材を視聴してきてくださ
い（2時間）
【復習】オンデマンドのPC実習動画教材を視聴し。実習課
題を提出して下さい（2時間）。

4時間

第15回 学期末試験の講評と正解

第１講　学期末試験の講評
第２講　学期末試験の正解
第３講　大学院生の研究紹介

試験範囲の復習（3時間）
学期末試験を受験（1時間）

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 財務会計特論Ⅰ　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

修士1・2島本　克彦

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

―

経済学研究科経営学専攻

テーマ 財務会計の基礎理論を学ぶ

授業の目的及び概要
本講義では、企業の情報開示制度における中心的手段である財務諸表について、当該制度が成立する歴史的背景を理解し、各財務諸表要素の認
識、測定および表示・開示に関する基本的思考を中心に検討し、営利組織体の財務会計問題を中心に考察する。そして、財務諸表の経済社会におけ
る役立ちと、その作成の基礎にある思考について理解し、現代経済社会における財務会計問題の解決策についてディスカッションできる能力を修得す

学修の到達目標
この授業では、企業の情報開示制度における中心的手段である財務諸表について、当該制度が成立する歴史的背景を理解し、各財務諸表要素の認
識、測定および表示・開示に関する基本的思考を修得し、財務会計の課題や問題を発見ことができる。さらに、比較の対象として非営利組織体の財務
会計問題ついても取り上げ、現代経済社会における財務会計問題の解決策を提案できる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
—

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
課題については、授業中に解説及び講評を行う。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議／プレゼンテーション、発表、報告

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

この科目を深く理解するためには、簿記の知識が必須となる。各自簿記については学んでおくようにする。また、講義に出席し、参考書や配布資料を利
用して事前・事後学修を必ず行う。いうまでもないが病気等以外の欠席は禁じる。積極的な演習活動を望む。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

00

050050

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

伊藤邦雄(2020）『新・現代会計入門 第5版』 日本経済新聞出版。

参考書

必要に応じて適宜指示・紹介する。

ISBN：9784532135256
ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 授業の進め方、授業の内容についてのオリエンテーションを行い、序章
　現代の企業会計について学修する。

・事前学修は、テキスト・配布資料等を使用して今回のディ
スカッションに向けた準備（レジュメ作成等）をしてください
（2時間程度）。
・事後学修は、テキスト・配布資料等を使用して振り返り、
次回のディスカッションに向けた準備（レジュメ作成等）をし
てください（2時間程度）。

4時間

第2回 第Ⅰ部　第２章　企業会計の本質とフレームワーク(Accounting Today)
について学修する。

・事前学修は、テキスト・配布資料等を使用して今回のディ
スカッションに向けた準備（レジュメ作成等）をしてください
（2時間程度）。
・事後学修は、テキスト・配布資料等を使用して振り返り、
次回のディスカッションに向けた準備（レジュメ作成等）をし
てください（2時間程度）。

4時間

第3回 第２章　企業会計の本質とフレームワーク(Theory and History)につい
て学修する。

・事前学修は、テキスト・配布資料等を使用して今回のディ
スカッションに向けた準備（レジュメ作成等）をしてください
（2時間程度）。
・事後学修は、テキスト・配布資料等を使用して振り返り、
次回のディスカッションに向けた準備（レジュメ作成等）をし
てください（2時間程度）。

4時間

第4回 第３章　会計制度の論理と体系(Accounting Today)について学修する。 ・事前学修は、テキスト・配布資料等を使用して今回のディ
スカッションに向けた準備（レジュメ作成等）をしてください
（2時間程度）。
・事後学修は、テキスト・配布資料等を使用して振り返り、
次回のディスカッションに向けた準備（レジュメ作成等）をし
てください（2時間程度）。

4時間

－94－

2022/10/1



第5回 第３章　会計制度の論理と体系(Theory and History)について学修す
る。

・事前学修は、テキスト・配布資料等を使用して今回のディ
スカッションに向けた準備（レジュメ作成等）をしてください
（2時間程度）。
・事後学修は、テキスト・配布資料等を使用して振り返り、
次回のディスカッションに向けた準備（レジュメ作成等）をし
てください（2時間程度）。

4時間

第6回 第４章　企業のディスクロージャー(Accounting Today)について学修す
る。

・事前学修は、テキスト・配布資料等を使用して今回のディ
スカッションに向けた準備（レジュメ作成等）をしてください
（2時間程度）。
・事後学修は、テキスト・配布資料等を使用して振り返り、
次回のディスカッションに向けた準備（レジュメ作成等）をし
てください（2時間程度）。

4時間

第7回 第４章　企業のディスクロージャー(Theory and History)・統合報告につ
いて学修する。

・事前学修は、テキスト・配布資料等を使用して今回のディ
スカッションに向けた準備（レジュメ作成等）をしてください
（2時間程度）。
・事後学修は、テキスト・配布資料等を使用して振り返り、
次回のディスカッションに向けた準備（レジュメ作成等）をし
てください（2時間程度）。

4時間

第8回 第Ⅱ部　第５章　損益計算書のパラダイム(Accounting Today)について
学修する。

・事前学修は、テキスト・配布資料等を使用して今回のディ
スカッションに向けた準備（レジュメ作成等）をしてください
（2時間程度）。
・事後学修は、テキスト・配布資料等を使用して振り返り、
次回のディスカッションに向けた準備（レジュメ作成等）をし
てください（2時間程度）。

4時間

第9回 第５章　損益計算書のパラダイム(Theory and History)について学修す
る。

・事前学修は、テキスト・配布資料等を使用して今回のディ
スカッションに向けた準備（レジュメ作成等）をしてください
（2時間程度）。
・事後学修は、テキスト・配布資料等を使用して振り返り、
次回のディスカッションに向けた準備（レジュメ作成等）をし
てください（2時間程度）。

4時間

第10回 第６章　経営パフォーマンスの測定と表示(Accounting Today)について
学修する。

・事前学修は、テキスト・配布資料等を使用して今回のディ
スカッションに向けた準備（レジュメ作成等）をしてください
（2時間程度）。
・事後学修は、テキスト・配布資料等を使用して振り返り、
次回のディスカッションに向けた準備（レジュメ作成等）をし
てください（2時間程度）。

4時間

第11回 第６章　経営パフォーマンスの測定と表示(Theory and History)・キャッ
シュ・フローについて学修する。

・事前学修は、テキスト・配布資料等を使用して今回のディ
スカッションに向けた準備（レジュメ作成等）をしてください
（2時間程度）。
・事後学修は、テキスト・配布資料等を使用して振り返り、
次回のディスカッションに向けた準備（レジュメ作成等）をし
てください（2時間程度）。

4時間

第12回 第Ⅲ部　第７章　貸借対照表のパラダイム(Accounting Today)について
学修する。

・事前学修は、テキスト・配布資料等を使用して今回のディ
スカッションに向けた準備（レジュメ作成等）をしてください
（2時間程度）。
・事後学修は、テキスト・配布資料等を使用して振り返り、
次回のディスカッションに向けた準備（レジュメ作成等）をし
てください（2時間程度）。

4時間

第13回 第７章　貸借対照表のパラダイム(Theory and History)について学修す
る。

・事前学修は、テキスト・配布資料等を使用して今回のディ
スカッションに向けた準備（レジュメ作成等）をしてください
（2時間程度）。
・事後学修は、テキスト・配布資料等を使用して振り返り、
次回のディスカッションに向けた準備（レジュメ作成等）をし
てください（2時間程度）。

4時間

第14回 第８章　資産の会計(Accounting Today)について学修する。 ・事前学修は、テキスト・配布資料等を使用して今回のディ
スカッションに向けた準備（レジュメ作成等）をしてください
（2時間程度）。
・事後学修は、テキスト・配布資料等を使用して振り返り、
次回のディスカッションに向けた準備（レジュメ作成等）をし
てください（2時間程度）。

4時間

第15回 第８章　資産の会計(Theory and History)・減価償却
振り返り

・事前学修は、テキスト・配布資料等を使用して今回のディ
スカッションに向けた準備（レジュメ作成等）をしてください
（2時間程度）。
・事後学修は、テキスト・配布資料等を使用して振り返る（2
時間程度）。

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 財務会計特論Ⅱ　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

修士1・2島本　克彦

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

―

経済学研究科経営学専攻

テーマ 財務会計の基礎理論を学ぶ

授業の目的及び概要
本講義では、企業の情報開示制度における中心的手段である財務諸表について、当該制度が成立する歴史的背景を理解し、各財務諸表要素の認
識、測定および表示・開示に関する基本的思考を中心に検討し、営利組織体の財務会計問題を中心に考察する。そして、財務諸表の経済社会におけ
る役立ちと、その作成の基礎にある思考について理解し、現代経済社会における財務会計問題の解決策についてディスカッションできる能力を修得す
る。また、会計専門職の制度説明会や最近の会計の動向に関する講演会を講義の一環として行う。

学修の到達目標
この授業では、企業の情報開示制度における中心的手段である財務諸表について、当該制度が成立する歴史的背景を理解し、各財務諸表要素の認
識、測定および表示・開示に関する基本的思考を修得し、財務会計の課題や問題を発見ことができる。さらに、比較の対象として非営利組織体の財務
会計問題ついても取り上げ、現代経済社会における財務会計問題の解決策を提案できる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
先修条件：財務会計特論Ⅰ

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
課題については、授業中に解説及び講評を行う。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議／プレゼンテーション、発表、報告

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

この科目を深く理解するためには、簿記の知識が必須となる。各自簿記については学んでおくようする。また、講義に出席し、テキストや配布資料を利用
して事前・事後学修を必ず行う。いうまでもないが病気等以外の欠席は禁じる。積極的な演習活動を望む。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

00

050050

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

伊藤邦雄(2020）『新・現代会計入門 第5版』日本経済新聞出版。

参考書

必要に応じて適宜指示・紹介する。

ISBN：9784532135256
ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 第9章　持分の会計(Accounting  Today)学修する。 ・事前学修は、テキスト・配布資料等を使用して今回のディ
スカッションに向けた準備（レジュメ作成等）をしてください
（2時間程度）。
・事後学修は、テキスト・配布資料等を使用して振り返り、
次回のディスカッションに向けた準備（レジュメ作成等）をし
てください（2時間程度）。

4時間

第2回 第9章　持分の会計(Theory and History)・負債と資本の区分について
学修する。

・事前学修は、テキスト・配布資料等を使用して今回のディ
スカッションに向けた準備（レジュメ作成等）をしてください
（2時間程度）。
・事後学修は、テキスト・配布資料等を使用して振り返り、
次回のディスカッションに向けた準備（レジュメ作成等）をし
てください（2時間程度）。

4時間

第3回 第Ⅳ章　第10章　金融商品の会計(Accounting  Today)について学修す
る。

・事前学修は、テキスト・配布資料等を使用して今回のディ
スカッションに向けた準備（レジュメ作成等）をしてください
（2時間程度）。
・事後学修は、テキスト・配布資料等を使用して振り返り、
次回のディスカッションに向けた準備（レジュメ作成等）をし
てください（2時間程度）。

4時間

第4回 第10章　金融商品の会計(Theory and History)について学修する。 ・事前学修は、テキスト・配布資料等を使用して今回のディ
スカッションに向けた準備（レジュメ作成等）をしてください
（2時間程度）。
・事後学修は、テキスト・配布資料等を使用して振り返り、
次回のディスカッションに向けた準備（レジュメ作成等）をし
てください（2時間程度）。

4時間
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第5回 第11章　従業員給付の会計(Accounting  Today)について学修する。 ・事前学修は、テキスト・配布資料等を使用して今回のディ
スカッションに向けた準備（レジュメ作成等）をしてください
（2時間程度）。
・事後学修は、テキスト・配布資料等を使用して振り返り、
次回のディスカッションに向けた準備（レジュメ作成等）をし
てください（2時間程度）。

4時間

第6回 第11章　従業員給付の会計(Theory and History)について学修する。 ・事前学修は、テキスト・配布資料等を使用して今回のディ
スカッションに向けた準備（レジュメ作成等）をしてください
（2時間程度）。
・事後学修は、テキスト・配布資料等を使用して振り返り、
次回のディスカッションに向けた準備（レジュメ作成等）をし
てください（2時間程度）。

4時間

第7回 第Ⅴ章　第12章　連結グループの会計(Accounting  Today)について学
修する。

・事前学修は、テキスト・配布資料等を使用して今回のディ
スカッションに向けた準備（レジュメ作成等）をしてください
（2時間程度）。
・事後学修は、テキスト・配布資料等を使用して振り返り、
次回のディスカッションに向けた準備（レジュメ作成等）をし
てください（2時間程度）。

4時間

第8回 第12章　連結グループの会計(Theory and History)について学修する。 【予習】テキストの「企業倫理と企業の社会的責任（pp.180-
190）」を事前に読んでおくこと（２時間程度）。
【復習】テキストの「企業倫理と企業の社会的責任（pp.180-
190）」と配布資料を読み直し、講義で得た知識を確認する
こと（２時間程度）。

4時間

第9回 第13章　企業結合・事業分離等の会計(Accounting  Today)について学
修する。

・事前学修は、テキスト・配布資料等を使用して今回のディ
スカッションに向けた準備（レジュメ作成等）をしてください
（2時間程度）。
・事後学修は、テキスト・配布資料等を使用して振り返り、
次回のディスカッションに向けた準備（レジュメ作成等）をし
てください（2時間程度）。

4時間

第10回 第13章　企業結合・事業分離等の会計(Theory and History)について学
修する。

・事前学修は、テキスト・配布資料等を使用して今回のディ
スカッションに向けた準備（レジュメ作成等）をしてください
（2時間程度）。
・事後学修は、テキスト・配布資料等を使用して振り返り、
次回のディスカッションに向けた準備（レジュメ作成等）をし
てください（2時間程度）。

4時間

第11回 第14章　グローバリゼーションの会計(Accounting  Today)について学修
する。

・事前学修は、テキスト・配布資料等を使用して今回のディ
スカッションに向けた準備（レジュメ作成等）をしてください
（2時間程度）。
・事後学修は、テキスト・配布資料等を使用して振り返り、
次回のディスカッションに向けた準備（レジュメ作成等）をし
てください（2時間程度）。

4時間

第12回 第14章　グローバリゼーションの会計(Theory and History)について学
修する。

・事前学修は、テキスト・配布資料等を使用して今回のディ
スカッションに向けた準備（レジュメ作成等）をしてください
（2時間程度）。
・事後学修は、テキスト・配布資料等を使用して振り返り、
次回のディスカッションに向けた準備（レジュメ作成等）をし
てください（2時間程度）。

4時間

第13回 終　章　戦略的企業評価に向けてについて学修する。 ・事前学修は、テキスト・配布資料等を使用して今回のディ
スカッションに向けた準備（レジュメ作成等）をしてください
（2時間程度）。
・事後学修は、テキスト・配布資料等を使用して振り返り、
次回のディスカッションに向けた準備（レジュメ作成等）をし
てください（2時間程度）。

4時間

第14回 終　章　戦略的企業評価に向けてー具体的な実例と活用について学修
する。

・事前学修は、テキスト・配布資料等を使用して今回のディ
スカッションに向けた準備（レジュメ作成等）をしてください
（2時間程度）。
・事後学修は、テキスト・配布資料等を使用して振り返り、
次回のディスカッションに向けた準備（レジュメ作成等）をし
てください（2時間程度）。

4時間

第15回 伊藤レポート(2014）を読む
授業全体の振り返り

・事前学修は、テキスト・配布資料等を使用して今回のディ
スカッションに向けた準備（レジュメ作成等）をしてください
（2時間程度）。
・事後学修は、テキスト・配布資料等を使用して振り返り、
講義で得た知識を確認すること（2時間程度）。

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 コーポレートファイナンス特論　 2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

修士1・2粂井　淳子

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

－

経済学研究科経営学専攻

テーマ 企業金融の状況変化の中での日本企業の課題

授業の目的及び概要
この授業では、企業金融の最先端の状況変化から生じるコーポレートファイナンスにおける実務面の現在の課題について理解し、GAFAのようなプラット
フォーマーとのビジネスのあり方が日本企業にどのような影響を与えるのか、またクロスボーダーM＆Aを企業の中長期的な成長につなげるにはどうす
ればよいかなどについて考えます。

学修の到達目標
企業金融の状況変化の中での日本企業の課題について考察する。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
テキストの輪読を中心に授業を進めます。内容の概略について確認し、その後ディスカッションを行います。またテキストに登場するコーポレートファイナ
ンスの専門的知識については、配布プリントを用いて講義を行います。提出ファイル等については授業中に講評を行います。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

授業では配布資料等を使用しますので、授業を受ける前に確認してください。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

000

003070

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

『日本企業変革のためのコーポレートファイナンス講義』2020幸田博人編著　金融財政事業研究会

参考書

授業中に配布プリント等でお知らせします。

ISBN:978-4-322-13515-2
ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ガイダンスと新しい経済システムープラットフォーマーの台頭 【予習】事前にシラバスを確認し、テキストの序章及び第1
章１－１の部分を読んでおきましょう。
【復習】シラバスと、テキストの序章及び第1章１－１の部分
を読み返し、授業で得た知識を確認してください。

4時間

第2回 GAFAの成長モデルと日本企業への示唆(1) 【予習】事前にテキストの第1章１－２の部分を読んでおき
ましょう。
【復習】テキストの第1章１－２の部分を読み返し、授業で
得た知識を確認してください。

4時間

第3回 GAFAの成長モデルと日本企業への示唆(2) 【予習】事前にテキストの第1章１－３の部分を読んでおき
ましょう。
【復習】テキストの第1１－３の部分を読み返し、授業で得
た知識を確認してください。

4時間

第4回 財務指標講義 【予習】事前に配布資料を読んでおきましょう。
【復習】配布資料を読み返し、授業で得た知識を確認してく
ださい。

4時間

第5回 資本市場と企業の変革 【予習】事前にテキストの第3章３－１の部分を読んでおき
ましょう。
【復習】テキストの第3章３－１の部分を読み返し、授業で
得た知識を確認してください。

4時間

第6回 京都企業の特徴と企業戦略（堀場製作所） 【予習】事前にテキストの第3章３－２の部分を読んでおき
ましょう。
【復習】テキストの第3章３－２の部分を読み返し、授業で
得た知識を確認してください。

4時間
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第7回 企業金融を巡る動向―医薬品産業と事業戦略―（エーザイ） 【予習】事前にテキストの第3章３－４の部分を読んでおき
ましょう。
【復習】テキストの第3章３－４の部分を読み返し、授業で
得た知識を確認してください。

4時間

第8回 企業評価講義 【予習】事前に配布資料を読んでおきましょう。
【復習】配布資料を読み返し、授業で得た知識を確認してく
ださい。

4時間

第9回 M＆Aと企業の成長戦略 【予習】事前にテキストの第4章４－１の部分を読んでおき
ましょう。
【復習】テキストの第4章４－１の部分を読み返し、授業で
得た知識を確認してください。

4時間

第10回 M＆Aの戦略と課題 【予習】事前にテキストの第4章４－２の部分を読んでおき
ましょう。
【復習】テキストの第4章４－２の部分を読み返し、授業で
得た知識を確認してください。

4時間

第11回 企業の成長戦略―M＆Aと企業再編―(1) 【予習】事前にテキストの第4章４－４の部分を読んでおき
ましょう。
【復習】テキストの第4章４－４の部分を読み返し、授業で
得た知識を確認してください。

4時間

第12回 企業の成長戦略―M＆Aと企業再編―(2)（パナソニック） 【予習】事前にテキストの第4章４－５の部分を読んでおき
ましょう。
【復習】テキストの第4章４－５の部分を読み返し、授業で
得た知識を確認してください。

4時間

第13回 コーポレートガバナンス改革と資本市場 【予習】事前にテキストの第5章５－１の部分を読んでおき
ましょう。
【復習】テキストの第5章５－１の部分を読み返し、授業で
得た知識を確認してください。

4時間

第14回 日本企業のコーポレートガバナンス改革 【予習】事前にテキストの第5章５－２の部分を読んでおき
ましょう。
【復習】テキストの第5章５－２の部分を読み返し、授業で
得た知識を確認してください。

4時間

第15回 証券取引所とガバナンス改革 【予習】事前にテキストの第5章５－３の部分を読んでおき
ましょう。
【復習】テキストの第5章５－３の部分を読み返し、授業で
得た知識を確認してください。

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 経営分析特論　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

修士2片上　孝洋

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

－

経済学研究科経営学専攻

テーマ 財務諸表の分析によって経営実態を適切に把握する。

授業の目的及び概要
この授業では、財務諸表である貸借対照表・損益計算書・キャッシュ・フロー計算書の数値を使用した分析を取り上げ、その手法である収益性分析・安
全性分析・生産性分析・損益分岐点分析などの基本的な考え方を学び、財務諸表を分析・解釈する能力を修得します。
この授業では、受講生がテキストの指定箇所を読み込んで、その内容を報告資料にまとめて報告し、その報告について全員で討論します。また、講義
内容の理解度を確認するためにレポートを作成してもらいます。

学修の到達目標
・財務諸表を分析・解釈する能力を修得することができる。
・財務諸表を分析・解釈することによって経営の実態を適切に把握することができる。
・財務諸表を分析・解釈することによって企業の財政状態および経営成績の良否を判断し、その原因を明らかにすることができる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
・討論については、講評とアドバイスを行います。
・優秀なレポートは、授業中に紹介します。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議／プレゼンテーション、発表、報告

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

・主体的・積極的に授業での報告と討論に取り組むことを期待します。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

60
報告資料の内容、報告の内容と仕
方、討論への貢献を総合的に評価し
ます。

00

04000

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

プロがやっている これだけ! 会計&会社分析，小宮一慶，日本経済新聞出版，2021年

参考書

ビジネス会計検定試験公式テキスト3級（第4版），大阪商工会議所，中央経済社，2019年

9784532324056

9784502301810

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 授業の概要及び到達目標、成績評価の方法等についてガイダンスを
行ったあと、「会計は何のためにあるのか」について解説します。

【予習】テキストの「序章 会計は何のためにあるのか」を事
前に読んでおいてください。
【復習】テキストの「序章 会計は何のためにあるのか」を読
み直し、講義で学んだ知識と内容を確認してください。

4時間

第2回 受講生が「『貸借対照表』のしくみ」について報告し、全員で討論します。【予習】報告者は、テキストの「第1章 会社の安全性を知る
―貸借対照表」（1 「貸借対照表」のしくみ）を読み込んで、
報告資料を作成し、報告と討論を円滑に進められるように
準備しておいてください。また、受講生は、テキストや参考
書を読み込んで、討論ができるように自分の考えをまとめ
ておいてください。
【復習】テキストを読み直すとともに、討論において受講生
が発言した意見を整理し、修得すべき知識と内容を確認し
てください。

4時間

第3回 受講生が「実際の決算書で分析してみよう」について報告し、全員で討
論します。

【予習】報告者は、テキストの「第1章 会社の安全性を知る
―貸借対照表」（2 実際の決算書で分析してみよう）を読み
込んで、報告資料を作成し、報告と討論を円滑に進められ
るように準備しておいてください。また、受講生は、テキスト
や参考書を読み込んで、討論ができるように自分の考えを
まとめておいてください。
【復習】テキストを読み直すとともに、討論において受講生
が発言した意見を整理し、修得すべき知識と内容を確認し
てください。

4時間
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第4回 受講生が「『資産の部』―2種類に分かれる」について報告し、全員で討
論します。

【予習】報告者は、テキストの「第2章 貸借対照表を深く読
む」（1 「資産の部」―2種類に分かれる）を読み込んで、報
告資料を作成し、報告と討論を円滑に進められるように準
備しておいてください。また、受講生は、テキストや参考書
を読み込んで、討論ができるように自分の考えをまとめて
おいてください。
【復習】テキストを読み直すとともに、討論において受講生
が発言した意見を整理し、修得すべき知識と内容を確認し
てください。

4時間

第5回 受講生が「『負債の部』―｢1年ルール｣で区分する」、「『純資産の部』―
返さなくてもいい資金の調達源」、「『子会社』と『関連会社』はどう違うの
か」について報告し、全員で討論します。

【予習】報告者は、テキストの「第2章 貸借対照表を深く読
む」（2 「負債の部」―「1年ルール」で区分する、3 「純資産
の部」―返さなくてもいい資金の調達源、4 「子会社」と「関
連会社」はどう違うのか）を読み込んで、報告資料を作成
し、報告と討論を円滑に進められるように準備しておいてく
ださい。また、受講生は、テキストや参考書を読み込んで、
討論ができるように自分の考えをまとめておいてください。
【復習】テキストを読み直すとともに、討論において受講生
が発言した意見を整理し、修得すべき知識と内容を確認し
てください。

4時間

第6回 受講生が「損益計算書のしくみ」について報告し、全員で討論します。 【予習】報告者は、テキストの「第3章 会社はどうやってもう
けているのか―損益計算書」（1 損益計算書のしくみ）を読
み込んで、報告資料を作成し、報告と討論を円滑に進めら
れるように準備しておいてください。また、受講生は、テキ
ストや参考書を読み込んで、討論ができるように自分の考
えをまとめておいてください。
【復習】テキストを読み直すとともに、討論において受講生
が発言した意見を整理し、修得すべき知識と内容を確認し
てください。

4時間

第7回 受講生が「実際の決算書で分析してみよう」、「収益力を測る」について
報告し、全員で討論します。

【予習】報告者は、テキストの「第3章 会社はどうやってもう
けているのか―損益計算書」（2 実際の決算書で分析して
みよう、3 収益力を測る）を読み込んで、報告資料を作成
し、報告と討論を円滑に進められるように準備しておいてく
ださい。また、受講生は、テキストや参考書を読み込んで、
討論ができるように自分の考えをまとめておいてください。
【復習】テキストを読み直すとともに、討論において受講生
が発言した意見を整理し、修得すべき知識と内容を確認し
てください。

4時間

第8回 受講生が「キャッシュ・フロー計算書のしくみ」について報告し、全員で
討論します。

中間レポートの提出について説明します。

【予習】報告者は、テキストの「第4章 会社に将来性はある
か―キャッシュ・フロー計算書」（1 キャッシュ・フロー計算
書のしくみ）を読み込んで、報告資料を作成し、報告と討論
を円滑に進められるように準備しておいてください。また、
受講生は、テキストや参考書を読み込んで、討論ができる
ように自分の考えをまとめておいてください。
【復習】テキストを読み直すとともに、討論において受講生
が発言した意見を整理し、修得すべき知識と内容を確認し
てください。

4時間

第9回 受講生が「実際の決算書で分析してみよう」について報告し、全員で討
論します。

【予習】報告者は、テキストの「第4章 会社に将来性はある
か―キャッシュ・フロー計算書」（2 実際の決算書で分析し
てみよう）を読み込んで、報告資料を作成し、報告と討論を
円滑に進められるように準備しておいてください。また、受
講生は、テキストや参考書を読み込んで、討論ができるよ
うに自分の考えをまとめておいてください。
【復習】テキストを読み直すとともに、討論において受講生
が発言した意見を整理し、修得すべき知識と内容を確認し
てください。

4時間

第10回 受講生が「経営のパフォーマンスを調べる管理会計」、「『損益分岐点分
析』―どこまで売ればもうけが出るのか」について報告し、全員で討論し
ます。

【予習】報告者は、テキストの「第5章 経営の成果を測る、
会社の値段を計算する―管理会計、企業価値」（1 経営の
パフォーマンスを調べる管理会計、2 「損益分岐点分析」
―どこまで売ればもうけが出るのか）を読み込んで、報告
資料を作成し、報告と討論を円滑に進められるように準備
しておいてください。また、受講生は、テキストや参考書を
読み込んで、討論ができるように自分の考えをまとめてお
いてください。
【復習】テキストを読み直すとともに、討論において受講生
が発言した意見を整理し、修得すべき知識と内容を確認し
てください。

4時間

第11回 受講生が「原価計算の正しい運用方法」について報告し、全員で討論し
ます。

【予習】報告者は、テキストの「第5章 経営の成果を測る、
会社の値段を計算する―管理会計、企業価値」（3 原価計
算の正しい運用方法）を読み込んで、報告資料を作成し、
報告と討論を円滑に進められるように準備しておいてくだ
さい。また、受講生は、テキストや参考書を読み込んで、討
論ができるように自分の考えをまとめておいてください。
【復習】テキストを読み直すとともに、討論において受講生
が発言した意見を整理し、修得すべき知識と内容を確認し
てください。

4時間

第12回 受講生が「会社の値段はどう計算するか」について報告し、全員で討論
します。

【予習】報告者は、テキストの「第5章 経営の成果を測る、
会社の値段を計算する―管理会計、企業価値」（4 会社の
値段はどう計算するか）を読み込んで、報告資料を作成
し、報告と討論を円滑に進められるように準備しておいてく
ださい。また、受講生は、テキストや参考書を読み込んで、
討論ができるように自分の考えをまとめておいてください。
【復習】テキストを読み直すとともに、討論において受講生
が発言した意見を整理し、修得すべき知識と内容を確認し
てください。

4時間

第13回 受講生が「ROEとROAを使いこなす」について報告し、全員で討論しま
す。

【予習】報告者は、テキストの「第6章 注目の指標で経営を
深く読む―ROE、ROA、資本コスト、EVA」（1 ROEとROAを
使いこなす）を読み込んで、報告資料を作成し、報告と討
論を円滑に進められるように準備しておいてください。ま
た、受講生は、テキストや参考書を読み込んで、討論がで
きるように自分の考えをまとめておいてください。
【復習】テキストを読み直すとともに、討論において受講生
が発言した意見を整理し、修得すべき知識と内容を確認し
てください。

4時間

第14回 受講生が「『資本コスト』でめざすべき目標を決める」について報告し、
全員で討論します。

【予習】報告者は、テキストの「第6章 注目の指標で経営を
深く読む―ROE、ROA、資本コスト、EVA」（2 「資本コスト」
でめざすべき目標を決める）を読み込んで、報告資料を作
成し、報告と討論を円滑に進められるように準備しておい
てください。また、受講生は、テキストや参考書を読み込ん
で、討論ができるように自分の考えをまとめておいてくださ
い。
【復習】テキストを読み直すとともに、討論において受講生
が発言した意見を整理し、修得すべき知識と内容を確認し
てください。

4時間

第15回 中間レポートについて講評します。
授業全体を総括します。
期末レポートについて説明します。

【予習】テキストと報告資料を事前に読んでおいてくださ
い。
【復習】テキストと報告資料を読み直し、修得すべき知識を
内容を総復習してください。

5時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 外国文献研究　 2022年度春学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

修士1・2亀田　速穂

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

2単位

講義

―

経済学研究科経営学専攻

テーマ 戦略提携と知識の連鎖

授業の目的及び概要
企業経営がグローバル化するに伴い、競合との競争もグローバル化し、いわばオリンピック。レベルの競争が展開されています。こうした競争に対応し
自社の持続的競争優位性を維持するためには、1社単独では到底（とうてい）困難であり、戦略的に重要な事業を世界のトップレベルの複数企業とネット
ワークを組んで推進する必要があります（戦略提携とネットワーク組織）。
　戦略提携関係の下で形成されるネットワーク組織には本来の協力関係とともに、その協力関係を通じて参加企業が他社の競争優位性を学び自社の
組織能力を高めようとする狙いがあります。その獲得しようとする組織能力の中核は、組織知識、特に密着型組織（協働行動を通じてのみ獲得できる知
識）です。この授業では、なぜ戦略提携が行われるのか、組織知識にはどのようなものがあるのか、それはどのように組織間を移動するのか、ネット
ワーク組織の運営はどのように行えばよいかなど、提携企業間に繰り広げられる協調と競争の現実的な姿を、「知識獲得」というレンズを通じて観察し、
学修することを目的とします。

学修の到達目標
①経営や経済に関する学術文献の英文を正しく理解できる。
②経営に関する英語の専門用語を日本語で説明できる。
③経営戦略、戦略提携、組織知識に関する諸問題に対して英語で応答できる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
必修科目
先修条件：研究指導Ⅰ

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
受講生は教材を事前に分担して訳出し、担当部分を毎回の授業において、教員が解説し、コメントします。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議／プレゼンテーション、発表、報告

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

外国文献の研究はまずその書かれている内容を正しく理解することです。そのためには、文法、構文、単語の意味を正しく適用しなければなりません。
例えば、単語には多様な意味があります。辞書の4番目、5番目に出ている意味が正しいかもしれません。辞書を最後まで「読む」ようにしてください。ま
た、会話の場合などは、ストレス（日本語ではアクセント）がどこにあるかが大事になりますので、確認しておきましょう。
　自分の担当箇所だけを訳出すればそれでよいわけではありません。担当が当たっていない部分もよく読んで、理解するようにしてください。こういう水
面下の努力があなたの読解力、英語力を高めます。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

30
担当部分の訳出稿の評価

500

00020

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

なし
教材を配布します。

参考書

なし

なし

なし

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 「伝統的な企業観について」。戦略提携の世界が出現するまでの伝統
的な企業観を説明し、それとの比較で新しい企業観とはどのようなもの
かについて理解を深めましょう。

【予習】教材を読込み、日本語訳を事前に準備しておいて
ください（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて日本
語訳を修正してください（2時間程度）。

4時間

第2回 「城砦型パラダイムについて」。伝統的な企業観は、城砦型パラダイム
と表現されます。城砦型パラダイムとはどのようなことを意味するので
しょうか、理解を深めましょう。

【予習】教材を読込み、日本語訳を事前に準備しておいて
ください（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて日本
語訳を修正してください（2時間程度）。

4時間

第3回 「城砦型パラダイムと知識の流出入について」。城砦型パラダイムのも
とでは、知識の流出入はどのようにコントロール（管理）されるのでしょ
う、理解を深めましょう。

【予習】教材を読込み、日本語訳を事前に準備しておいて
ください（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて日本
語訳を修正してください（2時間程度）。

4時間

第4回 「提携関係の増加について」。提携関係の定義、企業の境界線、準企業
などの意味について理解を深めましょう。

【予習】教材を読込み、日本語訳を事前に準備しておいて
ください（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて日本
語訳を修正してください（2時間程度）。

4時間
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第5回 「多様な提携関係と合併関係について」。提携関係や合併関係に見ら
れる「協調的取り決め」について具体的に考察し、理解を深めましょう。

【予習】教材を読込み、日本語訳を事前に準備しておいて
ください（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて日本
語訳を修正してください（2時間程度）。

4時間

第6回 「GMとIBMに見る提携関係について」。1980年代に両社がそれぞれど
のように提携関係を展開したでしょうか、より広範囲な提携関係を捉え
る必要性について、理解を深めましょう。

【予習】教材を読込み、日本語訳を事前に準備しておいて
ください（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて日本
語訳を修正してください（2時間程度）。

4時間

第7回 「戦略提携の伝統的理由について」。なぜ戦略提携が締結されるので
しょうか、これまでいわれている理由や動機について、理解を深めま
しょう。

【予習】教材を読込み、日本語訳を事前に準備しておいて
ください（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて日本
語訳を修正してください（2時間程度）。

4時間

第8回 「戦略提携の伝統的な理由を超える説明について」。伝統的に説明され
てきたこととは異なる、新たな理由や動機について学び、理解を深めま
しょう。

【予習】教材を読込み、日本語訳を事前に準備しておいて
ください（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて日本
語訳を修正してください（2時間程度）。

4時間

第9回 「知識のグローバル化について」。なぜ知識はグローバルに発展するの
か、移動型知識と密着型知識の迅速な構築が大事だとの主張が展開
されます。移動型知識と密着型知識の違いについて、理解を深めましょ
う。

【予習】教材を読込み、日本語訳を事前に準備しておいて
ください（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて日本
語訳を修正してください（2時間程度）。

4時間

第10回 「提携関係と知識の増殖・移動について」。提携関係の構築によって、
協力する企業間に学修と知識の移動が加速化します。知識の力が生
み出す新しい経済環境の下で、旧来型の経営をすることの危険性につ
いて、理解を深めましょう。

【予習】教材を読込み、日本語訳を事前に準備しておいて
ください（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて日本
語訳を修正してください（2時間程度）。

4時間

第11回 「製品の連鎖とアメリカ企業」。当初は提携関係の構築を通じて、企業
は知識を学び吸収するというよりは、コストの安い製品の供給を追求し
ました。提携関係とネットワーク組織を通じて形成される製品の連鎖の
意味について、理解を深めましょう。

【予習】教材を読込み、日本語訳を事前に準備しておいて
ください（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて日本
語訳を修正してください（2時間程度）。

4時間

第12回 「製品の連鎖から知識の連鎖へ」。1980年代に入って、提携企業は知
識の連鎖を構築し始めました。知識の連鎖は知識の学習と創造を生み
出すという点について、理解を深めましょう。

【予習】教材を読込み、日本語訳を事前に準備しておいて
ください（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて日本
語訳を修正してください（2時間程度）。

4時間

第13回 「都市国家パラダイムについて」。戦略提携の世界が普及すると、もは
や中世の城砦型企業観では適応できず、ルネッサンス期イタリアの都
市国家というイメージによって企業は動きます。このイメージの具体的
な姿について、理解を深めましょう。

【予習】教材を読込み、日本語訳を事前に準備しておいて
ください（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて日本
語訳を修正してください（2時間程度）。

4時間

第14回 「合弁企業に見る企業間関係について」。典型的な合弁企業について
説明し、その背後に存在する親会社同士の相互関係について、理解を
深めましょう。

【予習】教材を読込み、日本語訳を事前に準備しておいて
ください（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて日本
語訳を修正してください（2時間程度）。

4時間

第15回 「戦略提携と新たな課題について」。どのような活動をデザインすべき
か、パートナーをどのように選択するか、どのように組織を編成するか
など、自社の境界線の管理の問題について、理解を深めましょう。

【予習】教材を読込み、日本語訳を事前に準備しておいて
ください（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて日本
語訳を修正してください（2時間程度）。

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 研究指導Ⅰ　 2022年度春学期、2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

修士1城戸　亮

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

4単位

演習

－

経済学研究科経営学専攻

テーマ 日本企業等の組織・人材マネジメントについて考えます。

授業の目的及び概要
この研究指導では、日本企業等の組織・人材マネジメントに関する様々な課題、対応策等について学修します。
前期には、すべての受講生に共通の学修内容として、文献に基づく学修に加え、大学院における調査研究の方法、修士論文の執筆方法について、修
得します。そして、組織・人材マネジメントに関連する研究テーマを決定し、研究計画を作成します。
後期には、すべての受講生に共通の学修内容として、文献に基づく学修に加え、先行研究論文に基づく学修を進め、組織・人材マネジメントに関する最
近の研究動向をレビューします。さらに研究テーマに関連する文献や資料の調査を行うとともに、修士論文の一次原稿を作成し、発表、討論等を通じて
修正していく。

学修の到達目標
大学院における調査研究の方法や修士論文の作成方法について修得する。
問題意識や関心がある研究テーマを設定し、修士論文の研究計画を策定し、修士論文の一次原稿を作成することができる。
経営資源である人材を活かし、組織の力を最大化する能力を身につける。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
授業での発表・報告は、その都度コメントし、指導します。提出物については、修正すべき点等を明示し、返却します。

アクティブ・ラーニング
の取組み

PBL（課題解決型学習）／ディスカッション、ディベート、討議／プレゼンテーション、発表、報告

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

自分の研究テーマについては、常に最新の情報を吸収するように努めて下さい。学術論文だけではなく、ニュースや一般雑誌などにも関連する資料が
あり、幅広く目を通して下さい。また、他の受講生の発表についても、自らの研究テーマとは異なりますが、切り口、視点、関連情報など、自分の研究に
も参考になる部分が多いので、議論などに積極的に参加して下さい。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

040

020040

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

①はじめての経営組織論，高尾義明，有斐閣，2019年
②キャリアで語る経営組織ー個人の論理と組織の論理ー，稲葉祐之・井上龍彦・鈴木竜太・山下勝，有斐閣，
2010年
③人事管理，平野光俊・江夏幾多郎，有斐閣，2018年
（注）第1回ガイダンスで説明しますので、新たに購入する場合はその後にして下さい。

参考書

ガイダンス等授業の中で適宜説明します。

①9784641150683
②9784641123939
③9784641150478

なし

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 前期の授業の進め方について、説明します。また、自己紹介、自分の
研究テーマ（候補）に関する現在に至るまでの取り組み状況について、
説明してもらいます。

【予習】シラバスを読み、自分の研究テーマ（候補）に関す
る現在までの取り組みの状況について、資料等整理し、授
業で説明できるようにしておきます。
【復習】授業でのコメント等を踏まえ、研究テーマの選定、
方向性等について、検討を進めます。

4時間

第2回 大学院における資料収集や調査研究の方法を説明します。 【予習】調査研究の方法や資料収集に関する配布資料等
を読み、研究計画書の作成準備を行います。
【復習】授業での内容を思い出し、それらを踏まえて、研究
計画書の作成を進めます。

4時間

第3回 修士論文の執筆方法を説明します。 【予習】修士論文の執筆方法に関して調べて、修士論文の
執筆作業についてイメージしておくこと。
【復習】授業での内容を思い出し、それらを踏まえて、修士
論文の執筆の具体的な作業をはじめます。

4時間

第4回 組織・人材マネジメントについての諸問題に関する文献の購読、受講生
による発表、議論

【予習】課題の論文等を読み、レジュメを作成し、報告の準
備を行います。
【復習】授業での内容を思い出し、それらを踏まえて、課題
の論文等を理解しておいてください。

4時間

第5回 組織・人材マネジメントについての諸問題に関する文献の購読、受講生
による発表、議論

【予習】課題の論文等を読み、レジュメを作成し、報告の準
備を行います。
【復習】授業での内容を思い出し、それらを踏まえて、課題
の論文等を理解します。

4時間
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第6回 組織・人材マネジメントについての諸問題に関する文献の購読、受講生
による発表、議論

【予習】課題の論文等を読み、レジュメを作成し、報告の準
備を行います。
【復習】授業での内容を思い出し、それらを踏まえて、課題
の論文等を理解します。

4時間

第7回 組織・人材マネジメントについての諸問題に関する研究テーマ、分析方
法の決定

【予習】自分の研究テーマ、分析方法を検討し、報告できる
よう準備します。
【復習】指導コメントを踏まえ、研究テーマの選定、分析方
法、研究の方向性等について、適宜修正の上、検討を進
めます。

4時間

第8回 修士論文の作成計画の指導 【予習】論文の作成計画について、検討しておく。
【復習】授業での説明を踏まえ、検討を進めます。

4時間

第9回 修士論文の作成計画の発表 【予習】論文の作成計画について、検討しておく。
【復習】授業での討議を踏まえ、検討を進めます。

4時間

第10回 修士論文の作成計画の発表 【予習】論文の作成計画について、検討しておく。
【復習】授業での討議を踏まえ、検討を進めます。

4時間

第11回 修士論文の作成計画の発表 【予習】論文の作成計画について、検討しておく。
【復習】授業での討議を踏まえ、検討を進めます。

4時間

第12回 研究テーマに基づくレポートの発表、議論 【予習】発表するレポートを作成し、発表の準備をします。
【復習】授業での討議を踏まえ、研究テーマの検討を進め
ます。

4時間

第13回 研究テーマに基づくレポートの発表、議論 【予習】発表するレポートを作成し、発表の準備をします。
【復習】授業での討議を踏まえ、研究テーマの検討を進め
ます。

4時間

第14回 研究テーマに基づくレポートの発表、議論 【予習】発表するレポートを作成し、発表の準備をします。
【復習】授業での討議を踏まえ、研究テーマの検討を進め
ます。

4時間

第15回 前期の総括 【予習】修士論文の作成計画を完成させます。
【復習】修士論文の作成計画を踏まえ、修士論文の一次原
稿の作成準備をします。

4時間

第16回 後期の授業の進め方について、説明します。また、研究テーマに関する
夏休みの進捗状況について、説明してもらいます。

【予習】シラバスを読み、研究テーマに関する夏休みの進
捗状況について整理し、授業で説明できるようにしておき
ます。
【復習】指導コメント等を踏まえ、研究の検討を進めます。

4時間

第17回 組織・人材マネジメントについての諸問題に関する文献の購読、受講生
による発表、議論

【予習】課題の論文等を読み、レジュメを作成し、報告の準
備を行います。
【復習】授業での内容を思い出し、それらを踏まえて、課題
の論文等を理解しておいてください

4時間

第18回 組織・人材マネジメントについての諸問題に関する文献の購読、受講生
による発表、議論

【予習】課題の論文等を読み、レジュメを作成し、報告の準
備を行います。
【復習】授業での内容を思い出し、それらを踏まえて、課題
の論文等を理解しておいてください

4時間

第19回 組織・人材マネジメントについての諸問題に関する文献の購読、受講生
による発表、議論

【予習】課題の論文等を読み、レジュメを作成し、報告の準
備を行います。
【復習】授業での内容を思い出し、それらを踏まえて、課題
の論文等を理解しておいてください。

4時間

第20回 研究テーマに関連する先行研究・文献・資料の検討 【予習】先行研究・文献・資料を読み込み整理し、報告の準
備を行います。
【復習】授業での内容を思い出し、それらを踏まえて、さら
に検討を深めます。

4時間

第21回 研究テーマに関連する先行研究・文献・資料の検討 【予習】先行研究・文献・資料を読み込み整理し、報告の準
備を行います。
【復習】授業での内容を思い出し、それらを踏まえて、さら
に検討を深めます。

4時間

第22回 研究テーマに関連する先行研究・文献・資料の検討 【予習】先行研究・文献・資料を読み込み整理し、報告の準
備を行います。
【復習】授業での内容を思い出し、それらを踏まえて、さら
に検討を深めます。

4時間

第23回 研究テーマに関連する先行研究・文献・資料の検討 【予習】先行研究・文献・資料を読み込み整理し、報告の準
備を行います。
【復習】授業での内容を思い出し、それらを踏まえて、さら
に検討を深めます。

4時間

第24回 修士論文の一次原稿の発表、討議 【予習】一次原稿をまとめて、報告の準備を行います。
【復習】授業での内容を思い出し、それらを踏まえて、加
筆・修正していきます。

4時間

第25回 修士論文の一次原稿の発表、討議 【予習】一次原稿をまとめて、報告の準備を行います。
【復習】授業での内容を思い出し、それらを踏まえて、加
筆・修正していきます。

4時間

第26回 修士論文の一次原稿の発表、討議 【予習】一次原稿をまとめて、報告の準備を行います。
【復習】授業での内容を思い出し、それらを踏まえて、加
筆・修正していきます。

4時間

第27回 修士論文の一次原稿の追加・修正 【予習】一次原稿をまとめて、報告の準備を行います。
【復習】授業での内容を思い出し、それらを踏まえて、さら
に加筆・修正していきます。

4時間

第28回 修士論文の一次原稿の追加・修正 【予習】一次原稿をまとめて、報告の準備を行います。
【復習】授業での内容を思い出し、それらを踏まえて、さら
に加筆・修正していきます。

4時間

第29回 修士論文の一次原稿の追加・修正 【予習】一次原稿をまとめて、報告の準備を行います。
【復習】授業での内容を思い出し、それらを踏まえて、さら
に加筆・修正していきます。

4時間

第30回 全体の総括 【予習】一次原稿を完成させるよう検討します。
【復習】授業での指摘を踏まえて、一次原稿を完成します。

4時間

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 前期の授業の進め方について、説明します。また、自己紹介、自分の
研究テーマ（候補）に関する現在に至るまでの取り組み状況について、
説明してもらいます。

【予習】シラバスを読み、自分の研究テーマ（候補）に関す
る現在までの取り組みの状況について、資料等整理し、授
業で説明できるようにしておきます。
【復習】授業でのコメント等を踏まえ、研究テーマの選定、
方向性等について、検討を進めます。

4時間

第2回 大学院における資料収集や調査研究の方法を説明します。 【予習】調査研究の方法や資料収集に関する配布資料等
を読み、研究計画書の作成準備を行います。
【復習】授業での内容を思い出し、それらを踏まえて、研究
計画書の作成を進めます。

4時間

第3回 修士論文の執筆方法を説明します。 【予習】修士論文の執筆方法に関して調べて、修士論文の
執筆作業についてイメージしておくこと。
【復習】授業での内容を思い出し、それらを踏まえて、修士
論文の執筆の具体的な作業をはじめます。

4時間
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第4回 組織・人材マネジメントについての諸問題に関する文献の購読、受講生
による発表、議論

【予習】課題の論文等を読み、レジュメを作成し、報告の準
備を行います。
【復習】授業での内容を思い出し、それらを踏まえて、課題
の論文等を理解しておいてください。

4時間

第5回 組織・人材マネジメントについての諸問題に関する文献の購読、受講生
による発表、議論

【予習】課題の論文等を読み、レジュメを作成し、報告の準
備を行います。
【復習】授業での内容を思い出し、それらを踏まえて、課題
の論文等を理解します。

4時間

第6回 組織・人材マネジメントについての諸問題に関する文献の購読、受講生
による発表、議論

【予習】課題の論文等を読み、レジュメを作成し、報告の準
備を行います。
【復習】授業での内容を思い出し、それらを踏まえて、課題
の論文等を理解します。

4時間

第7回 組織・人材マネジメントについての諸問題に関する研究テーマ、分析方
法の決定

【予習】自分の研究テーマ、分析方法を検討し、報告できる
よう準備します。
【復習】指導コメントを踏まえ、研究テーマの選定、分析方
法、研究の方向性等について、適宜修正の上、検討を進
めます。

4時間

第8回 修士論文の作成計画の指導 【予習】論文の作成計画について、検討しておく。
【復習】授業での説明を踏まえ、検討を進めます。

4時間

第9回 修士論文の作成計画の発表 【予習】論文の作成計画について、検討しておく。
【復習】授業での討議を踏まえ、検討を進めます。

4時間

第10回 修士論文の作成計画の発表 【予習】論文の作成計画について、検討しておく。
【復習】授業での討議を踏まえ、検討を進めます。

4時間

第11回 修士論文の作成計画の発表 【予習】論文の作成計画について、検討しておく。
【復習】授業での討議を踏まえ、検討を進めます。

4時間

第12回 研究テーマに基づくレポートの発表、議論 【予習】発表するレポートを作成し、発表の準備をします。
【復習】授業での討議を踏まえ、研究テーマの検討を進め
ます。

4時間

第13回 研究テーマに基づくレポートの発表、議論 【予習】発表するレポートを作成し、発表の準備をします。
【復習】授業での討議を踏まえ、研究テーマの検討を進め
ます。

4時間

第14回 研究テーマに基づくレポートの発表、議論 【予習】発表するレポートを作成し、発表の準備をします。
【復習】授業での討議を踏まえ、研究テーマの検討を進め
ます。

4時間

第15回 前期の総括 【予習】修士論文の作成計画を完成させます。
【復習】修士論文の作成計画を踏まえ、修士論文の一次原
稿の作成準備をします。

4時間

第16回 後期の授業の進め方について、説明します。また、研究テーマに関する
夏休みの進捗状況について、説明してもらいます。

【予習】シラバスを読み、研究テーマに関する夏休みの進
捗状況について整理し、授業で説明できるようにしておき
ます。
【復習】指導コメント等を踏まえ、研究の検討を進めます。

4時間

第17回 組織・人材マネジメントについての諸問題に関する文献の購読、受講生
による発表、議論

【予習】課題の論文等を読み、レジュメを作成し、報告の準
備を行います。
【復習】授業での内容を思い出し、それらを踏まえて、課題
の論文等を理解しておいてください

4時間

第18回 組織・人材マネジメントについての諸問題に関する文献の購読、受講生
による発表、議論

【予習】課題の論文等を読み、レジュメを作成し、報告の準
備を行います。
【復習】授業での内容を思い出し、それらを踏まえて、課題
の論文等を理解しておいてください

4時間

第19回 組織・人材マネジメントについての諸問題に関する文献の購読、受講生
による発表、議論

【予習】課題の論文等を読み、レジュメを作成し、報告の準
備を行います。
【復習】授業での内容を思い出し、それらを踏まえて、課題
の論文等を理解しておいてください。

4時間

第20回 研究テーマに関連する先行研究・文献・資料の検討 【予習】先行研究・文献・資料を読み込み整理し、報告の準
備を行います。
【復習】授業での内容を思い出し、それらを踏まえて、さら
に検討を深めます。

4時間

第21回 研究テーマに関連する先行研究・文献・資料の検討 【予習】先行研究・文献・資料を読み込み整理し、報告の準
備を行います。
【復習】授業での内容を思い出し、それらを踏まえて、さら
に検討を深めます。

4時間

第22回 研究テーマに関連する先行研究・文献・資料の検討 【予習】先行研究・文献・資料を読み込み整理し、報告の準
備を行います。
【復習】授業での内容を思い出し、それらを踏まえて、さら
に検討を深めます。

4時間

第23回 研究テーマに関連する先行研究・文献・資料の検討 【予習】先行研究・文献・資料を読み込み整理し、報告の準
備を行います。
【復習】授業での内容を思い出し、それらを踏まえて、さら
に検討を深めます。

4時間

第24回 修士論文の一次原稿の発表、討議 【予習】一次原稿をまとめて、報告の準備を行います。
【復習】授業での内容を思い出し、それらを踏まえて、加
筆・修正していきます。

4時間

第25回 修士論文の一次原稿の発表、討議 【予習】一次原稿をまとめて、報告の準備を行います。
【復習】授業での内容を思い出し、それらを踏まえて、加
筆・修正していきます。

4時間

第26回 修士論文の一次原稿の発表、討議 【予習】一次原稿をまとめて、報告の準備を行います。
【復習】授業での内容を思い出し、それらを踏まえて、加
筆・修正していきます。

4時間

第27回 修士論文の一次原稿の追加・修正 【予習】一次原稿をまとめて、報告の準備を行います。
【復習】授業での内容を思い出し、それらを踏まえて、さら
に加筆・修正していきます。

4時間

第28回 修士論文の一次原稿の追加・修正 【予習】一次原稿をまとめて、報告の準備を行います。
【復習】授業での内容を思い出し、それらを踏まえて、さら
に加筆・修正していきます。

4時間

第29回 修士論文の一次原稿の追加・修正 【予習】一次原稿をまとめて、報告の準備を行います。
【復習】授業での内容を思い出し、それらを踏まえて、さら
に加筆・修正していきます。

4時間

第30回 全体の総括 【予習】一次原稿を完成させるよう検討します。
【復習】授業での指摘を踏まえて、一次原稿を完成します。

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 研究指導Ⅰ　 2022年度春学期、2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

修士1津田　博

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

4単位

演習

－

経済学研究科経営学専攻

テーマ 企業や行政における情報の利活用

授業の目的及び概要
「研究指導Ⅰ」は１年次の必修科目です。前期においては、調査研究の⽅法や修⼠論⽂の作成⽅法について学修します。また、修⼠論⽂のテーマや構
成、研究計画などを作成していきます。後期においては、各々研究の成果を何度か中間発表し、お互いに議論しあい、修⼠論⽂の⼀次原稿を作成する
ことを目的とします。
本演習（研究指導）は、経営情報の考え方に基づき、企業や行政の効率的かつ効果的な情報の利活用について、組織的取組や制度、システム構築や
調達、クラウドコンピューティングやAI（人工知能）、IoT等に関する諸問題について考察します。理論と事例をベースに多面的なディスカッションを行いま
す。

学修の到達目標
１．受講生の関心や問題意識に基づき、修士論文の作成計画及び修士論文の一次原稿を作成することができるようになる。
２．企業や行政が直面する経営的諸問題の中から情報の利活用に関する調査・分析ができるようになる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
修士論文の作成計画や一次原稿については、添削して返却する。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議／プレゼンテーション、発表、報告／ＰＣを用いた実技

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

経営情報特論Ⅰ・Ⅱの履修を推奨します。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

50
修士論文の一次原稿

00

030020

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

講義プリントを配付します。

参考書

現代経営情報論，遠山曉・村田潔・古賀広志，有斐閣，2021年

なし

9784641221789

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 前期の授業のねらいと進め方など授業の概要を説明します。 【予習】この授業のシラバスを事前によく読んでおいてくだ
さい（1時間程度）。
【復習】授業後に、ガイダンスの内容について復習してくだ
さい（1時間程度）。

2時間

第2回 大学院における資料収集や調査研究の方法を説明します。 【予習】大学院における資料収集や調査研究の方法に関
する配布資料を事前によく読んでおいてください（2時間程
度）。
【復習】授業後に、大学院における資料収集や調査研究の
方法に関する配布資料を復習してください（2時間程度）。

4時間

第3回 修士論文の執筆方法を説明します。 【予習】修士論文の執筆方法に関する配布資料を事前に
よく読んでおいてください（2時間程度）。
【復習】授業後に、修士論文の執筆方法に関する配布資料
を復習してください（2時間程度）。

4時間

第4回 企業や行政における情報の利活用に関する教材の講読、受講生によ
る発表、ディスカッション

【予習】教材に基づく発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて発表
資料を修正してください（2時間程度）。

4時間

第5回 企業や行政における情報の利活用に関する教材の講読、受講生によ
る発表、ディスカッション

【予習】教材に基づく発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて発表
資料を修正してください（2時間程度）。

4時間
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第6回 企業や行政における情報の利活用に関する教材の講読、受講生によ
る発表、ディスカッション

【予習】教材に基づく発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて発表
資料を修正してください（2時間程度）。

4時間

第7回 企業や行政における情報の利活用に関する研究テーマ・分析方法の決
定

【予習】研究テーマ・分析方法の決定に関する配布資料を
事前によく読んでおいてください（2時間程度）。
【復習】授業後に、研究テーマ・分析方法の決定に関する
配布資料を復習してください（2時間程度）。

4時間

第8回 修士論文作成計画の作成指導 【予習】修士論文作成計画の作成に関する配布資料を事
前によく読んでおいてください（2時間程度）。
【復習】授業後に、修士論文作成計画の作成に関する配布
資料を復習してください（2時間程度）。

4時間

第9回 修士論文作成計画の発表 【予習】修士論文作成計画を事前に準備しておいてくださ
い（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて修士
論文作成計画を修正してください（2時間程度）。

4時間

第10回 修士論文作成計画の発表 【予習】修士論文作成計画を事前に準備しておいてくださ
い（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて修士
論文作成計画を修正してください（2時間程度）。

4時間

第11回 修士論文作成計画の発表 【予習】修士論文作成計画を事前に準備しておいてくださ
い（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて修士
論文作成計画を修正してください（2時間程度）。

4時間

第12回 企業や行政における情報の利活用に関する研究テーマに基づくレポー
トの発表・ディスカッション

【予習】レポートを事前に作成しておいてください（2時間程
度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいてレ
ポートを修正してください（2時間程度）。

4時間

第13回 企業や行政における情報の利活用に関する研究テーマに基づくレポー
トの発表・ディスカッション

【予習】レポートを事前に作成しておいてください（2時間程
度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいてレ
ポートを修正してください（2時間程度）。

4時間

第14回 企業や行政における情報の利活用に関する研究テーマに基づくレポー
トの発表・ディスカッション

【予習】レポートを事前に作成しておいてください（2時間程
度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいてレ
ポートを修正してください（2時間程度）。

4時間

第15回 前期の授業の総括を行う。 【予習】これまでの授業の配布資料等を事前によく読んで
おいてください（3時間程度）。
【復習】授業後に、これまでの授業の配布資料等を総復習
してください（3時間程度）。

6時間

第16回 後期の授業のねらいと進め方など授業の概要を説明する。 【予習】この授業のシラバスを事前によく読んでおいてくだ
さい（1時間程度）。
【復習】授業後に、ガイダンスの内容について復習してくだ
さい（1時間程度）。

2時間

第17回 企業や行政における情報の利活用に関する研究テーマに関連する教
材の講読、受講生による発表

【予習】教材に基づく発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて発表
資料を修正してください（2時間程度）。

4時間

第18回 企業や行政における情報の利活用に関する研究テーマに関連する教
材の講読、受講生による発表

【予習】教材に基づく発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて発表
資料を修正してください（2時間程度）。

4時間

第19回 企業や行政における情報の利活用に関する研究テーマに関連する教
材の講読、受講生による発表

【予習】教材に基づく発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて発表
資料を修正してください（2時間程度）。

4時間

第20回 企業や行政における情報の利活用に関する研究テーマに関連する各
種文献・資料の検討

【予習】研究テーマに関連する各種文献・資料を事前によく
読んでおいてください（2時間程度）。
【復習】授業後に、研究テーマ関連する各種文献・資料を
復習してください（2時間程度）。

4時間

第21回 企業や行政における情報の利活用に関する研究テーマに関連する各
種文献・資料の検討

【予習】研究テーマに関連する各種文献・資料を事前によく
読んでおいてください（2時間程度）。
【復習】授業後に、研究テーマ関連する各種文献・資料を
復習してください（2時間程度）。

4時間

第22回 企業や行政における情報の利活用に関する研究テーマに関連する各
種文献・資料の検討

【予習】研究テーマに関連する各種文献・資料を事前によく
読んでおいてください（2時間程度）。
【復習】授業後に、研究テーマ関連する各種文献・資料を
復習してください（2時間程度）。

4時間

第23回 企業や行政における情報の利活用に関する研究テーマに関連する各
種文献・資料の検討

【予習】研究テーマに関連する各種文献・資料を事前によく
読んでおいてください（2時間程度）。
【復習】授業後に、研究テーマ関連する各種文献・資料を
復習してください（2時間程度）。

4時間

第24回 一次原稿の発表、ディスカッション 【予習】一次原稿の発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて一次
原稿を修正してください（2時間程度）。

4時間

第25回 一次原稿の発表、ディスカッション 【予習】一次原稿の発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて一次
原稿を修正してください（2時間程度）。

4時間

第26回 一次原稿の発表、ディスカッション 【予習】一次原稿の発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて一次
原稿を修正してください（2時間程度）。

4時間

第27回 一次原稿に関する指導教員との質疑応答・追加・修正 【予習】一次原稿の発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて一次
原稿を修正してください（2時間程度）。

4時間

第28回 一次原稿に関する指導教員との質疑応答・追加・修正 【予習】一次原稿の発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて一次
原稿を修正してください（2時間程度）。

4時間

第29回 一次原稿に関する指導教員との質疑応答・追加・修正 【予習】一次原稿の発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて一次
原稿を修正してください（2時間程度）。

4時間

第30回 授業全体の総括を行う。 【予習】これまでの授業回の配布資料等を事前によく読ん
でおいてください（3時間程度）。
【復習】授業後に、これまでの授業回の配布資料等につい
て総復習してください（3時間程度）。

6時間
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授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 前期の授業のねらいと進め方など授業の概要を説明します。 【予習】この授業のシラバスを事前によく読んでおいてくだ
さい（1時間程度）。
【復習】授業後に、ガイダンスの内容について復習してくだ
さい（1時間程度）。

2時間

第2回 大学院における資料収集や調査研究の方法を説明します。 【予習】大学院における資料収集や調査研究の方法に関
する配布資料を事前によく読んでおいてください（2時間程
度）。
【復習】授業後に、大学院における資料収集や調査研究の
方法に関する配布資料を復習してください（2時間程度）。

4時間

第3回 修士論文の執筆方法を説明します。 【予習】修士論文の執筆方法に関する配布資料を事前に
よく読んでおいてください（2時間程度）。
【復習】授業後に、修士論文の執筆方法に関する配布資料
を復習してください（2時間程度）。

4時間

第4回 企業や行政における情報の利活用に関する教材の講読、受講生によ
る発表、ディスカッション

【予習】教材に基づく発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて発表
資料を修正してください（2時間程度）。

4時間

第5回 企業や行政における情報の利活用に関する教材の講読、受講生によ
る発表、ディスカッション

【予習】教材に基づく発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて発表
資料を修正してください（2時間程度）。

4時間

第6回 企業や行政における情報の利活用に関する教材の講読、受講生によ
る発表、ディスカッション

【予習】教材に基づく発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて発表
資料を修正してください（2時間程度）。

4時間

第7回 企業や行政における情報の利活用に関する研究テーマ・分析方法の決
定

【予習】研究テーマ・分析方法の決定に関する配布資料を
事前によく読んでおいてください（2時間程度）。
【復習】授業後に、研究テーマ・分析方法の決定に関する
配布資料を復習してください（2時間程度）。

4時間

第8回 修士論文作成計画の作成指導 【予習】修士論文作成計画の作成に関する配布資料を事
前によく読んでおいてください（2時間程度）。
【復習】授業後に、修士論文作成計画の作成に関する配布
資料を復習してください（2時間程度）。

4時間

第9回 修士論文作成計画の発表 【予習】修士論文作成計画を事前に準備しておいてくださ
い（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて修士
論文作成計画を修正してください（2時間程度）。

4時間

第10回 修士論文作成計画の発表 【予習】修士論文作成計画を事前に準備しておいてくださ
い（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて修士
論文作成計画を修正してください（2時間程度）。

4時間

第11回 修士論文作成計画の発表 【予習】修士論文作成計画を事前に準備しておいてくださ
い（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて修士
論文作成計画を修正してください（2時間程度）。

4時間

第12回 企業や行政における情報の利活用に関する研究テーマに基づくレポー
トの発表・ディスカッション

【予習】レポートを事前に作成しておいてください（2時間程
度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいてレ
ポートを修正してください（2時間程度）。

4時間

第13回 企業や行政における情報の利活用に関する研究テーマに基づくレポー
トの発表・ディスカッション

【予習】レポートを事前に作成しておいてください（2時間程
度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいてレ
ポートを修正してください（2時間程度）。

4時間

第14回 企業や行政における情報の利活用に関する研究テーマに基づくレポー
トの発表・ディスカッション

【予習】レポートを事前に作成しておいてください（2時間程
度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいてレ
ポートを修正してください（2時間程度）。

4時間

第15回 前期の授業の総括を行う。 【予習】これまでの授業の配布資料等を事前によく読んで
おいてください（3時間程度）。
【復習】授業後に、これまでの授業の配布資料等を総復習
してください（3時間程度）。

6時間

第16回 後期の授業のねらいと進め方など授業の概要を説明する。 【予習】この授業のシラバスを事前によく読んでおいてくだ
さい（1時間程度）。
【復習】授業後に、ガイダンスの内容について復習してくだ
さい（1時間程度）。

2時間

第17回 企業や行政における情報の利活用に関する研究テーマに関連する教
材の講読、受講生による発表

【予習】教材に基づく発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて発表
資料を修正してください（2時間程度）。

4時間

第18回 企業や行政における情報の利活用に関する研究テーマに関連する教
材の講読、受講生による発表

【予習】教材に基づく発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて発表
資料を修正してください（2時間程度）。

4時間

第19回 企業や行政における情報の利活用に関する研究テーマに関連する教
材の講読、受講生による発表

【予習】教材に基づく発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて発表
資料を修正してください（2時間程度）。

4時間

第20回 企業や行政における情報の利活用に関する研究テーマに関連する各
種文献・資料の検討

【予習】研究テーマに関連する各種文献・資料を事前によく
読んでおいてください（2時間程度）。
【復習】授業後に、研究テーマ関連する各種文献・資料を
復習してください（2時間程度）。

4時間

第21回 企業や行政における情報の利活用に関する研究テーマに関連する各
種文献・資料の検討

【予習】研究テーマに関連する各種文献・資料を事前によく
読んでおいてください（2時間程度）。
【復習】授業後に、研究テーマ関連する各種文献・資料を
復習してください（2時間程度）。

4時間

第22回 企業や行政における情報の利活用に関する研究テーマに関連する各
種文献・資料の検討

【予習】研究テーマに関連する各種文献・資料を事前によく
読んでおいてください（2時間程度）。
【復習】授業後に、研究テーマ関連する各種文献・資料を
復習してください（2時間程度）。

4時間

第23回 企業や行政における情報の利活用に関する研究テーマに関連する各
種文献・資料の検討

【予習】研究テーマに関連する各種文献・資料を事前によく
読んでおいてください（2時間程度）。
【復習】授業後に、研究テーマ関連する各種文献・資料を
復習してください（2時間程度）。

4時間

第24回 一次原稿の発表、ディスカッション 【予習】一次原稿の発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて一次
原稿を修正してください（2時間程度）。

4時間

第25回 一次原稿の発表、ディスカッション 【予習】一次原稿の発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて一次
原稿を修正してください（2時間程度）。

4時間
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第26回 一次原稿の発表、ディスカッション 【予習】一次原稿の発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて一次
原稿を修正してください（2時間程度）。

4時間

第27回 一次原稿に関する指導教員との質疑応答・追加・修正 【予習】一次原稿の発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて一次
原稿を修正してください（2時間程度）。

4時間

第28回 一次原稿に関する指導教員との質疑応答・追加・修正 【予習】一次原稿の発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて一次
原稿を修正してください（2時間程度）。

4時間

第29回 一次原稿に関する指導教員との質疑応答・追加・修正 【予習】一次原稿の発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて一次
原稿を修正してください（2時間程度）。

4時間

第30回 授業全体の総括を行う。 【予習】これまでの授業回の配布資料等を事前によく読ん
でおいてください（3時間程度）。
【復習】授業後に、これまでの授業回の配布資料等につい
て総復習してください（3時間程度）。

6時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 研究指導Ⅰ　 2022年度春学期、2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

修士1深瀬　澄

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

4単位

演習

―

経済学研究科経営学専攻

テーマ 経済・経営・社会・文化活動における「原因と結果」の構造的因果関係の解明

授業の目的及び概要
「研究指導Ⅰ」は１年次の必修科目である。前期においては、調査研究の方法や修士論文の作成方法について学修する。また、修士論文のテーマや構
成、研究計画などを作成していく。
後期においては、各々研究の成果を何度か中間発表し、お互いに議論しあい、修士論文の一次原稿を作成することを目的とする。

■本研究室では、経済・経営・社会・文化活動における諸問題に対し、顧客や同僚の「心理面」に配慮しつつ、実証的なアプローチにより有効な方策を
提言し実践することを目指している。具体的な学修としては、「現状における原因と結果との構造的な因果関係の解明」に重点が置かれる。しかし、実証
分析においては、相関関係の検証は容易だが因果関係の検証は難しい。そこで、汎用性が広く学術的にも高度とされる「共分散構造分析」の手ほどき
を最初に行い、個別のテーマ内容に応じて多様な手法を指導していく。
　前期に学ぶ共分散構造分析(CSA, Covariance Structure Analysis)とは、構造方程式モデリング (SEM, Structural Equation Modeling) ともいい、因子分
析と重回帰分析の利点を兼ね備えた、構造的な因果関係を分析するための統計手法である。潜在変数も含めた変数間の構造的な因果関係をパス図
を用いてモデル化し、用いたデータとモデルとの整合性、1本1本のパス（因果関係）の有意性と影響強度等について分析していく。想定した原因がダイ
レクトに結果に影響せず、思いもよらない別の要因を経由して間接的に影響しているようなケースも頻繁に解明される。新規の知見の開拓が期待できる
ため、方策を立案する際に非常に有益な情報を示唆することができる。
　
■ゼミ生の研究テーマに応じて、データ分析手法については、多変量解析、計量経済学、人工知能（ニューラルネットワーク）、形態素解析等々、柔軟に
対応して指導する。

学修の到達目標
■前期目標
１．相関関係と因果関係の違いを明確に理解し、原因と結果の構造的な因果関係を分析する力を修得する。
２．授業を中心に修士論文で用いる学術的な実証分析の手法の概要をまとめる。
３．実証的学術論文をサーベイし、テーマを絞り、研究計画書を完成させる。

■夏休み目標
以下１〜３の到達目標に従い、修士論文（一次稿）の半分（①課題設定、②論文構成（目次の概要説明）、③現状分析（フィールド調査実習）、④先行研
究のサーベイ、⑤分析手法）を完成させる。

１．先行研究文献を詳細にサーベイし、概念、モデル、分析手法、結論等を修士論文の一部としてまとめる。必要に応じて、論文末参考文献リストの資
料をサーベイに追加する。
２．テーマに関するフィールド調査に出向き、現状把握、因果構造仮説のデザイン、調査票の作成に必要な情報を収集する。
３．分析に用いるデータの入手方法を具体的に計画する（アンケート調査票原案も作成）。

■後期到達目標
研究テーマに関する問題構造における本質的なロジックをパス図（仮説モデル）として整理し、実証分析に必要なデータを入手し、共分散構造分析によ
り検証、考察して結論を導く。得られた研究の成果を何度か中間発表し、お互いに議論しあい、最終的に「修士論文の一次原稿」を完成させる。

■到達目標として想定される研究テーマ例。
バニラカップアイスのおいしさの感性的評価
東京ディズニーランドにみる日常から非日常への心理的変化
おしゃれの二面性尺度の作成（母世代・娘世代の比較）
女性労働をめぐる職場環境と家庭生活の相互作用
２チャンネルが盛り上がるダイナミズム
サッカーゲームにおける攻撃技能の因果構造
自転車放置者への説得的なコミュニケーション

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
必修科目

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
個別に研究内容の指摘と改善の方向性を示す。

アクティブ・ラーニング
の取組み

PBL（課題解決型学習）／ディスカッション、ディベート、討議／プレゼンテーション、発表、報告／実習、フィールドワーク、学外見学／ＰＣを用いた実技

テキスト

データサイエンス・コースとして、修士論文には、文献研究に加えて、実証研究または理論研究の要素を含むことを期待する。
修士レベルの統計手法は、標準のEXCELには装備されていないため、専門的なソフトウエアの使い方にも習熟する必要がある。
実証研究では、分析結果が仮説と乖離し、計画とおりに進捗しない場合もある。
苦しい状況下でも研究倫理を遵守して前進させる強靱な精神力と、柔軟な対応力が必要である。

この科目の履修に
あたって

30
学外の論文投稿、学会報告等

040

00030

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

『共分散構造分析（AMOS編）』、豊田秀樹、2011年以降の最新版、東京図書3200円＋税

参考書

参考文献として、
＜マーケティング分野の学術誌（トップジャーナル）＞
Journal of Marketing
Journal of Marketing Research
Journal of Consumer Research（JCR）
Marketing Science

isbn978-4-489-020087-7、

なし

ISBN

ISBN
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各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

オフィスアワー

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ※計画は暫定的なものであり、受講生の修士論文作成を最優先し、柔
軟に対応する。

１．自己紹介および学部時代の卒業研究概要を学生より報告
２．ガイダンス（研究指導Ⅰの運営方針、勉強法、スケジュールなど）
３．共分散構造分析の概要について教員より説明

◎次回までに実習用の専門ソフトをインストール（２時間）
して、動作を確認（２時間）してくること

4時間

第2回 共分散構造分析の修得２－共分散構造分析を体験する
-【実習課題】セミナー受講者の満足度調査の分析１
個別項目の評価が、どのように総合評価に影響しているのかを分析す
る
パス解析図作成→データ読み込み→計算の設定→出力結果の分析

テキストpp.2-21を理解すること（２時間）
授業後の復習として、再度ソフトウエアを起動し、モデルを
再設定して出力結果を確認すること（２時間）

4時間

第3回 【実習課題】セミナー受講者の満足度調査の分析２
前回の分析事例について、より詳細な推定法、出力のオプションと出力
結果の解釈法を解説する
①使用データ：生データ／分散共分散行列／相関係数行列／「分散タ
イプ」／「分析対象の共分散」
②モデル構築と変数：逐次モデルと非逐次モデル／外生変数と内生変
数／観測変の数と推定パラメータ数／飽和モデルと独立モデル／識別
問題とその対処法
③推定法：「正規性と異常値の検定」／最尤推定法／一般化最小2乗法
／ADF法（漸近的分布非依存法）
④出力オプション：／修正指数／推定値の共分散・相関／標本の積率
／モデルの積率／残差の積率／重相関係数の平方／直接効果・間接
効果・総合効果

テキストpp.26-49を理解すること（２時間）
授業後の復習として、再度ソフトウエアを起動し、モデルを
再設定して出力結果を確認すること（２時間）

4時間

第4回 ■教員より、共分散構造分析で代表的な「MIMIC（Multiple Indicator 
Multiple Cause）モデル」、「PLS（Partial Least Square）モデル」について
説明。
■受講生が、共分散構造分析以外の、逐次モデル、非逐次モデル、重
回帰分析による分析を実習する。
①携帯電話の購買意欲（重回帰分析）
②結婚相談所における女性による男性の格付け（逐次モデル）
③野球球団Aに対する応援の「態度」を巡る夫婦とその両親との因果関
係（非逐次モデル）

テキストpp.52-59を理解すること（２時間）
授業後の復習として、再度ソフトウエアを起動し、モデルを
再設定して出力結果を確認すること（２時間）

4時間

第5回 ■前回に続き、受講生より、共分散分析、確認的因子分析、階層因子
分析等の多様なモデルを実習する。
④高校生の期末試験の成績に及ぼす知能、勉強時間、睡眠時間の影
響（多変量回帰）
⑤コンピュータ学修は英語の能力を向上させるのか（共分散分析）
⑥学校における子供の仲間評価（2次因子分析・階層因子分析）
⑦母子関係における母親の絶対視観（ファントム変数登用モデル）

テキストpp.60-71を理解すること（２時間）
授業後の復習として、再度ソフトウエアを起動し、モデルを
再設定して出力結果を確認すること（２時間）

4時間

第6回 ■多母集団分析とは、属性の異なるデータが混在する場合の分析法で
ある。
【実習課題①】：難関校と低位校の入学時偏差値と学校生活が、卒業時
学力差に及ぼす影響
【実習課題②】：数的処理能力における小学6年生と中学1年生の学力
差要因
■平均共分散構造分析とは、変数間の平均値の違いを考慮した分析
であり、属性間における平均値の差の検定もできる。
【実習課題③】セミナーの満足度評価の平均共分散構造分析（相関
データに平均情報を組込む）
【実習課題④】算数の学力変化における教授法による影響分析

テキストpp.74-97を理解すること（２時間）
授業後の復習として、再度ソフトウエアを起動し、モデルを
再設定して出力結果を確認すること（２時間）

4時間

第7回 ■成長曲線モデルについて、縦断的データ（同一対象を複数回測定）
の推移を示す曲線を仮定し、その経時的に一貫したパラメータを推定
する。
【実習課題】大学入学時後の運動と学年別の体重変化予測

■研究テーマ検討１：
受講生による研究テーマ報告とディスカッション

テキストpp.100-107を理解すること（２時間）
授業後の復習として、再度ソフトウエアを起動し、モデルを
再設定して出力結果を確認すること（２時間）

4時間

第8回 ■完全にランダムな欠損（MCAR)の対処について、完全情報最尤法、
多重代入法（回帰代入法、確率的代入法、ベイズ代入法）を実習する
【実習課題】欠損データを含む試験成績の分析における対処

■研究テーマ検討２：
受講生による研究計画報告とディスカッション

テキストpp.110-127を理解すること（２時間）
授業後の復習として、再度ソフトウエアを起動し、モデルを
再設定して出力結果を確認すること（２時間）

4時間

第9回 ■ブートストラップ法を用い、標本データ数の不足や偏りで分析が困難
な場合に、既存データセットより仮想的なデータセットを生成して補い、
問題に対処する。また、複数の構造仮説モデルを比較し、最も適合度
の良いものを選択する。
【実習課題】試験成績の分析における推定値のバイアス修正、構造仮
説モデル間の適合度の比較

■研究テーマ検討３：
受講生による研究テーマ報告とディスカッション

テキストpp.120-127を理解すること（２時間）
授業後の復習として、再度ソフトウエアを起動し、モデルを
再設定して出力結果を確認すること（２時間）

4時間

第10回 ■モデル探索機能を用いて、仮説の因果構造図で不足している可能性
があるパスを探索する。
【実習課題①】難関校と低位校の入学時偏差値と学校生活が、卒業時
学力差に及ぼす影響（第6回）の分析結果の改良を試みる。
【実習課題②】「ニセコヴィラ・スキー場」の因子分析におけるイメージ抽
出モデルの比較検討

■先行研究文献報告１：
研究計画書作成の参考として、テーマに関する先行研究の論文構成、
調査対象、結論を中心に報告

テキストpp.130-137を理解すること（２時間）
授業後の復習として、再度ソフトウエアを起動し、モデルを
再設定して出力結果を確認すること（２時間）

4時間

第11回 ■多母集団平均構造分析により、母集団間の平均構造が潜在因子や
その後の推移への影響に関連させて分析する
【実習課題】学力を決定する潜在因子に関する大学間比較

■先行研究文献報告２：
研究計画書作成の参考として、テーマに関する先行研究の論文構成、
調査対象、結論を中心に報告

テキストpp.140-147を理解すること（２時間）
授業後の復習として、再度ソフトウエアを起動し、モデルを
再設定して出力結果を確認すること（２時間）

4時間
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第12回 ■ベイズ推定とは、未知の母数の推定値をその事前情報（確率分布）
を考慮して求める統計手法の概念である。MCMC法では、マルコフ連鎖
の概念とモンテカルロ・シミュレーションを用いて近似的な事後分布を生
成する。事後分布（形状、パラメータ）を予め設定しそれに収束させるこ
とにより高精度のパス係数推定が可能となる。
【実習課題】：知能（構成概念）による個別能力（観測変数）へのパス係
数のMCMC推定

■研究計画討論1：
テーマに関するデータの入手方法の報告とディスカッション

テキストpp.150-157を理解すること（２時間）
授業後の復習として、再度ソフトウエアを起動し、モデルを
再設定して出力結果を確認すること（２時間）

4時間

第13回 ■数量区分の選択肢において、「〇〇以上」のように一括され曖昧な
データを「打切りデータ」という。このようなデータに対し、MCMC法を用
いて対処する。
【実習課題】病気患者の投薬療法による完治までの経過日数への、年
齢と体重による影響（途中転院による打切りデータを含む）

■研究計画討論2：
フィールド調査による現状把握方法に関する報告とディスカッション

テキストpp.160-164を理解すること（２時間）
授業後の復習として、再度ソフトウエアを起動し、モデルを
再設定して出力結果を確認すること（２時間）

4時間

第14回 ■「非常に良い」「やや良い」「どちらともいえない」等の順序カテゴリカ
ルデータについて、MCMC法を用いて分析する
【実習課題】順序カテゴリカルデータの因子分析におけるMCMC法によ
る因子負荷量の推定

■研究計画討論3：
フィールド調査による現状把握方法に関する報告とディスカッション

テキストpp.168-177を理解すること（２時間）
授業後の復習として、再度ソフトウエアを起動し、モデルを
再設定して出力結果を確認すること（２時間）

4時間

第15回 １．研究計画書（一次稿）の報告
２．夏休み到達目標の確認
３．振り返り

学会報告（熊本大会）に向けて、夏休み中にプレゼンを完
成させる（４時間）

4時間

第16回 １．フィールド調査の学修成果報告
２．研究計画書の更新
３．分析データの具体的な入手方法（アンケート調査票）検討

コメントをするので、授業の一週間前に事前に課題を提出
すること（4時間）

4時間

第17回 １．フィールド調査の学修成果報告
２．研究計画書の更新
３．分析データの具体的な入手方法（アンケート調査票）検討

コメントで、指摘を受けた箇所を中心に改善と更なる充実
をすること（4時間）

4時間

第18回 研究テーマに関する先行研究サーベイの学生報告、ディスカッション コメントで、指摘を受けた箇所を中心に改善と更なる充実
をすること（4時間）

4時間

第19回 研究テーマに関する先行研究サーベイの学生報告、ディスカッション コメントで、指摘を受けた箇所を中心に改善と更なる充実
をすること（4時間）

4時間

第20回 データ集計〜分析〜考察についての学生報告、ディスカッション コメントで、指摘を受けた箇所を中心に改善と更なる充実
をすること（4時間）

4時間

第21回 データ集計〜分析〜考察についての学生報告、ディスカッション コメントで、指摘を受けた箇所を中心に改善と更なる充実
をすること（4時間）

4時間

第22回 論文概要の報告、ディスカッション コメントで、指摘を受けた箇所を中心に改善と更なる充実
をすること（4時間）

4時間

第23回 論文概要の報告、ディスカッション コメントで、指摘を受けた箇所を中心に改善と更なる充実
をすること（4時間）

4時間

第24回 論文概要の報告、ディスカッション コメントで、指摘を受けた箇所を中心に改善と更なる充実
をすること（4時間）

4時間

第25回 一次原稿の発表、ディスカッション コメントで、指摘を受けた箇所を中心に改善と更なる充実
をすること（4時間）

4時間

第26回 次原稿の発表、ディスカッション コメントで、指摘を受けた箇所を中心に改善と更なる充実
をすること（4時間）

4時間

第27回 指導教員との質疑応答・追加・修正 コメントで、指摘を受けた箇所を中心に改善と更なる充実
をすること（4時間）

4時間

第28回 指導教員との質疑応答・追加・修正 コメントで、指摘を受けた箇所を中心に改善と更なる充実
をすること（4時間）

4時間

第29回 指導教員との質疑応答・追加・修正 コメントで、指摘を受けた箇所を中心に改善と更なる充実
をすること（4時間）

4時間

第30回 総括
２年次の研究計画
春休み中の到達目標（理論、政策面の強化を重点的に）
日本行動経済学会（学生論文コンテスト）への投稿、学会報告について
http://www.abef.jp/topics/20180207/733/

コメントで、指摘を受けた箇所を中心に改善と更なる充実
をすること（4時間）

4時間

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ※計画は暫定的なものであり、受講生の修士論文作成を最優先し、柔
軟に対応する。

１．自己紹介および学部時代の卒業研究概要を学生より報告
２．ガイダンス（研究指導Ⅰの運営方針、勉強法、スケジュールなど）
３．共分散構造分析の概要について教員より説明

◎次回までに実習用の専門ソフトをインストール（２時間）
して、動作を確認（２時間）してくること

4時間

第2回 共分散構造分析の修得２－共分散構造分析を体験する
-【実習課題】セミナー受講者の満足度調査の分析１
個別項目の評価が、どのように総合評価に影響しているのかを分析す
る
パス解析図作成→データ読み込み→計算の設定→出力結果の分析

テキストpp.2-21を理解すること（２時間）
授業後の復習として、再度ソフトウエアを起動し、モデルを
再設定して出力結果を確認すること（２時間）

4時間

第3回 【実習課題】セミナー受講者の満足度調査の分析２
前回の分析事例について、より詳細な推定法、出力のオプションと出力
結果の解釈法を解説する
①使用データ：生データ／分散共分散行列／相関係数行列／「分散タ
イプ」／「分析対象の共分散」
②モデル構築と変数：逐次モデルと非逐次モデル／外生変数と内生変
数／観測変の数と推定パラメータ数／飽和モデルと独立モデル／識別
問題とその対処法
③推定法：「正規性と異常値の検定」／最尤推定法／一般化最小2乗法
／ADF法（漸近的分布非依存法）
④出力オプション：／修正指数／推定値の共分散・相関／標本の積率
／モデルの積率／残差の積率／重相関係数の平方／直接効果・間接
効果・総合効果

テキストpp.26-49を理解すること（２時間）
授業後の復習として、再度ソフトウエアを起動し、モデルを
再設定して出力結果を確認すること（２時間）

4時間

第4回 ■教員より、共分散構造分析で代表的な「MIMIC（Multiple Indicator 
Multiple Cause）モデル」、「PLS（Partial Least Square）モデル」について
説明。
■受講生が、共分散構造分析以外の、逐次モデル、非逐次モデル、重
回帰分析による分析を実習する。
①携帯電話の購買意欲（重回帰分析）
②結婚相談所における女性による男性の格付け（逐次モデル）
③野球球団Aに対する応援の「態度」を巡る夫婦とその両親との因果関
係（非逐次モデル）

テキストpp.52-59を理解すること（２時間）
授業後の復習として、再度ソフトウエアを起動し、モデルを
再設定して出力結果を確認すること（２時間）

4時間
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第5回 ■前回に続き、受講生より、共分散分析、確認的因子分析、階層因子
分析等の多様なモデルを実習する。
④高校生の期末試験の成績に及ぼす知能、勉強時間、睡眠時間の影
響（多変量回帰）
⑤コンピュータ学修は英語の能力を向上させるのか（共分散分析）
⑥学校における子供の仲間評価（2次因子分析・階層因子分析）
⑦母子関係における母親の絶対視観（ファントム変数登用モデル）

テキストpp.60-71を理解すること（２時間）
授業後の復習として、再度ソフトウエアを起動し、モデルを
再設定して出力結果を確認すること（２時間）

4時間

第6回 ■多母集団分析とは、属性の異なるデータが混在する場合の分析法で
ある。
【実習課題①】：難関校と低位校の入学時偏差値と学校生活が、卒業時
学力差に及ぼす影響
【実習課題②】：数的処理能力における小学6年生と中学1年生の学力
差要因
■平均共分散構造分析とは、変数間の平均値の違いを考慮した分析
であり、属性間における平均値の差の検定もできる。
【実習課題③】セミナーの満足度評価の平均共分散構造分析（相関
データに平均情報を組込む）
【実習課題④】算数の学力変化における教授法による影響分析

テキストpp.74-97を理解すること（２時間）
授業後の復習として、再度ソフトウエアを起動し、モデルを
再設定して出力結果を確認すること（２時間）

4時間

第7回 ■成長曲線モデルについて、縦断的データ（同一対象を複数回測定）
の推移を示す曲線を仮定し、その経時的に一貫したパラメータを推定
する。
【実習課題】大学入学時後の運動と学年別の体重変化予測

■研究テーマ検討１：
受講生による研究テーマ報告とディスカッション

テキストpp.100-107を理解すること（２時間）
授業後の復習として、再度ソフトウエアを起動し、モデルを
再設定して出力結果を確認すること（２時間）

4時間

第8回 ■完全にランダムな欠損（MCAR)の対処について、完全情報最尤法、
多重代入法（回帰代入法、確率的代入法、ベイズ代入法）を実習する
【実習課題】欠損データを含む試験成績の分析における対処

■研究テーマ検討２：
受講生による研究計画報告とディスカッション

テキストpp.110-127を理解すること（２時間）
授業後の復習として、再度ソフトウエアを起動し、モデルを
再設定して出力結果を確認すること（２時間）

4時間

第9回 ■ブートストラップ法を用い、標本データ数の不足や偏りで分析が困難
な場合に、既存データセットより仮想的なデータセットを生成して補い、
問題に対処する。また、複数の構造仮説モデルを比較し、最も適合度
の良いものを選択する。
【実習課題】試験成績の分析における推定値のバイアス修正、構造仮
説モデル間の適合度の比較

■研究テーマ検討３：
受講生による研究テーマ報告とディスカッション

テキストpp.120-127を理解すること（２時間）
授業後の復習として、再度ソフトウエアを起動し、モデルを
再設定して出力結果を確認すること（２時間）

4時間

第10回 ■モデル探索機能を用いて、仮説の因果構造図で不足している可能性
があるパスを探索する。
【実習課題①】難関校と低位校の入学時偏差値と学校生活が、卒業時
学力差に及ぼす影響（第6回）の分析結果の改良を試みる。
【実習課題②】「ニセコヴィラ・スキー場」の因子分析におけるイメージ抽
出モデルの比較検討

■先行研究文献報告１：
研究計画書作成の参考として、テーマに関する先行研究の論文構成、
調査対象、結論を中心に報告

テキストpp.130-137を理解すること（２時間）
授業後の復習として、再度ソフトウエアを起動し、モデルを
再設定して出力結果を確認すること（２時間）

4時間

第11回 ■多母集団平均構造分析により、母集団間の平均構造が潜在因子や
その後の推移への影響に関連させて分析する
【実習課題】学力を決定する潜在因子に関する大学間比較

■先行研究文献報告２：
研究計画書作成の参考として、テーマに関する先行研究の論文構成、
調査対象、結論を中心に報告

テキストpp.140-147を理解すること（２時間）
授業後の復習として、再度ソフトウエアを起動し、モデルを
再設定して出力結果を確認すること（２時間）

4時間

第12回 ■ベイズ推定とは、未知の母数の推定値をその事前情報（確率分布）
を考慮して求める統計手法の概念である。MCMC法では、マルコフ連鎖
の概念とモンテカルロ・シミュレーションを用いて近似的な事後分布を生
成する。事後分布（形状、パラメータ）を予め設定しそれに収束させるこ
とにより高精度のパス係数推定が可能となる。
【実習課題】：知能（構成概念）による個別能力（観測変数）へのパス係
数のMCMC推定

■研究計画討論1：
テーマに関するデータの入手方法の報告とディスカッション

テキストpp.150-157を理解すること（２時間）
授業後の復習として、再度ソフトウエアを起動し、モデルを
再設定して出力結果を確認すること（２時間）

4時間

第13回 ■数量区分の選択肢において、「〇〇以上」のように一括され曖昧な
データを「打切りデータ」という。このようなデータに対し、MCMC法を用
いて対処する。
【実習課題】病気患者の投薬療法による完治までの経過日数への、年
齢と体重による影響（途中転院による打切りデータを含む）

■研究計画討論2：
フィールド調査による現状把握方法に関する報告とディスカッション

テキストpp.160-164を理解すること（２時間）
授業後の復習として、再度ソフトウエアを起動し、モデルを
再設定して出力結果を確認すること（２時間）

4時間

第14回 ■「非常に良い」「やや良い」「どちらともいえない」等の順序カテゴリカ
ルデータについて、MCMC法を用いて分析する
【実習課題】順序カテゴリカルデータの因子分析におけるMCMC法によ
る因子負荷量の推定

■研究計画討論3：
フィールド調査による現状把握方法に関する報告とディスカッション

テキストpp.168-177を理解すること（２時間）
授業後の復習として、再度ソフトウエアを起動し、モデルを
再設定して出力結果を確認すること（２時間）

4時間

第15回 １．研究計画書（一次稿）の報告
２．夏休み到達目標の確認
３．振り返り

学会報告（熊本大会）に向けて、夏休み中にプレゼンを完
成させる（４時間）

4時間

第16回 １．フィールド調査の学修成果報告
２．研究計画書の更新
３．分析データの具体的な入手方法（アンケート調査票）検討

コメントをするので、授業の一週間前に事前に課題を提出
すること（4時間）

4時間

第17回 １．フィールド調査の学修成果報告
２．研究計画書の更新
３．分析データの具体的な入手方法（アンケート調査票）検討

コメントで、指摘を受けた箇所を中心に改善と更なる充実
をすること（4時間）

4時間

第18回 研究テーマに関する先行研究サーベイの学生報告、ディスカッション コメントで、指摘を受けた箇所を中心に改善と更なる充実
をすること（4時間）

4時間

第19回 研究テーマに関する先行研究サーベイの学生報告、ディスカッション コメントで、指摘を受けた箇所を中心に改善と更なる充実
をすること（4時間）

4時間

第20回 データ集計〜分析〜考察についての学生報告、ディスカッション コメントで、指摘を受けた箇所を中心に改善と更なる充実
をすること（4時間）

4時間

第21回 データ集計〜分析〜考察についての学生報告、ディスカッション コメントで、指摘を受けた箇所を中心に改善と更なる充実
をすること（4時間）

4時間

第22回 論文概要の報告、ディスカッション コメントで、指摘を受けた箇所を中心に改善と更なる充実
をすること（4時間）

4時間

第23回 論文概要の報告、ディスカッション コメントで、指摘を受けた箇所を中心に改善と更なる充実
をすること（4時間）

4時間

第24回 論文概要の報告、ディスカッション コメントで、指摘を受けた箇所を中心に改善と更なる充実
をすること（4時間）

4時間
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第25回 一次原稿の発表、ディスカッション コメントで、指摘を受けた箇所を中心に改善と更なる充実
をすること（4時間）

4時間

第26回 次原稿の発表、ディスカッション コメントで、指摘を受けた箇所を中心に改善と更なる充実
をすること（4時間）

4時間

第27回 指導教員との質疑応答・追加・修正 コメントで、指摘を受けた箇所を中心に改善と更なる充実
をすること（4時間）

4時間

第28回 指導教員との質疑応答・追加・修正 コメントで、指摘を受けた箇所を中心に改善と更なる充実
をすること（4時間）

4時間

第29回 指導教員との質疑応答・追加・修正 コメントで、指摘を受けた箇所を中心に改善と更なる充実
をすること（4時間）

4時間

第30回 総括
２年次の研究計画
春休み中の到達目標（理論、政策面の強化を重点的に）
日本行動経済学会（学生論文コンテスト）への投稿、学会報告について
http://www.abef.jp/topics/20180207/733/

コメントで、指摘を受けた箇所を中心に改善と更なる充実
をすること（4時間）

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 研究指導Ⅰ　 2022年度春学期、2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

修士1荒木　康代

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

4単位

演習

―

経済学研究科経営学専攻

テーマ 修士論文に向けての研究　人々の働き方の変化及び企業組織と企業の人的資源管理について考える。

授業の目的及び概要
受講生の興味関心に基づいたテーマをもとに、大学院における調査研究の方法や論文の執筆方法を修得させ、修士論文の一次原稿を作成させる。こ
れらの学修を通じて、現代社会や企業が直面する様々な課題の中から、特に人々の働き方や企業における人材の問題に対する分析・提案能力を修得
させる。
　急激な社会経済環境境、労働環境の変化の中で、人々の働き方も企業の人的資源管理も変化を迫られている。本研究指導では、このような状況につ
いて学ぶとともに、その中で、これからの人々は働くことをどのように考えていくべきか、また企業はどうすれば多様な従業員の能力を活用し、同時にそ
の生活をより良いものにしていけるのか、ということについて様々な情報を分析し、自ら主張できる能力を習得させることを目標にする。

学修の到達目標
本演習（研究指導）は、人的資源管理や能力開発及び経営倫理、企業における女性労働及び女性活用、高齢者雇用、ワークライフバランスなどに関す
る諸問題についての知識を獲得するとともに、研究テーマに基づき資料を収集し、分析・考察し、文章にまとめるという作業を通じて、論理的な思考能
力、分析能力、文章作成能力を見につけ、修士論文一次原稿の作成を到達目標とする。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
必修科目

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
授業での発表についてはその都度追加、修正すべき事項について教員が指導する。また、提出したレポートについては、添削したうえで返却すること
で、フィードバックする。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議／プレゼンテーション、発表、報告

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

日頃から、自らの研究テーマについて常にアンテナを張って広範囲に情報収集に努めること。
自らの研究テーマに関する資料・文献に関しては、日ごろから積極的に収集に努めること。
修士論文作成のための情報収集と分析、論文作成には多くの時間とエネルギーが必要です。大変な作業ですが、真摯に取り組んでください。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

0
0

00

060040

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

受講生の興味関心に合わせて、授業開始後に決定する。

参考書

授業中に必要に応じて紹介する。

なし
ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ガイダンス　前期の授業のねらいと進め方など授業の概要及び修士論
文についての説明

修士論文計画の策定 4時間

第2回 修士論文作成計画の発表と指導
修士論文をどのような方法・手順で作成するか計画を立たせ、具体的
な作業スケジュールを策定させることによって、現実的な研究計画を作
成させる。

修士論文作成計画の修正（２時間以上）
研究テーマの資料の収集・分析（２時間以上）

4時間

第3回 修論テーマの資料収集と分析、発表 研究テーマの資料の収集・分析 4時間

第4回 修論テーマの資料収集と分析、発表 研究テーマの資料の収集・分析 4時間

第5回 修論テーマの資料収集と分析、発表 研究テーマの資料の収集・分析 4時間

第6回 修論テーマの資料収集と分析、発表 研究テーマの資料の収集・分析 4時間

第7回 修論テーマの資料収集と分析、発表 研究テーマの資料の収集・分析 4時間

第8回 修論テーマの資料収集と分析、発表 研究テーマの資料の収集・分析 4時間

第9回 修論テーマの資料収集と分析、発表 研究テーマの資料の収集・分析 4時間
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第10回 修論テーマの資料収集と分析、発表 修士論文計画書を作成、修正する。（２時間以上）
研究テーマに関する文献、資料との収集、整理。（２時間
以上）

6時間

第11回 修論テーマの資料収集と分析、発表 修士論文計画書を作成、修正する。（２時間以上）
研究テーマに関する文献、資料との収集、整理。（２時間
以上）

4時間

第12回 修論テーマの資料収集と分析、発表 修士論文計画書を作成、修正する。（２時間以上）
研究テーマに関する文献、資料との収集、整理。（２時間
以上）

4時間

第13回 修論テーマの資料収集と分析、発表 修士論文計画書を作成、修正する。（２時間以上）
研究テーマに関する文献、資料との収集、整理。（２時間
以上）

4時間

第14回 修論テーマの資料収集と分析、発表 修士論文計画書を作成、修正する。（２時間以上）
研究テーマに関する文献、資料との収集、整理。（２時間
以上）

4時間

第15回 前期授業の総括を行う。
修正した研究計画と研究のガイドラインを提出

修士論文計画書に従って、研究を進める。（２時間以上）
研究テーマに関する文献、資料との収集、整理、まとめ。
（３時間以上）

6時間

第16回 後期授業の方法、進め方について説明 修士論文計画書を作成する。（２時間以上）
研究テーマに関する文献、資料との収集、整理。（２時間
以上）

6時間

第17回 研究テーマに関連する文献、資料について発表する。 修士論文計画書を作成、修正する。（２時間以上）
研究テーマに関する文献、資料との収集、整理。（２時間
以上）

4時間

第18回 研究テーマに関連する資料・分析について発表する。 修士論文計画書に従って研究を進める。（２時間以上）
研究テーマに関する文献、資料との収集、整理。（２時間
以上）

4時間

第19回 修士論文原稿の発表 修士論文計画書に従って研究を進める。（２時間以上）
研究テーマに関する文献、資料の収集、整理。（２時間以
上）
修士論文の作成

4時間

第20回 研究テーマに関連する資料・文献を収集し、論文を作成、発表。教員に
よる指導

修士論文計画書に従って研究を進める。（２時間以上）
研究テーマに関する文献、資料との収集、整理。（２時間
以上）
修士論文の作成

4時間

第21回 研究テーマに関連する資料・文献を収集し、論文を作成、発表。教員に
よる指導

修士論文計画書に従って研究を進める。（２時間以上）
研究テーマに関する文献、資料との収集、整理。（２時間
以上）
修士論文の作成

4時間

第22回 研究テーマに関連する資料・文献を収集し、論文を作成、発表。教員に
よる指導

修士論文計画書に従って研究を進める。（２時間以上）
研究テーマに関する文献、資料との収集、整理。（２時間
以上）
修士論文の作成

4時間

第23回 研究テーマに関連する資料・文献を収集し、論文を作成、発表。教員に
よる指導

研究テーマに関する文献、資料との収集、整理。（２時間
以上）
修士論文一次原稿の作成（２時間以上）

4時間

第24回 修士論文一次原稿の発表とディスカッション、教員による指導 授業中に指摘されたコメント等を参考に修士論文一次原
稿を修正、作成する。（２時間以上）
研究テーマに関する文献、資料との収集、整理。（２時間
以上）

6時間

第25回 修士論文一次原稿の発表とディスカッション、教員による指導 授業中に指摘されたコメント等を参考に修士論文一次原
稿を修正、作成する。（２時間以上）
研究テーマに関する文献、資料との収集、整理。（２時間
以上）

4時間

第26回 修士論文一次原稿の発表とディスカッション、教員による指導 授業中に指摘されたコメント等を参考に修士論文一次原
稿を修正、作成する。（２時間以上）
研究テーマに関する文献、資料との収集、整理。（２時間
以上）

4時間

第27回 教員の指導による追加・修正をした修士論文一次原稿を発表し、ディス
カッションする。

授業中に指摘されたコメント等を参考に修士論文一次原
稿を修正、作成する。（２時間以上）
研究テーマに関する文献、資料との収集、整理。（２時間
以上）

4時間

第28回 教員の指導による追加・修正をした修士論文一次原稿の発表とディス
カッションをする。

研究テーマに関する文献、資料との収集、整理。（２時間
以上）
授業中に指摘されたコメント等を参考に修士論文一次原
稿を修正、作成する。（４時間以上）

6時間

第29回 教員の指導による追加・修正をした修士論文一次原稿の発表とディス
カッションをする。

研究テーマに関する文献、資料との収集、整理。（２時間
以上）
授業中に指摘されたコメント等を参考に修士論文一次原
稿を修正、作成する。（４時間以上）

6時間

第30回 後期授業の総括とまとめを行う。
修士論文一次原稿を発表、提出。

研究テーマに関する文献、資料との収集、整理。（２時間
以上）
修士論文一次原稿の作成、提出（４時間以上）

6時間

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ガイダンス　前期の授業のねらいと進め方など授業の概要及び修士論
文についての説明

修士論文計画の策定 4時間

第2回 修士論文作成計画の発表と指導
修士論文をどのような方法・手順で作成するか計画を立たせ、具体的
な作業スケジュールを策定させることによって、現実的な研究計画を作
成させる。

修士論文作成計画の修正（２時間以上）
研究テーマの資料の収集・分析（２時間以上）

4時間

第3回 修論テーマの資料収集と分析、発表 研究テーマの資料の収集・分析 4時間

第4回 修論テーマの資料収集と分析、発表 研究テーマの資料の収集・分析 4時間

第5回 修論テーマの資料収集と分析、発表 研究テーマの資料の収集・分析 4時間

第6回 修論テーマの資料収集と分析、発表 研究テーマの資料の収集・分析 4時間

第7回 修論テーマの資料収集と分析、発表 研究テーマの資料の収集・分析 4時間

第8回 修論テーマの資料収集と分析、発表 研究テーマの資料の収集・分析 4時間

第9回 修論テーマの資料収集と分析、発表 研究テーマの資料の収集・分析 4時間

－117－

2022/10/1



第10回 修論テーマの資料収集と分析、発表 修士論文計画書を作成、修正する。（２時間以上）
研究テーマに関する文献、資料との収集、整理。（２時間
以上）

6時間

第11回 修論テーマの資料収集と分析、発表 修士論文計画書を作成、修正する。（２時間以上）
研究テーマに関する文献、資料との収集、整理。（２時間
以上）

4時間

第12回 修論テーマの資料収集と分析、発表 修士論文計画書を作成、修正する。（２時間以上）
研究テーマに関する文献、資料との収集、整理。（２時間
以上）

4時間

第13回 修論テーマの資料収集と分析、発表 修士論文計画書を作成、修正する。（２時間以上）
研究テーマに関する文献、資料との収集、整理。（２時間
以上）

4時間

第14回 修論テーマの資料収集と分析、発表 修士論文計画書を作成、修正する。（２時間以上）
研究テーマに関する文献、資料との収集、整理。（２時間
以上）

4時間

第15回 前期授業の総括を行う。
修正した研究計画と研究のガイドラインを提出

修士論文計画書に従って、研究を進める。（２時間以上）
研究テーマに関する文献、資料との収集、整理、まとめ。
（３時間以上）

6時間

第16回 後期授業の方法、進め方について説明 修士論文計画書を作成する。（２時間以上）
研究テーマに関する文献、資料との収集、整理。（２時間
以上）

6時間

第17回 研究テーマに関連する文献、資料について発表する。 修士論文計画書を作成、修正する。（２時間以上）
研究テーマに関する文献、資料との収集、整理。（２時間
以上）

4時間

第18回 研究テーマに関連する資料・分析について発表する。 修士論文計画書に従って研究を進める。（２時間以上）
研究テーマに関する文献、資料との収集、整理。（２時間
以上）

4時間

第19回 修士論文原稿の発表 修士論文計画書に従って研究を進める。（２時間以上）
研究テーマに関する文献、資料の収集、整理。（２時間以
上）
修士論文の作成

4時間

第20回 研究テーマに関連する資料・文献を収集し、論文を作成、発表。教員に
よる指導

修士論文計画書に従って研究を進める。（２時間以上）
研究テーマに関する文献、資料との収集、整理。（２時間
以上）
修士論文の作成

4時間

第21回 研究テーマに関連する資料・文献を収集し、論文を作成、発表。教員に
よる指導

修士論文計画書に従って研究を進める。（２時間以上）
研究テーマに関する文献、資料との収集、整理。（２時間
以上）
修士論文の作成

4時間

第22回 研究テーマに関連する資料・文献を収集し、論文を作成、発表。教員に
よる指導

修士論文計画書に従って研究を進める。（２時間以上）
研究テーマに関する文献、資料との収集、整理。（２時間
以上）
修士論文の作成

4時間

第23回 研究テーマに関連する資料・文献を収集し、論文を作成、発表。教員に
よる指導

研究テーマに関する文献、資料との収集、整理。（２時間
以上）
修士論文一次原稿の作成（２時間以上）

4時間

第24回 修士論文一次原稿の発表とディスカッション、教員による指導 授業中に指摘されたコメント等を参考に修士論文一次原
稿を修正、作成する。（２時間以上）
研究テーマに関する文献、資料との収集、整理。（２時間
以上）

6時間

第25回 修士論文一次原稿の発表とディスカッション、教員による指導 授業中に指摘されたコメント等を参考に修士論文一次原
稿を修正、作成する。（２時間以上）
研究テーマに関する文献、資料との収集、整理。（２時間
以上）

4時間

第26回 修士論文一次原稿の発表とディスカッション、教員による指導 授業中に指摘されたコメント等を参考に修士論文一次原
稿を修正、作成する。（２時間以上）
研究テーマに関する文献、資料との収集、整理。（２時間
以上）

4時間

第27回 教員の指導による追加・修正をした修士論文一次原稿を発表し、ディス
カッションする。

授業中に指摘されたコメント等を参考に修士論文一次原
稿を修正、作成する。（２時間以上）
研究テーマに関する文献、資料との収集、整理。（２時間
以上）

4時間

第28回 教員の指導による追加・修正をした修士論文一次原稿の発表とディス
カッションをする。

研究テーマに関する文献、資料との収集、整理。（２時間
以上）
授業中に指摘されたコメント等を参考に修士論文一次原
稿を修正、作成する。（４時間以上）

6時間

第29回 教員の指導による追加・修正をした修士論文一次原稿の発表とディス
カッションをする。

研究テーマに関する文献、資料との収集、整理。（２時間
以上）
授業中に指摘されたコメント等を参考に修士論文一次原
稿を修正、作成する。（４時間以上）

6時間

第30回 後期授業の総括とまとめを行う。
修士論文一次原稿を発表、提出。

研究テーマに関する文献、資料との収集、整理。（２時間
以上）
修士論文一次原稿の作成、提出（４時間以上）

6時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 研究指導Ⅱ　 2022年度春学期、2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

修士2亀田　速穂

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

4単位

演習

―

経済学研究科経営学専攻

テーマ 修士論文の完成に向けた研究指導

授業の目的及び概要
本演習（研究指導）では、1年次に続き、経営学や経営管理の知識に基づき、現代企業の経営管理における課題やその解決方向について考察を深める
ことを目的に研究指導を行う。前期には、修士論文の中間原稿に基づき、公開で行われる中間発表会において発表させ、他の教員や他の演習（研究指
導）の学生も交えたディスカッションなどを通じ、修正させる。
　後期には、前期までの研究内容や前期に実施した中間発表会における指導等を踏まえ、特に、現代企業が直面する経営管理の諸問題の中から経営
戦略、組織構造、人事管理を含む経営改革の方向を提案できているかという点を重視して修正させる。修正した原稿を本演習（研究指導）において再度
発表させ、修士論文の完成を視野に入れた指導を行う。
　以上を通して、高度専門職業人としての知識・技能を身につけられるようにする。

学修の到達目標
研究指導Ⅰにおいて受講生が作成した修士論文作成計画に沿って、周到な文献・資料収集を行うことができ、論理的な思考と記述に則した修士論文を
完成させることができる。
この学修を通じて、現代企業が直面する経営管理の諸問題の中から経営戦略、組織構造、人事管理を含む経営管理に関する調査・分析・提言の能力
を習得できる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
必修科目
先修条件：研究指導Ⅰ

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
各回の学生の報告書に対して教員が不十分な点を指摘するとともに、修論原稿を添削し、フィードバックする。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

この演習では原則として、毎回受講生の報告と発表が行われる。活発な議論を引き出すためには、日頃から十分な調査・研究に努力することが求めら
れる。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

0
なし

00

050050

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

テキストは使用しません。

参考書

なし

なし

なし

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 前期の授業のねらいと進め方など授業の概要を説明する。
研究計画書に沿って、調査研究と論文原稿作成を点検・指導する。

事前学修として、研究計画に沿って、各自進めた調査研究
と論文原稿を作成し、報告・発表する（3時間程度）。
事後学修として、教員からのコメントを復習し、報告・発表
した調査研究と論文原稿に反映させる（3時間程度）。

6時間

第2回 研究計画書に沿って、調査研究と論文原稿作成を点検・指導する。 事前学修として、研究計画に沿って、各自進めた調査研究
と論文原稿を作成し、報告・発表する（3時間程度）。
事後学修として、教員からのコメントを復習し、報告・発表
した調査研究と論文原稿に反映させる（3時間程度）。

6時間

第3回 研究計画書に沿って、調査研究と論文原稿作成を点検・指導する。 事前学修として、研究計画に沿って、各自進めた調査研究
と論文原稿を作成し、報告・発表する（3時間程度）。
事後学修として、教員からのコメントを復習し、報告・発表
した調査研究と論文原稿に反映させる（3時間程度）。

6時間

第4回 研究計画書に沿って、調査研究と論文原稿作成を点検・指導する。 事前学修として、研究計画に沿って、各自進めた調査研究
と論文原稿を作成し、報告・発表する（3時間程度）。
事後学修として、教員からのコメントを復習し、報告・発表
した調査研究と論文原稿に反映させる（3時間程度）。研

6時間

第5回 研究計画書に沿って、調査研究と論文原稿作成を点検・指導する。 事前学修として、研究計画に沿って、各自進めた調査研究
と論文原稿を作成し、報告・発表する（3時間程度）。
事後学修として、教員からのコメントを復習し、報告・発表
した調査研究と論文原稿に反映させる（3時間程度）。

6時間
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第6回 研究計画書に沿って、調査研究と論文原稿作成を点検・指導する。 事前学修として、研究計画に沿って、各自進めた調査研究
と論文原稿を作成し、報告・発表する（3時間程度）。
事後学修として、教員からのコメントを復習し、報告・発表
した調査研究と論文原稿に反映させる（3時間程度）。

6時間

第7回 研究計画書に沿って、調査研究と論文原稿作成を点検・指導する。 事前学修として、研究計画に沿って、各自進めた調査研究
と論文原稿を作成し、報告・発表する（3時間程度）。
事後学修として、教員からのコメントを復習し、報告・発表
した調査研究と論文原稿に反映させる（3時間程度）。

6時間

第8回 研究計画書に沿って、調査研究と論文原稿作成を点検・指導する。 事前学修として、研究計画に沿って、各自進めた調査研究
と論文原稿を作成し、報告・発表する（3時間程度）。
事後学修として、教員からのコメントを復習し、報告・発表
した調査研究と論文原稿に反映させる（3時間程度）。

6時間

第9回 中間原稿の発表、ディスカッション 事前学修として、これまで報告した調査研究と論文原稿を
中間発表としてまとめ発表する準備をする（3時間程度）。
事後学修として、教員のコメントを復習し、調査研究内容と
論文原稿の加筆修正に反映させる（3時間程度）。

6時間

第10回 中間原稿の発表、ディスカッション 事前学修として、これまで報告した調査研究と論文原稿を
中間発表としてまとめ発表する準備をする（3時間程度）。
事後学修として、教員のコメントを復習し、調査研究内容と
論文原稿の加筆修正に反映させる（3時間程度）。

6時間

第11回 中間原稿の発表、ディスカッション 事前学修として、これまで報告した調査研究と論文原稿を
中間発表としてまとめ発表する準備をする（3時間程度）。
事後学修として、教員のコメントを復習し、調査研究内容と
論文原稿の加筆修正に反映させる（3時間程度）。

6時間

第12回 これまでで修正された中間発表の調査研究と論文原稿について追加
的な指導する。

事前学修として、修正された中間原稿を点検し、新たに必
要となった調査研究を行い、論文原稿を作成し、報告を準
備する（3時間程度）。
事後学修として、教員のコメントを復習し、それを調査研究
と修正された中間原稿作成に反映させる（3時間程度）。

6時間

第13回 これまでで修正された中間発表の調査研究と論文原稿について追加
的な指導する。

事前学修として、修正された中間原稿を点検し、新たに必
要となった調査研究を行い、論文原稿を作成し、報告を準
備する（3時間程度）。
事後学修として、教員のコメントを復習し、それを調査研究
と修正された中間原稿作成に反映させる（3時間程度）。

6時間

第14回 これまでで修正された中間発表の調査研究と論文原稿について追加
的な指導する。

事前学修として、修正された中間原稿を点検し、新たに必
要となった調査研究を行い、論文原稿を作成し、報告を準
備する（3時間程度）。
事後学修として、教員のコメントを復習し、それを調査研究
と修正された中間原稿作成に反映させる（3時間程度）。

6時間

第15回 前期の授業の総括と夏休みの研究計画に対する指導。 事前学修として、春学期に行った調査研究と作成した論文
原稿を総点検し、研究の不足している部分、原稿の加筆
修正が必要な部分を洗い出し、夏休みに行う研究計画の
報告準備をする（3時間程度）。
事後学修として、教員のコメントを復習し、秋学期に向けた
調査研究の方向を確認する（3時間程度）。

6時間

第16回 夏休み中に行った研究結果および秋学期の授業のポイント・進め方な
どについて指導する。

事前学修として、夏休み中に行った調査研究の内容と新
たに作成した論文原稿をまとめ、報告発表の準備をする
（3時間程度）。
事後学修として、教員からのコメントを復習し、調査研究内
容と論文原稿の修正に反映させる（3時間程度）。

6時間

第17回 10月の中間発表会に向けての調査研究と原稿作成の指導を行う。 事前学修として、10月の中間発表会に向けた調査研究内
容・論文原稿・文献資料を点検し、発表内容を準備する（3
時間程度）。
事後学修として、教員からのコメントを復習し、中間発表会
の発表内容に反映させる（3時間程度）。

6時間

第18回 10月の中間発表会に向けての調査研究と原稿作成の指導を行う。 事前学修として、10月の中間発表会に向けた調査研究内
容・論文原稿・文献資料を点検し、発表内容を準備する（3
時間程度）。
事後学修として、教員からのコメントを復習し、中間発表会
の発表内容に反映させる（3時間程度）。

6時間

第19回 研究計画書に基づいて、調査研究と論文作成を指導する。 事前学修として、研究計画に沿って、各自進めた調査研究
と論文原稿を作成し、報告・発表する（3時間程度）。
事後学修として、教員からのコメントを復習し、報告・発表
した調査研究と論文原稿に反映させる（3時間程度）。

6時間

第20回 研究計画書に基づいて、調査研究と論文作成を指導する。 事前学修として、研究計画に沿って、各自進めた調査研究
と論文原稿を作成し、報告・発表する（3時間程度）。
事後学修として、教員からのコメントを復習し、報告・発表
した調査研究と論文原稿に反映させる（3時間程度）。

6時間

第21回 研究計画書に基づいて、調査研究と論文作成を指導する。 事前学修として、研究計画に沿って、各自進めた調査研究
と論文原稿を作成し、報告・発表する（3時間程度）。
事後学修として、教員からのコメントを復習し、報告・発表
した調査研究と論文原稿に反映させる（3時間程度）。

6時間

第22回 研究計画書に基づいて、調査研究と論文作成を指導する。 事前学修として、研究計画に沿って、各自進めた調査研究
と論文原稿を作成し、報告・発表する（3時間程度）。
事後学修として、教員からのコメントを復習し、報告・発表
した調査研究と論文原稿に反映させる（3時間程度）。

6時間

第23回 研究計画書に基づいて、調査研究と論文作成を指導する。 事前学修として、研究計画に沿って、各自進めた調査研究
と論文原稿を作成し、報告・発表する（3時間程度）。
事後学修として、教員からのコメントを復習し、報告・発表
した調査研究と論文原稿に反映させる（3時間程度）。

6時間

第24回 修士論文の完成に向けた調査研究内容と最終原稿について指導す
る。

事前学修として、修士論文の完成に向けた調査研究内容
を点検し、最終原稿の報告を準備する（3時間程度）。
事後学修として、教員のコメントを復習し、最終原稿に反
映させる（3時間程度）。

6時間

第25回 修士論文の完成に向けた調査研究内容と最終原稿について指導す
る。

事前学修として、修士論文の完成に向けた調査研究内容
を点検し、最終原稿の報告を準備する（3時間程度）。
事後学修として、教員のコメントを復習し、最終原稿に反
映させる（3時間程度）。

6時間

第26回 修士論文の完成に向けた調査研究内容と最終原稿について指導す
る。

事前学修として、修士論文の完成に向けた調査研究内容
を点検し、最終原稿の報告を準備する（3時間程度）。
事後学修として、教員のコメントを復習し、最終原稿に反
映させる（3時間程度）。

6時間

第27回 修士論文の完成に向けた調査研究内容と最終原稿について指導す
る。

事前学修として、修士論文の完成に向けた調査研究内容
を点検し、最終原稿の報告を準備する（3時間程度）。
事後学修として、教員のコメントを復習し、最終原稿に反
映させる（3時間程度）。

6時間

第28回 修士論文の完成に向けた調査研究内容と最終原稿について指導す
る。

事前学修として、修士論文の完成に向けた調査研究内容
を点検し、最終原稿の報告を準備する（3時間程度）。
事後学修として、教員のコメントを復習し、最終原稿に反
映させる（3時間程度）。

6時間

第29回 修士論文の完成に向けた調査研究内容と最終原稿について指導す
る。

事前学修として、修士論文の完成に向けた調査研究内容
を点検し、最終原稿の報告を準備する（3時間程度）。
事後学修として、教員のコメントを復習し、最終原稿に反
映させる（3時間程度）。

6時間
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第30回 授業全体の総括を行い、修士論文の完成原稿について報告してもら
う。

事前学修として、修士論文の完成原稿をチェックリストに
基づいて最終点検し、報告発表する準備をする（3時間程
度）。
事後学修として、教員のコメントを修士論文の完成原稿に
反映させる（5時間程度）。

6時間

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 前期の授業のねらいと進め方など授業の概要を説明する。
研究計画書に沿って、調査研究と論文原稿作成を点検・指導する。

事前学修として、研究計画に沿って、各自進めた調査研究
と論文原稿を作成し、報告・発表する（3時間程度）。
事後学修として、教員からのコメントを復習し、報告・発表
した調査研究と論文原稿に反映させる（3時間程度）。

6時間

第2回 研究計画書に沿って、調査研究と論文原稿作成を点検・指導する。 事前学修として、研究計画に沿って、各自進めた調査研究
と論文原稿を作成し、報告・発表する（3時間程度）。
事後学修として、教員からのコメントを復習し、報告・発表
した調査研究と論文原稿に反映させる（3時間程度）。

6時間

第3回 研究計画書に沿って、調査研究と論文原稿作成を点検・指導する。 事前学修として、研究計画に沿って、各自進めた調査研究
と論文原稿を作成し、報告・発表する（3時間程度）。
事後学修として、教員からのコメントを復習し、報告・発表
した調査研究と論文原稿に反映させる（3時間程度）。

6時間

第4回 研究計画書に沿って、調査研究と論文原稿作成を点検・指導する。 事前学修として、研究計画に沿って、各自進めた調査研究
と論文原稿を作成し、報告・発表する（3時間程度）。
事後学修として、教員からのコメントを復習し、報告・発表
した調査研究と論文原稿に反映させる（3時間程度）。研

6時間

第5回 研究計画書に沿って、調査研究と論文原稿作成を点検・指導する。 事前学修として、研究計画に沿って、各自進めた調査研究
と論文原稿を作成し、報告・発表する（3時間程度）。
事後学修として、教員からのコメントを復習し、報告・発表
した調査研究と論文原稿に反映させる（3時間程度）。

6時間

第6回 研究計画書に沿って、調査研究と論文原稿作成を点検・指導する。 事前学修として、研究計画に沿って、各自進めた調査研究
と論文原稿を作成し、報告・発表する（3時間程度）。
事後学修として、教員からのコメントを復習し、報告・発表
した調査研究と論文原稿に反映させる（3時間程度）。

6時間

第7回 研究計画書に沿って、調査研究と論文原稿作成を点検・指導する。 事前学修として、研究計画に沿って、各自進めた調査研究
と論文原稿を作成し、報告・発表する（3時間程度）。
事後学修として、教員からのコメントを復習し、報告・発表
した調査研究と論文原稿に反映させる（3時間程度）。

6時間

第8回 研究計画書に沿って、調査研究と論文原稿作成を点検・指導する。 事前学修として、研究計画に沿って、各自進めた調査研究
と論文原稿を作成し、報告・発表する（3時間程度）。
事後学修として、教員からのコメントを復習し、報告・発表
した調査研究と論文原稿に反映させる（3時間程度）。

6時間

第9回 中間原稿の発表、ディスカッション 事前学修として、これまで報告した調査研究と論文原稿を
中間発表としてまとめ発表する準備をする（3時間程度）。
事後学修として、教員のコメントを復習し、調査研究内容と
論文原稿の加筆修正に反映させる（3時間程度）。

6時間

第10回 中間原稿の発表、ディスカッション 事前学修として、これまで報告した調査研究と論文原稿を
中間発表としてまとめ発表する準備をする（3時間程度）。
事後学修として、教員のコメントを復習し、調査研究内容と
論文原稿の加筆修正に反映させる（3時間程度）。

6時間

第11回 中間原稿の発表、ディスカッション 事前学修として、これまで報告した調査研究と論文原稿を
中間発表としてまとめ発表する準備をする（3時間程度）。
事後学修として、教員のコメントを復習し、調査研究内容と
論文原稿の加筆修正に反映させる（3時間程度）。

6時間

第12回 これまでで修正された中間発表の調査研究と論文原稿について追加
的な指導する。

事前学修として、修正された中間原稿を点検し、新たに必
要となった調査研究を行い、論文原稿を作成し、報告を準
備する（3時間程度）。
事後学修として、教員のコメントを復習し、それを調査研究
と修正された中間原稿作成に反映させる（3時間程度）。

6時間

第13回 これまでで修正された中間発表の調査研究と論文原稿について追加
的な指導する。

事前学修として、修正された中間原稿を点検し、新たに必
要となった調査研究を行い、論文原稿を作成し、報告を準
備する（3時間程度）。
事後学修として、教員のコメントを復習し、それを調査研究
と修正された中間原稿作成に反映させる（3時間程度）。

6時間

第14回 これまでで修正された中間発表の調査研究と論文原稿について追加
的な指導する。

事前学修として、修正された中間原稿を点検し、新たに必
要となった調査研究を行い、論文原稿を作成し、報告を準
備する（3時間程度）。
事後学修として、教員のコメントを復習し、それを調査研究
と修正された中間原稿作成に反映させる（3時間程度）。

6時間

第15回 前期の授業の総括と夏休みの研究計画に対する指導。 事前学修として、春学期に行った調査研究と作成した論文
原稿を総点検し、研究の不足している部分、原稿の加筆
修正が必要な部分を洗い出し、夏休みに行う研究計画の
報告準備をする（3時間程度）。
事後学修として、教員のコメントを復習し、秋学期に向けた
調査研究の方向を確認する（3時間程度）。

6時間

第16回 夏休み中に行った研究結果および秋学期の授業のポイント・進め方な
どについて指導する。

事前学修として、夏休み中に行った調査研究の内容と新
たに作成した論文原稿をまとめ、報告発表の準備をする
（3時間程度）。
事後学修として、教員からのコメントを復習し、調査研究内
容と論文原稿の修正に反映させる（3時間程度）。

6時間

第17回 10月の中間発表会に向けての調査研究と原稿作成の指導を行う。 事前学修として、10月の中間発表会に向けた調査研究内
容・論文原稿・文献資料を点検し、発表内容を準備する（3
時間程度）。
事後学修として、教員からのコメントを復習し、中間発表会
の発表内容に反映させる（3時間程度）。

6時間

第18回 10月の中間発表会に向けての調査研究と原稿作成の指導を行う。 事前学修として、10月の中間発表会に向けた調査研究内
容・論文原稿・文献資料を点検し、発表内容を準備する（3
時間程度）。
事後学修として、教員からのコメントを復習し、中間発表会
の発表内容に反映させる（3時間程度）。

6時間

第19回 研究計画書に基づいて、調査研究と論文作成を指導する。 事前学修として、研究計画に沿って、各自進めた調査研究
と論文原稿を作成し、報告・発表する（3時間程度）。
事後学修として、教員からのコメントを復習し、報告・発表
した調査研究と論文原稿に反映させる（3時間程度）。

6時間

第20回 研究計画書に基づいて、調査研究と論文作成を指導する。 事前学修として、研究計画に沿って、各自進めた調査研究
と論文原稿を作成し、報告・発表する（3時間程度）。
事後学修として、教員からのコメントを復習し、報告・発表
した調査研究と論文原稿に反映させる（3時間程度）。

6時間

第21回 研究計画書に基づいて、調査研究と論文作成を指導する。 事前学修として、研究計画に沿って、各自進めた調査研究
と論文原稿を作成し、報告・発表する（3時間程度）。
事後学修として、教員からのコメントを復習し、報告・発表
した調査研究と論文原稿に反映させる（3時間程度）。

6時間
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第22回 研究計画書に基づいて、調査研究と論文作成を指導する。 事前学修として、研究計画に沿って、各自進めた調査研究
と論文原稿を作成し、報告・発表する（3時間程度）。
事後学修として、教員からのコメントを復習し、報告・発表
した調査研究と論文原稿に反映させる（3時間程度）。

6時間

第23回 研究計画書に基づいて、調査研究と論文作成を指導する。 事前学修として、研究計画に沿って、各自進めた調査研究
と論文原稿を作成し、報告・発表する（3時間程度）。
事後学修として、教員からのコメントを復習し、報告・発表
した調査研究と論文原稿に反映させる（3時間程度）。

6時間

第24回 修士論文の完成に向けた調査研究内容と最終原稿について指導す
る。

事前学修として、修士論文の完成に向けた調査研究内容
を点検し、最終原稿の報告を準備する（3時間程度）。
事後学修として、教員のコメントを復習し、最終原稿に反
映させる（3時間程度）。

6時間

第25回 修士論文の完成に向けた調査研究内容と最終原稿について指導す
る。

事前学修として、修士論文の完成に向けた調査研究内容
を点検し、最終原稿の報告を準備する（3時間程度）。
事後学修として、教員のコメントを復習し、最終原稿に反
映させる（3時間程度）。

6時間

第26回 修士論文の完成に向けた調査研究内容と最終原稿について指導す
る。

事前学修として、修士論文の完成に向けた調査研究内容
を点検し、最終原稿の報告を準備する（3時間程度）。
事後学修として、教員のコメントを復習し、最終原稿に反
映させる（3時間程度）。

6時間

第27回 修士論文の完成に向けた調査研究内容と最終原稿について指導す
る。

事前学修として、修士論文の完成に向けた調査研究内容
を点検し、最終原稿の報告を準備する（3時間程度）。
事後学修として、教員のコメントを復習し、最終原稿に反
映させる（3時間程度）。

6時間

第28回 修士論文の完成に向けた調査研究内容と最終原稿について指導す
る。

事前学修として、修士論文の完成に向けた調査研究内容
を点検し、最終原稿の報告を準備する（3時間程度）。
事後学修として、教員のコメントを復習し、最終原稿に反
映させる（3時間程度）。

6時間

第29回 修士論文の完成に向けた調査研究内容と最終原稿について指導す
る。

事前学修として、修士論文の完成に向けた調査研究内容
を点検し、最終原稿の報告を準備する（3時間程度）。
事後学修として、教員のコメントを復習し、最終原稿に反
映させる（3時間程度）。

6時間

第30回 授業全体の総括を行い、修士論文の完成原稿について報告してもら
う。

事前学修として、修士論文の完成原稿をチェックリストに
基づいて最終点検し、報告発表する準備をする（3時間程
度）。
事後学修として、教員のコメントを修士論文の完成原稿に
反映させる（5時間程度）。

6時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 研究指導Ⅱ　 2022年度春学期、2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

修士2深瀬　澄

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

4単位

演習

―

経済学研究科経営学専攻

テーマ 消費行動分析におけるビッグデータとAIの活用

授業の目的及び概要
修士論文として取り組む研究テーマを中心に、広く公式の学会での報告や学術誌の論文投稿に向けた研究を指導する。

学修の到達目標
１．学会で自分の研究を報告できる
２．学外のコンテストに論文を投稿できる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
必修科目
先修条件：研究指導Ⅰ

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
個別に研究内容の指摘と改善の方向性を示す。

アクティブ・ラーニング
の取組み

PBL（課題解決型学習）／ディスカッション、ディベート、討議／グループワーク／プレゼンテーション、発表、報告／実習、フィールドワーク、学外見学／
ＰＣを用いた実技

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

データサイエンス・コースとして、修士論文には、文献研究に加えて、実証研究または理論研究の要素を含むことを期待する。
修士レベルの統計手法は、標準のEXCELには装備されていないため、専門的なソフトウエアの使い方にも習熟する必要がある。
実証研究では、分析結果が仮説と乖離し、計画とおりに進捗しない場合もある。
苦しい状況下でも研究倫理を遵守して前進させる強靱な精神力と、柔軟な対応力が必要である。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

40
修士論文

00

030030

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

使用しない

参考書

受講生の研究テーマに応じて紹介する

なし

なし

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 第１回 
前期の授業のねらいと進め方など授業の概要を説明する。

【予習】この授業のシラバスを事前によく読んでおいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、ガイダンスの内容について復習してくだ
さい（2時間程度）。

4時間

第2回 第２回 
研究テーマに関する研究テーマに関連する文献や資料の調査を行い、
報告する。

【予習】関連する文献や資料に基づく発表資料を事前に準
備しておいてください（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて発表
資料を修正してください（2時間程度）。

4時間

第3回 第３回 
研究テーマに関する研究テーマに関連する文献や資料の調査を行い、
報告する。

【予習】関連する文献や資料に基づく発表資料を事前に準
備しておいてください（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて発表
資料を修正してください（2時間程度）。

4時間

第4回 第４回 
研究テーマに関する研究テーマに関連する文献や資料の調査を行い、
報告する。

【予習】関連する文献や資料に基づく発表資料を事前に準
備しておいてください（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて発表
資料を修正してください（2時間程度）。

4時間

第5回 第５回 
中間原稿の発表、ディスカッション

【予習】中間原稿の発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて中間
原稿を修正してください（2時間程度）。

4時間

第6回 第６回 
中間原稿の発表、ディスカッション

【予習】中間原稿の発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて中間
原稿を修正してください（2時間程度）。

4時間
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第7回 第７回 
中間原稿の発表、ディスカッション

【予習】中間原稿の発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて中間
原稿を修正してください（2時間程度）。

4時間

第8回 第８回 
中間原稿に関する指導教員との質疑応答・追加・修正

【予習】中間原稿の発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて中間
原稿を修正してください（2時間程度）。

4時間

第9回 第９回 
中間原稿に関する指導教員との質疑応答・追加・修正

【予習】中間原稿の発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて中間
原稿を修正してください（2時間程度）。

4時間

第10回 第１０回 
中間原稿に関する指導教員との質疑応答・追加・修正

【予習】中間原稿の発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて中間
原稿を修正してください（2時間程度）。

4時間

第11回 第１１回 
中間原稿（修正版）の発表、ディスカッション

【予習】中間原稿（修正版）の発表資料を事前に準備して
おいてください（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて中間
原稿（修正版）を修正してください（2時間程度）。

4時間

第12回 第１２回 
中間原稿（修正版）の発表、ディスカッション

【予習】中間原稿（修正版）の発表資料を事前に準備して
おいてください（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて中間
原稿（修正版）を修正してください（2時間程度）。

4時間

第13回 第１３回 
中間原稿（修正版）の発表、ディスカッション

【予習】中間原稿（修正版）の発表資料を事前に準備して
おいてください（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて中間
原稿（修正版）を修正してください（2時間程度）。

4時間

第14回 第１４回 
学会報告に向けた打ち合わせ

プレゼン報告用の資料、名刺を準備しておいてください。
（４時間）

4時間

第15回 第１５回 
前期の授業の総括を行う。

【予習】これまでの授業の配布資料等を事前によく読んで
おいてください（2時間程度）。
【復習】授業後に、これまでの授業の配布資料等を総復習
してください（2時間程度）。

4時間

第16回 第１６回 
後期の授業のねらいと進め方など授業の概要を説明する。

【予習】この授業のシラバスを事前によく読んでおいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、ガイダンスの内容について復習してくだ
さい（2時間程度）。

4時間

第17回 第１７回 
研究テーマに関する関連文献や資料の調査を行い、報告する。

【予習】関連文献や資料に基づく発表資料を事前に準備し
ておいてください（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて発表
資料を修正してください（2時間程度）。

4時間

第18回 第１８回 
研究テーマに関する関連文献や資料の調査を行い、報告する。

【予習】関連文献や資料に基づく発表資料を事前に準備し
ておいてください（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて発表
資料を修正してください（2時間程度）。

4時間

第19回 第１９回 
研究テーマに関する関連文献や資料の調査を行い、報告する。

【予習】関連文献や資料に基づく発表資料を事前に準備し
ておいてください（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて発表
資料を修正してください（2時間程度）。

4時間

第20回 第２０回 
最終原稿の発表、ディスカッション

【予習】最終原稿の発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて最終
原稿を修正してください（2時間程度）。

4時間

第21回 第２１回 
最終原稿の発表、ディスカッション

【予習】最終原稿の発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて最終
原稿を修正してください（2時間程度）。

4時間

第22回 第２２回 
最終原稿の発表、ディスカッション

【予習】最終原稿の発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて最終
原稿を修正してください（2時間程度）。

4時間

第23回 第２３回 
最終原稿の発表、ディスカッション

【予習】最終原稿の発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて最終
原稿を修正してください（2時間程度）。

4時間

第24回 第２４回 
最終原稿に関する指導教員との質疑応答・追加・修正

【予習】最終原稿の発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて最終
原稿を修正してください（2時間程度）。

4時間

第25回 第２５回 
最終原稿に関する指導教員との質疑応答・追加・修正

【予習】最終原稿の発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて最終
原稿を修正してください（2時間程度）。

4時間

第26回 第２６回 
最終原稿に関する指導教員との質疑応答・追加・修正

【予習】最終原稿の発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて最終
原稿を修正してください（2時間程度）。

4時間

第27回 第２７回 
最終原稿（修正版）の発表、ディスカッション

【予習】最終原稿（修正版）の発表資料を事前に準備して
おいてください（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて最終
原稿（修正版）を修正してください（2時間程度）。

4時間

第28回 第２８回 
最終原稿（修正版）の発表、ディスカッション

【予習】最終原稿（修正版）の発表資料を事前に準備して
おいてください（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて最終
原稿（修正版）を修正してください（2時間程度）。

4時間

第29回 第２９回 
最終原稿（修正版）の発表、ディスカッション

【予習】最終原稿（修正版）の発表資料を事前に準備して
おいてください（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて最終
原稿（修正版）を修正してください（2時間程度）。

4時間

第30回 第３０回 
授業全体の総括を行う。

【予習】これまでの授業回の配布資料等を事前によく読ん
でおいてください（2時間程度）。
【復習】授業後に、これまでの授業回の配布資料等につい
て総復習してください（2時間程度）。

4時間
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授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 第１回 
前期の授業のねらいと進め方など授業の概要を説明する。

【予習】この授業のシラバスを事前によく読んでおいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、ガイダンスの内容について復習してくだ
さい（2時間程度）。

4時間

第2回 第２回 
研究テーマに関する研究テーマに関連する文献や資料の調査を行い、
報告する。

【予習】関連する文献や資料に基づく発表資料を事前に準
備しておいてください（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて発表
資料を修正してください（2時間程度）。

4時間

第3回 第３回 
研究テーマに関する研究テーマに関連する文献や資料の調査を行い、
報告する。

【予習】関連する文献や資料に基づく発表資料を事前に準
備しておいてください（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて発表
資料を修正してください（2時間程度）。

4時間

第4回 第４回 
研究テーマに関する研究テーマに関連する文献や資料の調査を行い、
報告する。

【予習】関連する文献や資料に基づく発表資料を事前に準
備しておいてください（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて発表
資料を修正してください（2時間程度）。

4時間

第5回 第５回 
中間原稿の発表、ディスカッション

【予習】中間原稿の発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて中間
原稿を修正してください（2時間程度）。

4時間

第6回 第６回 
中間原稿の発表、ディスカッション

【予習】中間原稿の発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて中間
原稿を修正してください（2時間程度）。

4時間

第7回 第７回 
中間原稿の発表、ディスカッション

【予習】中間原稿の発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて中間
原稿を修正してください（2時間程度）。

4時間

第8回 第８回 
中間原稿に関する指導教員との質疑応答・追加・修正

【予習】中間原稿の発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて中間
原稿を修正してください（2時間程度）。

4時間

第9回 第９回 
中間原稿に関する指導教員との質疑応答・追加・修正

【予習】中間原稿の発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて中間
原稿を修正してください（2時間程度）。

4時間

第10回 第１０回 
中間原稿に関する指導教員との質疑応答・追加・修正

【予習】中間原稿の発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて中間
原稿を修正してください（2時間程度）。

4時間

第11回 第１１回 
中間原稿（修正版）の発表、ディスカッション

【予習】中間原稿（修正版）の発表資料を事前に準備して
おいてください（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて中間
原稿（修正版）を修正してください（2時間程度）。

4時間

第12回 第１２回 
中間原稿（修正版）の発表、ディスカッション

【予習】中間原稿（修正版）の発表資料を事前に準備して
おいてください（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて中間
原稿（修正版）を修正してください（2時間程度）。

4時間

第13回 第１３回 
中間原稿（修正版）の発表、ディスカッション

【予習】中間原稿（修正版）の発表資料を事前に準備して
おいてください（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて中間
原稿（修正版）を修正してください（2時間程度）。

4時間

第14回 第１４回 
学会報告に向けた打ち合わせ

プレゼン報告用の資料、名刺を準備しておいてください。
（４時間）

4時間

第15回 第１５回 
前期の授業の総括を行う。

【予習】これまでの授業の配布資料等を事前によく読んで
おいてください（2時間程度）。
【復習】授業後に、これまでの授業の配布資料等を総復習
してください（2時間程度）。

4時間

第16回 第１６回 
後期の授業のねらいと進め方など授業の概要を説明する。

【予習】この授業のシラバスを事前によく読んでおいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、ガイダンスの内容について復習してくだ
さい（2時間程度）。

4時間

第17回 第１７回 
研究テーマに関する関連文献や資料の調査を行い、報告する。

【予習】関連文献や資料に基づく発表資料を事前に準備し
ておいてください（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて発表
資料を修正してください（2時間程度）。

4時間

第18回 第１８回 
研究テーマに関する関連文献や資料の調査を行い、報告する。

【予習】関連文献や資料に基づく発表資料を事前に準備し
ておいてください（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて発表
資料を修正してください（2時間程度）。

4時間

第19回 第１９回 
研究テーマに関する関連文献や資料の調査を行い、報告する。

【予習】関連文献や資料に基づく発表資料を事前に準備し
ておいてください（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて発表
資料を修正してください（2時間程度）。

4時間

第20回 第２０回 
最終原稿の発表、ディスカッション

【予習】最終原稿の発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて最終
原稿を修正してください（2時間程度）。

4時間

第21回 第２１回 
最終原稿の発表、ディスカッション

【予習】最終原稿の発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて最終
原稿を修正してください（2時間程度）。

4時間

第22回 第２２回 
最終原稿の発表、ディスカッション

【予習】最終原稿の発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて最終
原稿を修正してください（2時間程度）。

4時間

第23回 第２３回 
最終原稿の発表、ディスカッション

【予習】最終原稿の発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて最終
原稿を修正してください（2時間程度）。

4時間

第24回 第２４回 
最終原稿に関する指導教員との質疑応答・追加・修正

【予習】最終原稿の発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて最終
原稿を修正してください（2時間程度）。

4時間

第25回 第２５回 
最終原稿に関する指導教員との質疑応答・追加・修正

【予習】最終原稿の発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて最終
原稿を修正してください（2時間程度）。

4時間
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第26回 第２６回 
最終原稿に関する指導教員との質疑応答・追加・修正

【予習】最終原稿の発表資料を事前に準備しておいてくだ
さい（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて最終
原稿を修正してください（2時間程度）。

4時間

第27回 第２７回 
最終原稿（修正版）の発表、ディスカッション

【予習】最終原稿（修正版）の発表資料を事前に準備して
おいてください（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて最終
原稿（修正版）を修正してください（2時間程度）。

4時間

第28回 第２８回 
最終原稿（修正版）の発表、ディスカッション

【予習】最終原稿（修正版）の発表資料を事前に準備して
おいてください（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて最終
原稿（修正版）を修正してください（2時間程度）。

4時間

第29回 第２９回 
最終原稿（修正版）の発表、ディスカッション

【予習】最終原稿（修正版）の発表資料を事前に準備して
おいてください（2時間程度）。
【復習】授業後に、担当教員からのコメントに基づいて最終
原稿（修正版）を修正してください（2時間程度）。

4時間

第30回 第３０回 
授業全体の総括を行う。

【予習】これまでの授業回の配布資料等を事前によく読ん
でおいてください（2時間程度）。
【復習】授業後に、これまでの授業回の配布資料等につい
て総復習してください（2時間程度）。

4時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 研究指導Ⅱ　 2022年度春学期、2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

修士2荒木　康代

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

4単位

演習

―

経済学研究科経営学専攻

テーマ 修士論文完成に向けての研究　人々の働き方の変化及び企業組織と企業の人的資源管理について考える。

授業の目的及び概要
受講生の興味関心に基づいたテーマをもとに、大学院における調査研究の方法や論文の執筆方法を修得させ、修士論文を完成させる。これらの学修
を通じて、現代社会や企業が直面する様々な課題の中から、特に人々の働き方や企業における人材の問題に対する分析・提案能力を修得させる。

学修の到達目標
本演習（研究指導）は、人的資源管理や能力開発及び経営倫理、企業における女性労働及び女性活用、高齢者雇用、ワークライフバランスなどに関す
る諸問題についての知識を獲得するとともに、研究テーマに基づき資料を収集し、分析・考察し、修士論文を完成させることを到達目標とする。同時にこ
の作業を通じて、論理的な思考能力、分析能力、文章作成能力を身につけることを目標とする。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
必修科目
先修条件：研究指導Ⅰ

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
授業での発表についてはその都度追加、修正すべき事項について教員が指導する。また、提出したレポートについては、添削したうえで返却すること
で、フィードバックする。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ディスカッション、ディベート、討議／プレゼンテーション、発表、報告

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

日頃から、自らの研究テーマについて常にアンテナを張って広範囲に情報収集に努めること。
自らの研究テーマに関する資料・文献に関しては、日ごろから積極的に収集に努めること。
修士論文作成のための情報収集と分析、論文作成には多くの時間とエネルギーが必要です。大変な作業ですが、真摯に取り組んでください。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

0
0

00

070030

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

受講生の興味関心に合わせて、授業開始後に決定する。

参考書

授業中に必要に応じて紹介する。

なし

なし

ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ガイダンス　授業のねらいと進め方など授業の概要及び修士論文につ
いての説明

修士論文計画書の作成 4時間

第2回 修士論計画書の発表と指導
修士論文をどのような方法・手順で作成するか計画を立たせ、具体的
な作業スケジュールを策定させることによって、現実的な研究計画を作
成させる。

修士論文作成計画書の修正、提出
研究テーマの資料の収集・分析・まとめ
修士論文作成

4時間

第3回 修士論文原稿の作成、発表とディスカッション、教員によるコメント 研究テーマに関する文献、資料の収集、まとめ。
授業中に指摘されたコメント等を参考に修士論文原稿を修
正、作成する。

4時間

第4回 修士論文原稿の作成、発表とディスカッション、教員によるコメント 研究テーマに関する文献、資料の収集、まとめ。
授業中に指摘されたコメント等を参考に修士論文原稿を修
正、作成する。

4時間

第5回 修士論文原稿の作成、発表とディスカッション、教員によるコメント 研究テーマに関する文献、資料の収集、まとめ。
授業中に指摘されたコメント等を参考に修士論文原稿を修
正、作成する。

4時間

第6回 修士論文原稿の作成、発表とディスカッション、教員によるコメント 研究テーマに関する文献、資料の収集、まとめ。
授業中に指摘されたコメント等を参考に修士論文原稿を修
正、作成する。

4時間

第7回 修士論文原稿の作成、発表とディスカッション、教員によるコメント 研究テーマに関する文献、資料の収集、まとめ。
授業中に指摘されたコメント等を参考に修士論文原稿を修
正、作成する。

4時間

第8回 修士論文原稿の作成、発表とディスカッション、教員によるコメント 研究テーマに関する文献、資料の収集、まとめ。
授業中に指摘されたコメント等を参考に修士論文原稿を修
正、作成する。

4時間
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第9回 修士論文原稿の作成、発表とディスカッション、教員によるコメント 研究テーマに関する文献、資料の収集、まとめ。
授業中に指摘されたコメント等を参考に修士論文原稿を修
正、作成する。

4時間

第10回 修士論文原稿の作成、発表とディスカッション、教員によるコメント 研究テーマに関する文献、資料との収集、整理。
授業中に指摘されたコメント等を参考に修士論文原稿を修
正、作成する。

6時間

第11回 修士論文原稿の作成、発表とディスカッション、教員によるコメント 研究テーマに関する文献、資料との収集、整理。
授業中に指摘されたコメント等を参考に修士論文原稿を修
正、作成する。

4時間

第12回 修士論文原稿の作成、発表とディスカッション、教員によるコメント 研究テーマに関する文献、資料との収集、整理。
授業中に指摘されたコメント等を参考に修士論文原稿を修
正、作成する。

4時間

第13回 修士論文原稿の作成、発表とディスカッション、教員によるコメント 研究テーマに関する文献、資料との収集、整理。
授業中に指摘されたコメント等を参考に修士論文原稿を修
正、作成する。

4時間

第14回 修士論文原稿の作成、発表とディスカッション、教員によるコメント 研究テーマに関する文献、資料との収集、整理。
授業中に指摘されたコメント等を参考に修士論文原稿を修
正、作成する。

4時間

第15回 修士論文原稿の作成、発表とディスカッション、教員によるコメント 修士論文計画書に従って、研究を進める。
研究テーマに関する文献、資料との収集、整理、まとめ。
授業中に指摘されたコメント等を参考に修士論文原稿を修
正、作成する。

6時間

第16回 修士論文原稿の作成、発表とディスカッション、教員によるコメント 研究テーマに関する文献、資料との収集、整理。
授業中に指摘されたコメント等を参考に修士論文原稿を修
正、作成する。

6時間

第17回 修士論文原稿の作成、発表とディスカッション、教員によるコメント 修士論文計画書を作成、修正する。
研究テーマに関する文献、資料との収集、整理。

4時間

第18回 修士論文原稿の作成、発表とディスカッション、教員によるコメント 修士論文計画書に従って研究を進める。
研究テーマに関する文献、資料との収集、整理。

4時間

第19回 修士論文原稿の作成、発表とディスカッション、教員によるコメント 修士論文計画書に従って研究を進める。
研究テーマに関する文献、資料の収集、整理。
修士論文の作成

4時間

第20回 修士論文原稿の作成、発表とディスカッション、教員によるコメント 修士論文計画書に従って研究を進める。
研究テーマに関する文献、資料との収集、整理。
修士論文の作成

4時間

第21回 修士論文原稿の作成、発表とディスカッション、教員によるコメント 授業中に指摘されたコメント等を参考に修士論文原稿を修
正、作成する。

4時間

第22回 修士論文原稿の作成、発表とディスカッション、教員によるコメント 授業中に指摘されたコメント等を参考に修士論文原稿を修
正、作成する。

4時間

第23回 修士論文原稿の作成、発表とディスカッション、教員によるコメント 授業中に指摘されたコメント等を参考に修士論文原稿を修
正、作成する。

4時間

第24回 修士論文原稿の作成、発表とディスカッション、教員によるコメント 授業中に指摘されたコメント等を参考に修士論文原稿を修
正、作成する。

6時間

第25回 修士論文原稿の作成、発表とディスカッション、教員によるコメント 授業中に指摘されたコメント等を参考に修士論文原稿を修
正、作成する。

4時間

第26回 修士論文原稿の作成、発表とディスカッション、教員によるコメント 授業中に指摘されたコメント等を参考に修士論文原稿を修
正、作成する。

4時間

第27回 修士論文原稿の作成、発表とディスカッション、教員によるコメント 授業中に指摘されたコメント等を参考に修士論文原稿を修
正、作成する。

4時間

第28回 修士論文原稿の作成、発表とディスカッション、教員によるコメント 修士論文原稿の作成 6時間

第29回 修士論文原稿の作成、発表とディスカッション、教員によるコメント 修士論文原稿の完成、最終チェック、提出。 6時間

第30回 修士論文口述試問資料ＰＰの作成、、教員によるコメント 修士論文口述試問用資料ＰＰの修正 6時間

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 ガイダンス　授業のねらいと進め方など授業の概要及び修士論文につ
いての説明

修士論文計画書の作成 4時間

第2回 修士論計画書の発表と指導
修士論文をどのような方法・手順で作成するか計画を立たせ、具体的
な作業スケジュールを策定させることによって、現実的な研究計画を作
成させる。

修士論文作成計画書の修正、提出
研究テーマの資料の収集・分析・まとめ
修士論文作成

4時間

第3回 修士論文原稿の作成、発表とディスカッション、教員によるコメント 研究テーマに関する文献、資料の収集、まとめ。
授業中に指摘されたコメント等を参考に修士論文原稿を修
正、作成する。

4時間

第4回 修士論文原稿の作成、発表とディスカッション、教員によるコメント 研究テーマに関する文献、資料の収集、まとめ。
授業中に指摘されたコメント等を参考に修士論文原稿を修
正、作成する。

4時間

第5回 修士論文原稿の作成、発表とディスカッション、教員によるコメント 研究テーマに関する文献、資料の収集、まとめ。
授業中に指摘されたコメント等を参考に修士論文原稿を修
正、作成する。

4時間

第6回 修士論文原稿の作成、発表とディスカッション、教員によるコメント 研究テーマに関する文献、資料の収集、まとめ。
授業中に指摘されたコメント等を参考に修士論文原稿を修
正、作成する。

4時間

第7回 修士論文原稿の作成、発表とディスカッション、教員によるコメント 研究テーマに関する文献、資料の収集、まとめ。
授業中に指摘されたコメント等を参考に修士論文原稿を修
正、作成する。

4時間

第8回 修士論文原稿の作成、発表とディスカッション、教員によるコメント 研究テーマに関する文献、資料の収集、まとめ。
授業中に指摘されたコメント等を参考に修士論文原稿を修
正、作成する。

4時間

第9回 修士論文原稿の作成、発表とディスカッション、教員によるコメント 研究テーマに関する文献、資料の収集、まとめ。
授業中に指摘されたコメント等を参考に修士論文原稿を修
正、作成する。

4時間

第10回 修士論文原稿の作成、発表とディスカッション、教員によるコメント 研究テーマに関する文献、資料との収集、整理。
授業中に指摘されたコメント等を参考に修士論文原稿を修
正、作成する。

6時間

第11回 修士論文原稿の作成、発表とディスカッション、教員によるコメント 研究テーマに関する文献、資料との収集、整理。
授業中に指摘されたコメント等を参考に修士論文原稿を修
正、作成する。

4時間

第12回 修士論文原稿の作成、発表とディスカッション、教員によるコメント 研究テーマに関する文献、資料との収集、整理。
授業中に指摘されたコメント等を参考に修士論文原稿を修
正、作成する。

4時間
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第13回 修士論文原稿の作成、発表とディスカッション、教員によるコメント 研究テーマに関する文献、資料との収集、整理。
授業中に指摘されたコメント等を参考に修士論文原稿を修
正、作成する。

4時間

第14回 修士論文原稿の作成、発表とディスカッション、教員によるコメント 研究テーマに関する文献、資料との収集、整理。
授業中に指摘されたコメント等を参考に修士論文原稿を修
正、作成する。

4時間

第15回 修士論文原稿の作成、発表とディスカッション、教員によるコメント 修士論文計画書に従って、研究を進める。
研究テーマに関する文献、資料との収集、整理、まとめ。
授業中に指摘されたコメント等を参考に修士論文原稿を修
正、作成する。

6時間

第16回 修士論文原稿の作成、発表とディスカッション、教員によるコメント 研究テーマに関する文献、資料との収集、整理。
授業中に指摘されたコメント等を参考に修士論文原稿を修
正、作成する。

6時間

第17回 修士論文原稿の作成、発表とディスカッション、教員によるコメント 修士論文計画書を作成、修正する。
研究テーマに関する文献、資料との収集、整理。

4時間

第18回 修士論文原稿の作成、発表とディスカッション、教員によるコメント 修士論文計画書に従って研究を進める。
研究テーマに関する文献、資料との収集、整理。

4時間

第19回 修士論文原稿の作成、発表とディスカッション、教員によるコメント 修士論文計画書に従って研究を進める。
研究テーマに関する文献、資料の収集、整理。
修士論文の作成

4時間

第20回 修士論文原稿の作成、発表とディスカッション、教員によるコメント 修士論文計画書に従って研究を進める。
研究テーマに関する文献、資料との収集、整理。
修士論文の作成

4時間

第21回 修士論文原稿の作成、発表とディスカッション、教員によるコメント 授業中に指摘されたコメント等を参考に修士論文原稿を修
正、作成する。

4時間

第22回 修士論文原稿の作成、発表とディスカッション、教員によるコメント 授業中に指摘されたコメント等を参考に修士論文原稿を修
正、作成する。

4時間

第23回 修士論文原稿の作成、発表とディスカッション、教員によるコメント 授業中に指摘されたコメント等を参考に修士論文原稿を修
正、作成する。

4時間

第24回 修士論文原稿の作成、発表とディスカッション、教員によるコメント 授業中に指摘されたコメント等を参考に修士論文原稿を修
正、作成する。

6時間

第25回 修士論文原稿の作成、発表とディスカッション、教員によるコメント 授業中に指摘されたコメント等を参考に修士論文原稿を修
正、作成する。

4時間

第26回 修士論文原稿の作成、発表とディスカッション、教員によるコメント 授業中に指摘されたコメント等を参考に修士論文原稿を修
正、作成する。

4時間

第27回 修士論文原稿の作成、発表とディスカッション、教員によるコメント 授業中に指摘されたコメント等を参考に修士論文原稿を修
正、作成する。

4時間

第28回 修士論文原稿の作成、発表とディスカッション、教員によるコメント 修士論文原稿の作成 6時間

第29回 修士論文原稿の作成、発表とディスカッション、教員によるコメント 修士論文原稿の完成、最終チェック、提出。 6時間

第30回 修士論文口述試問資料ＰＰの作成、、教員によるコメント 修士論文口述試問用資料ＰＰの修正 6時間
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実務経験のある教員に
よる授業科目

科目名 研究指導Ⅱ　 2022年度春学期、2022年度秋学期開講年度

配当年次

単位数

授業形態（方法）

担当者

科目ナンバリング

グレード

科目区分

修士2市橋　秀友

科目ナンバリングは下記を参照してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/numbering.html

4単位

演習

―

経済学研究科経営学専攻

テーマ ①日中貿易、②ドラッグストアのマーケティング

授業の目的及び概要
「研究指導Ⅱ」は2年次の必修科目である。前期においては、中間発表会に向けて修士論文の作成を行いつつ、お互いに議論し、内容を深めていくこと
を目的とする。後期においては、中間発表会における議論に基づき、修士論文の作成を進めることを目的とする。年度末に、修士論文を完成させるよう
に、研究指導を行う。
本演習（研究指導）は、マネジメントサイエンスにおける、数学的・統計的最適化手法や意思決定理論等を用いながら、①日中貿易、②ドラッグストアの
マーケティングに関する諸問題に関連して、受講生が決定した研究テーマに基づく修士論文の完成に向けた研究指導を行う。

学修の到達目標
①日中貿易、②ドラッグストアのマーケティングの関する歴史的な発展から、現状までを文献などから調査し分析することで将来を予測し、その内容から
修士論文を完成させる。

授業の方法
この科目は対面授業で行われます。

履修の条件・注意
必修科目
先修条件：研究指導Ⅰ

DPとの関連
本科目と学位授与の方針（ＤＰ）との関連については、以下のURLから確認してください。
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/taken/curriculummap.html

フィードバックの方法
Learning Portalを用いて、論文記載事項の確認や加筆訂正などをフィードバックします。

アクティブ・ラーニング
の取組み

ＰＣを用いた実技

テキスト

各教員のオフィスアワー受付曜日・時間・場所については、Universal Passportの「オフィスアワー」ページに掲載しています。
※なお、非専任講師については、担当授業前、終了後の教室や講師控室等での質問、相談を受け付けています。

修士論文を作成するためには、テーマに沿った情報収集が最も大事です。日頃から新聞・TVからネット情報まで広く最新の情報を収集するように心がけ
てください。

オフィスアワー

この科目の履修に
あたって

050

00050

その他(%)定期試験(%)レポート試験(%)

中間試験(%)レポートなど授業
外課題(%)

小テスト・理解度テ
ストなど(%)

積極的な参加度・
取組み(%)

成績評価の方法・基準

プリント・コピーを配布します。進行内容に応じて適宜文献を指定します。

参考書

なし
ISBN

ISBN

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 前期の授業のねらいと進め方など授業の概要を説明する。 文献調査や新聞・ネット情報などから情報収集することに
努めてください（２時間程度）。

4時間

第2回 ①日中貿易、②ドラッグストアのマーケティングに関する資料の講読、
各自のテーマに関する受講生の発表とディスカッションを行います。

文献調査や新聞・ネット情報などから情報収集することに
努めてください（4時間程度）。

4時間

第3回 ①日中貿易、②ドラッグストアのマーケティングに関する資料の講読、
各自のテーマに関する受講生の発表とディスカッションを行います。

予習としては、文献調査や新聞・ネット情報などから情報
収集することに努めてください（2時間程度）。
復習としては、授業での討議や質疑応答を整理し論文に
反映できるようにしてください（2時間程度）。

4時間

第4回 ①日中貿易、②ドラッグストアのマーケティングに関する資料の講読、
各自のテーマに関する受講生の発表とディスカッションを行います。

予習としては、文献調査や新聞・ネット情報などから情報
収集することに努めてください（2時間程度）。
復習としては、授業での討議や質疑応答を整理し論文に
反映できるようにしてください（2時間程度）。

4時間

第5回 ①日中貿易、②ドラッグストアのマーケティングに関する資料の講読、
各自のテーマに関する受講生の発表とディスカッションを行います。

予習としては、文献調査や新聞・ネット情報などから情報
収集することに努めてください（2時間程度）。
復習としては、授業での討議や質疑応答を整理し論文に
反映できるようにしてください（2時間程度）。

4時間

第6回 中間原稿の発表、ディスカッション 予習としては、文献調査や新聞・ネット情報などから情報
収集することに努めてください（2時間程度）。
復習としては、授業での討議や質疑応答を整理し論文に
反映できるようにしてください（2時間程度）。

4時間
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第7回 中間原稿の発表、ディスカッション 予習としては、文献調査や新聞・ネット情報などから情報
収集することに努めてください（2時間程度）。
復習としては、授業での討議や質疑応答を整理し論文に
反映できるようにしてください（2時間程度）。

4時間

第8回 中間原稿の発表、ディスカッション 予習としては、文献調査や新聞・ネット情報などから情報
収集することに努めてください（2時間程度）。
復習としては、授業での討議や質疑応答を整理し論文に
反映できるようにしてください（2時間程度）。

4時間

第9回 指導教員との質疑応答・追加・修正 授業での討議や質疑応答を整理し論文に反映できるよう
にしてください（４時間程度）。

4時間

第10回 指導教員との質疑応答・追加・修正 授業での討議や質疑応答を整理し論文に反映できるよう
にしてください（４時間程度）。

4時間

第11回 指導教員との質疑応答・追加・修正 授業での討議や質疑応答を整理し論文に反映できるよう
にしてください（４時間程度）。

4時間

第12回 中間原稿（修正版）の発表、ディスカッション 授業での討議や質疑応答を整理し論文に反映できるよう
にしてください（４時間程度）。

4時間

第13回 中間原稿（修正版）の発表、ディスカッション 授業での討議や質疑応答を整理し論文に反映できるよう
にしてください（４時間程度）。

4時間

第14回 中間原稿（修正版）の発表、ディスカッション 授業での討議や質疑応答を整理し論文に反映できるよう
にしてください（４時間程度）。

4時間

第15回 前期の授業の総括を行う。 授業での討議や質疑応答を整理し論文に反映できるよう
にしてください（４時間程度）。

4時間

第16回 後期の授業のねらいと進め方など授業の概要を説明する。 授業での討議や質疑応答を整理し論文に反映できるよう
にしてください（４時間程度）。

4時間

第17回 ①日中貿易、②ドラッグストアのマーケティングに関する資料の講読、
各自のテーマに関する受講生の発表とディスカッションを行います。

授業での討議や質疑応答を整理し論文に反映できるよう
にしてください（４時間程度）。

4時間

第18回 ①日中貿易、②ドラッグストアのマーケティングに関する資料の講読、
各自のテーマに関する受講生の発表とディスカッションを行います。

授業での討議や質疑応答を整理し論文に反映できるよう
にしてください（４時間程度）。

4時間

第19回 ①日中貿易、②ドラッグストアのマーケティングに関する資料の講読、
各自のテーマに関する受講生の発表とディスカッションを行います。

授業での討議や質疑応答を整理し論文に反映できるよう
にしてください（４時間程度）。

4時間

第20回 最終原稿の発表、ディスカッション 授業での討議や質疑応答を整理し論文に反映できるよう
にしてください（４時間程度）。

4時間

第21回 最終原稿の発表、ディスカッション 授業での討議や質疑応答を整理し論文に反映できるよう
にしてください（４時間程度）。

4時間

第22回 最終原稿の発表、ディスカッション 授業での討議や質疑応答を整理し論文に反映できるよう
にしてください（４時間程度）。

4時間

第23回 最終原稿の発表、ディスカッション 授業での討議や質疑応答を整理し論文に反映できるよう
にしてください（４時間程度）。

4時間

第24回 指導教員との質疑応答・追加・修正 授業での討議や質疑応答を整理し論文に反映できるよう
にしてください（４時間程度）。

4時間

第25回 指導教員との質疑応答・追加・修正 授業での討議や質疑応答を整理し論文に反映できるよう
にしてください（４時間程度）。

4時間

第26回 指導教員との質疑応答・追加・修正 授業での討議や質疑応答を整理し論文に反映できるよう
にしてください（４時間程度）。

4時間

第27回 最終原稿（修正版）の発表、ディスカッション 授業での討議や質疑応答を整理し論文に反映できるよう
にしてください（４時間程度）。

4時間

第28回 最終原稿（修正版）の発表、ディスカッション 授業での討議や質疑応答を整理し論文に反映できるよう
にしてください（４時間程度）。

4時間

第29回 最終原稿（修正版）の発表、ディスカッション 授業での討議や質疑応答を整理し論文に反映できるよう
にしてください（４時間程度）。

4時間

第30回 授業全体の総括を行う。 授業での討議や質疑応答を整理し論文に反映できるよう
にしてください（４時間程度）。

4時間

授業回 授業計画 事前事後学修（予習・復習等） 事前事後の学修時間

第1回 前期の授業のねらいと進め方など授業の概要を説明する。 文献調査や新聞・ネット情報などから情報収集することに
努めてください（２時間程度）。

4時間

第2回 ①日中貿易、②ドラッグストアのマーケティングに関する資料の講読、
各自のテーマに関する受講生の発表とディスカッションを行います。

文献調査や新聞・ネット情報などから情報収集することに
努めてください（4時間程度）。

4時間

第3回 ①日中貿易、②ドラッグストアのマーケティングに関する資料の講読、
各自のテーマに関する受講生の発表とディスカッションを行います。

予習としては、文献調査や新聞・ネット情報などから情報
収集することに努めてください（2時間程度）。
復習としては、授業での討議や質疑応答を整理し論文に
反映できるようにしてください（2時間程度）。

4時間

第4回 ①日中貿易、②ドラッグストアのマーケティングに関する資料の講読、
各自のテーマに関する受講生の発表とディスカッションを行います。

予習としては、文献調査や新聞・ネット情報などから情報
収集することに努めてください（2時間程度）。
復習としては、授業での討議や質疑応答を整理し論文に
反映できるようにしてください（2時間程度）。

4時間

第5回 ①日中貿易、②ドラッグストアのマーケティングに関する資料の講読、
各自のテーマに関する受講生の発表とディスカッションを行います。

予習としては、文献調査や新聞・ネット情報などから情報
収集することに努めてください（2時間程度）。
復習としては、授業での討議や質疑応答を整理し論文に
反映できるようにしてください（2時間程度）。

4時間

第6回 中間原稿の発表、ディスカッション 予習としては、文献調査や新聞・ネット情報などから情報
収集することに努めてください（2時間程度）。
復習としては、授業での討議や質疑応答を整理し論文に
反映できるようにしてください（2時間程度）。

4時間

第7回 中間原稿の発表、ディスカッション 予習としては、文献調査や新聞・ネット情報などから情報
収集することに努めてください（2時間程度）。
復習としては、授業での討議や質疑応答を整理し論文に
反映できるようにしてください（2時間程度）。

4時間

第8回 中間原稿の発表、ディスカッション 予習としては、文献調査や新聞・ネット情報などから情報
収集することに努めてください（2時間程度）。
復習としては、授業での討議や質疑応答を整理し論文に
反映できるようにしてください（2時間程度）。

4時間

第9回 指導教員との質疑応答・追加・修正 授業での討議や質疑応答を整理し論文に反映できるよう
にしてください（４時間程度）。

4時間

第10回 指導教員との質疑応答・追加・修正 授業での討議や質疑応答を整理し論文に反映できるよう
にしてください（４時間程度）。

4時間

第11回 指導教員との質疑応答・追加・修正 授業での討議や質疑応答を整理し論文に反映できるよう
にしてください（４時間程度）。

4時間

第12回 中間原稿（修正版）の発表、ディスカッション 授業での討議や質疑応答を整理し論文に反映できるよう
にしてください（４時間程度）。

4時間

第13回 中間原稿（修正版）の発表、ディスカッション 授業での討議や質疑応答を整理し論文に反映できるよう
にしてください（４時間程度）。

4時間
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第14回 中間原稿（修正版）の発表、ディスカッション 授業での討議や質疑応答を整理し論文に反映できるよう
にしてください（４時間程度）。

4時間

第15回 前期の授業の総括を行う。 授業での討議や質疑応答を整理し論文に反映できるよう
にしてください（４時間程度）。

4時間

第16回 後期の授業のねらいと進め方など授業の概要を説明する。 授業での討議や質疑応答を整理し論文に反映できるよう
にしてください（４時間程度）。

4時間

第17回 ①日中貿易、②ドラッグストアのマーケティングに関する資料の講読、
各自のテーマに関する受講生の発表とディスカッションを行います。

授業での討議や質疑応答を整理し論文に反映できるよう
にしてください（４時間程度）。

4時間

第18回 ①日中貿易、②ドラッグストアのマーケティングに関する資料の講読、
各自のテーマに関する受講生の発表とディスカッションを行います。

授業での討議や質疑応答を整理し論文に反映できるよう
にしてください（４時間程度）。

4時間

第19回 ①日中貿易、②ドラッグストアのマーケティングに関する資料の講読、
各自のテーマに関する受講生の発表とディスカッションを行います。

授業での討議や質疑応答を整理し論文に反映できるよう
にしてください（４時間程度）。

4時間

第20回 最終原稿の発表、ディスカッション 授業での討議や質疑応答を整理し論文に反映できるよう
にしてください（４時間程度）。

4時間

第21回 最終原稿の発表、ディスカッション 授業での討議や質疑応答を整理し論文に反映できるよう
にしてください（４時間程度）。

4時間

第22回 最終原稿の発表、ディスカッション 授業での討議や質疑応答を整理し論文に反映できるよう
にしてください（４時間程度）。

4時間

第23回 最終原稿の発表、ディスカッション 授業での討議や質疑応答を整理し論文に反映できるよう
にしてください（４時間程度）。

4時間

第24回 指導教員との質疑応答・追加・修正 授業での討議や質疑応答を整理し論文に反映できるよう
にしてください（４時間程度）。

4時間

第25回 指導教員との質疑応答・追加・修正 授業での討議や質疑応答を整理し論文に反映できるよう
にしてください（４時間程度）。

4時間

第26回 指導教員との質疑応答・追加・修正 授業での討議や質疑応答を整理し論文に反映できるよう
にしてください（４時間程度）。

4時間

第27回 最終原稿（修正版）の発表、ディスカッション 授業での討議や質疑応答を整理し論文に反映できるよう
にしてください（４時間程度）。

4時間

第28回 最終原稿（修正版）の発表、ディスカッション 授業での討議や質疑応答を整理し論文に反映できるよう
にしてください（４時間程度）。

4時間

第29回 最終原稿（修正版）の発表、ディスカッション 授業での討議や質疑応答を整理し論文に反映できるよう
にしてください（４時間程度）。

4時間

第30回 授業全体の総括を行う。 授業での討議や質疑応答を整理し論文に反映できるよう
にしてください（４時間程度）。

4時間
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