
授業科目名 リーダーシップ論 

担当教員 山中 俊之 

必修の区分 選択 

単位数 ２ 

授業の方法 講義 

開講年次 ２年第１クォーター 

講義内容 

グループ討論やロールプレイを通じて、リーダーシップに関する実践的な能力
を身に付けてもらうことを目標とする。リーダーシップは、どんな職業におい
ても、地域社会においても、肩書等に関係なく必要な能力であり、また後天的
に身に付けることができる。学生時代に必要なリーダーシップ及び社会人にな
ってから特に重要なリーダーシップのそれぞれにおいて習得してもらう。題材
としては、古今東西の経営者や政治家を取り上げる他、教員が実際に体験した
事例、一緒に仕事をした人の事例等も取り上げる。 

到達目標 

・リーダーシップをとるための必要な行動要素を知り、それを基に自分の強み
や弱みについて分析することができる。 
・自らのビジョンを明確に立案できる。 
・他者を動かすための方法論を理解して、状況に応じて、実践できる。 
・リーダーとして重要なファシリテーションについて理解して実践できる。 
・リーダーとして重要なプレゼンテーションについて理解して実践できる。 
・卓越したリーダーの実例について知識を蓄積して、自らが必要な時にそれら
知識を思い出して活用できる。 

授業計画 

第 1 回：リーダーシップとは何か、なぜ重要なのか 

第２回：自分にとっての理想のリーダーとは、リーダーシップを取るために必

要な行動要素とは何か、自らの強みと弱みを分析する 

第３回：リーダーにとって重要なビジョンとは 

第４回：ビジョンを具体的ゴールに置き換えるには 

第５回：他者を動かすために必要なパワー理論とはなにか、いかにしてパワー

理論を使って他者を動かすのか 

第６回：他者を動かすために必要な与える力 

第７回：リーダーに必要なファシリテーションのスキルー基礎編 

第 8 回：リーダーに必要なファシリテーションのスキルー実践編 

第 9 回：リーダーに必要なプレゼンテーションのスキルー基礎編 

第 10回：リーダーに必要なプレゼンテーションのスキルー実践編 

第 11回：自らのリーダースタイルを考える 

第 12回：自らのリーダーとしてのアクションプランを考える 

事前･事後 
学習 

・毎回 1 週間で実践したリーダーシップ行動について発表してもらいます 

テキスト 特になし 

参考文献 必要に応じて配布。 

成績評価 
の 基 準  

レポート（50％）、授業中の発言及び積極性（50％） 



 

履修上の注意

履修要件 なし 

実践的教育 
経営分野の実務経験を持つ教員が、その実務経験を生かして教授することか

ら、実践的教育に該当する。 

備考欄 なし 



授業科目名 グローバルリーダー入門 

担当教員 細海 真二 

必修の区分 選択 

単位数 ２単位 

授業の方法 講義 

開講年次 ２年第１クォーター 

講義内容 

グローバルリーダーとは自国と相手国の両者の歴史や文化、社会を理解し、双
方にとって互恵的な意思決定をおこなうことができる人材と本講義では定義
する。語学力も重要であるが、異文化への理解がさらに上位の素養といえる。
また、多文化的価値観を理解する受容力をもつことが必須である。多文化主義
的感性をもち、そのうえで複雑な課題を主体的に考え、実践できることを目指
していく。そのために、ビジネスの現場で直面したさまざまな実例を教材とし、
リーダーシップとともに、フォロワーシップの重要性について受講者と一緒に
考えていく。次世代リーダーに必須の知識であり、異文化を知ること、自文化
の当たり前を取りはらうことが、自らを客観視することにつながるものであ
る。また、心の知能指数「EQ」のトレーニングもおこなう。なお、授業のため
に指定した資料を事前に読む宿題形式を前提とし、講義中は主に双方向型で活
発な討議をおこなう。 

到達目標 

 ① 地域社会における多様な課題について考え、行動するための対話力が身
につく。（虫の目視点） 
② 分野を超え物事を観察する俯瞰力を得ることができる。（鳥の目視点） 
③ 異文化や異なる価値観を理解する態度や力が身につく。（魚の目視点） 

 リーダーシップ発揮の経験学習プロセスを通して、自身の成長に繋げる習慣
がつく。（全ての視点） 

授業計画 

異文化理解とコミュニケーションがキーワードとなる。また知的好奇心や幅広

い教養が求められる。グローバルリーダーのハウツーではなく、基本的な心構

えについて考えていく。 

第１回 オリエンテーション、授業の全体像と進め方 

第２回 リーダーシップとマネジメントの違い 

第３回 事象理解のための多角的視点 

第４回 ケーススタディ① グループ討議 

第５回 ビジョン共有のためのリーダーの役割 

第６回 高い目標を達成するためのリーダーの役割 

第７回 仲間のために尽くすサーバントリーダーシップ 

第８回 ケーススタディ② グループ討議 

第９回 壁を突破するためのリーダーの役割 

第１０回 新しいことに挑戦するためのリーダーの資質 

第１１回 心の知能指数「ＥＱ」のトレーニング法  

第１２回 リーダーシップとフォロワーシップ、求められる資質 

事前･事後 

学習 

ケーススタディを２回実施する（第４回と第８回）。課題は事前に配布するの

で予習をし、自分ならどうするかという視点で考えること。 

テキスト 特定の教科書は利用せず、各回プリント教材を配布する。 



 

参考文献 
『異文化理解力』エリン・メイヤー（田岡恵監訳）、英治出版、2015 年 

『奇妙なアメリカ－神と正義のミュージアム－』矢口祐人、新潮社、2014 年 

成績評価 

の 基 準  

① 各回の講義での発言やクラス貢献度(30%) 

② グループ討議での貢献(30%) 

③ 課題レポート(40%) 

履修上の注意

履修要件 

担当教員が経験を通して学んだ異文化理解のプロセスを振り返り、その成功と

失敗を追体験する。歴史・文化・社会・政治・経済について知識と問題意識を

深めながら、国際社会で必要とされるリーダーシップの素養を身につけること

を目指すので、関心のある学生は履修することが望ましい。 

実践的教育 
経営分野の実務経験を持つ教員が、その実務経験を生かして教授することか

ら、実践的教育に該当する。 

備考欄 質問等は講義前後、またメールにて受付する。（講義初回に周知） 



授業科目名 アントレプレナーシップ論 

担当教員 福嶋 幸太郎 

必修の区分 選択 

単位数 ２単位 

授業の方法 講義 

開講年次 ２年第３クォーター 

講義内容 

アントレプレナーシップは企業家精神、アントレプレナーは企業家と訳され
る。一方で、アントレプレナーシップの本来の意義は、時代と社会の変化に対
応して、リスクテイキングを厭わず、能動的に新たな事業に取り組み、行動す
る企業家活動と考えられる。 
地方の人口減少が進行する中、経済活性化を図るには、ビジネス・モデルのイ
ノベーション（革新）が求められる。アントレプレナーシップの知識を体系的
に習得するため、企業事例を参照しながら、アントレプレナーシップの理論を
一緒に学んでいく。また本講義では、「大阪企業家ミュージアム」を訪問する
機会も設ける。 

到達目標 

・アントレプレナーシップの意義を、自分の言葉で説明できるようになる。 
・アントレプレナーの類型（独立型・ファミリー型・アカデミック型・ソーシ 

ャル型・グローバル型など）があることを理解し、事例を含めて自分の言
葉で説明できるようになる。 

・社会の課題解決に、アントレプレナーシップをどのように生かすのかについ 
て、他者と議論ができるようになる。 

授業計画 

第１回：「オリエンテーション、アントレプレナーシップの基礎理論」、イノベ

ーションを遂行するシュンペーターとカナーズの企業家像、起業経験と企業家

のタイプ、アントレプレナーシップと経営戦略とは何かを理解する。 
 
第２回：「アントレプレナーシップの社会的意義、倫理教育」、産業の新陳代謝

と顧客価値の創造、社会的課題の解決、出光佐三と実践力重視の経営、ビジネ

ススクールの教育、経営倫理とは何かを理解する。 
 
第３回：「独立アントレプレナー」、イケアのビジネス・モデルの高度化と成長、

アントレプレナーシップの要件、経営資源の獲得と展開とは何かを理解する。 
 
第４回：「ファミリー・アントレプレナー」、Samsung Group 発展の歴史、革

新性に富むファミリー・ビジネス、ファミリー・ビジネスの革新パターンとは

何かを理解する。 
 
第５回：「大阪企業家ミュージアム」（大阪市中央区本町１丁目４−５ 大阪産

業創造館Ｂ１Ｆ）を訪問し、企業家精神とは（30 分）：会議室、ビデオ「大阪

の企業家精神のルーツ」（15 分）：会議室、ミュージアムスタッフによる主展

示解説 （45 分）案内を受け、アントレプレナーシップとは何かを理解する。 
 
第６回：「アカデミック・アントレプレナー」、ペプチドリームの卓越性とサイ

バーダインの経営理念、大学発ベンチャー、アカデミック・アントレプレナー

シップの特徴とは何かを理解する。 
 



 

第７回：「ソーシャル・アントレプレナー」、COE プログラムの成立と展開、

ソーシャル・アントレプレナーへの注目、社会問題と事業創造の機会、ビジネ

ス手法を用いた社会問題の解決とは何かを理解する。 
 
第８回：「誕生期・成長期のアントレプレナーシップと外部資源・内部資源」

Twitter の収益モデル、事業機会の認識・事業コンセプト・ビジネスモデルの

設計、トヨタグループのアントレプレナーシップ、M&A のメリットとデメリ

ット、M&A の 3 つのプロセス、DeNA 発展の歴史、経営資源の蓄積と活用と

は何かを理解する。 
 
第９回：「長寿企業とアントレプレナーシップ」、彦根仏壇産業、技能承継のビ

ジネス、長寿企業の制度的叡智とは何かを理解する。 
 
第 10回：「地域とアントレプレナーシップ」、神戸長田ケミカルシューズ産業、

エスニック・アントレプレナーシップとは何かを理解する。 
 
第 11 回：「グローバル・アントレプレナーシップ」、ハイアール発展の歴史、

国内事業基盤とグローバル化、資金調達と買収、シリコンバレーと Facebook、
アントレプレナーとベンチャー・キャピタルの役割とは何かを理解する。 
 
第 12 回：「復習」、第 1 回～第 11 回までの重要な部分を振り返り、アントレ

プレナーシップ論の復習を行い、理解度テストを実施する。 

事前･事後 
学習 

予め担当教員が作成したテキスト（パワーポイント）に目を通し、受講者の疑

問点や質問事項を整理しておくこと。 

テキスト 
担当教員が作成したパワーポイントを、テキストとして使用する。このパワー

ポイントをダウンロードし、授業に参加すること。 

参考文献 

山田幸三・江島由裕『1 からのアントレプレナーシップ』碩学舎・中央経済社，

2017 年 4 月 
忽那憲治他『アントレプレナーシップ入門―ベンチャーの創造を学ぶ』有斐閣，

2013 年 12 月 

成績評価 
の 基 準  

理解度テスト（最終回第 12 回目）70％、受講態度 30％を基に評価する。詳細

は、授業中に伝達する。 

履修上の注意

履修要件 特になし。 

実践的教育 
経営分野の実務経験を持つ教員が、その実務経験を生かして教授することか

ら、実践的教育に該当する。 

備考欄  



授業科目名 ビジネスアカウンティング論 

担当教員 福嶋 幸太郎 

必修の区分 選択 

単位数 ２単位 

授業の方法 講義 

開講年次 ２年第３クォーター 

講義内容 

企業の経営活動が複雑化、多様化する中で、自社や取引先あるいは投資先など
の経営実態を正しく把握するための手段として、代表的な企業情報である会計
情報（貸借対照表や損益計算書などの財務諸表）を理解できる能力（会計リテ
ラシー）が求められる。 
簿記を知らなくても、財務諸表の構造や諸法令などの知識と分析力を基に、企
業の財務状態、経営成績、キャッシュ・フローの状況などを判断することがで
きる。これらの能力を身に付け、会計リテラシーを持つ人材を育成する。 

到達目標 

・会計の用語、財務諸表の構造・読み方・分析等を理解するための基礎的な 
力を身に付ける。 

・企業の経営戦略や事業戦略を理解するため、財務諸表を分析する力を身に 
付ける。 

・本講義履修後には、大阪商工会議所が主催するビジネス会計検定 2 級に 
合格する力を身に付ける。 

授業計画 

 

第１回：「オリエンテーション、企業会計の意義と制度」、利害調整・投資判断

情報の提供機能、金融商品取引法の会計制度、会社法の会計制度、金融商品取

引所の開示規制とは何かを理解する。 
 
第２回：「財務諸表」、財務諸表の種類、子会社・関連会社、連結財務諸表の作

成方法、計算書の相互関係とは何かを理解する。 
 
第３回：「貸借対照表 B/S」、連結貸借対照表、資産・負債・純資産の意義と分

類とは何かを理解する。 
 
第４回：「損益計算書 P/L①」、連結損益計算書、損益計算書の表示ルール、売

上総利益・営業利益・経常利益・税金等調整前当期純利益の計算とは何かを理

解する。 
 
第５回：「「損益計算書 P/L②」、当期純利益と親会社株主に帰属する当期純利

益の計算、包括利益の概念、連結包括利益計算書とは何かを理解する。 
 
第６回：「株主資本等変動計算書」、連結環として働く株主資本等変動計算書、

株主資本等変動計算書の活用とは何かを理解する。 
 
第７回：「連結キャッシュ・フロー計算書」、現金及び現金同等物の範囲、注記、

連結キャッシュ・フロー計算書の表示方法、営業活動・投資活動・財務活動に

よるキャッシュ・フロー計算、キャッシュ・フロー循環とは何かを理解する。 
 



 

第８回：「附属明細書と注記」、附属明細書の種類と様式、注記の内容と記載方

法、具体的な注記事項とは何かを理解する。 
 
第９回：「財務諸表分析①」、百分比・時系列分析、安全性の分析、収益性の分

析とは何かを理解する。 
 
第 10 回：「財務諸表分析②」、キャッシュ・フローの分析、セグメント情報の

分析、連単倍率とは何かを理解する。 
 
第 11 回：「財務諸表分析③」、損益分岐点分析、1 株当たり分析、1 人当たり

分析とは何かを理解する。 
 
第 12 回：「復習」、第 1 回～第 11 回までの重要な部分を振り返り、ビジネス

アカウンティング論の復習を行い、理解度テストを実施する。 
 

事前･事後 
学習 

（事前学習）予め担当教員が指定したテキストに目を通し、受講者の疑問点や

質問事項を整理しておくこと。 
（事後学習）テキストに収録されている例題を解答すること。 

テキスト 
大阪商工会議所『ビジネス会計検定試験公式テキスト 2 級（第 4 版）』，中央

経済社，2018 年 11 月 

参考文献 桜井勝久『財務会計講義（第 16 版）』中央経済社，2015 年 5 月 

成績評価 
の 基 準  

理解度テスト（最終回第 12 回目）70％、受講態度 30％を基に評価する。詳細

は、授業中に伝達する。 

履修上の注意

履修要件 授業には、電卓・筆記具を持参すること。 

実践的教育 
経営分野の実務経験を持つ教員が、その実務経験を生かして教授することか

ら、実践的教育に該当する。 

備考欄 
本講義では、事前学習と事後学習が重要となる。難しい例題は、授業中に分か

りやすく解説する。 



授業科目名 組織マネジメント論 

担当教員 細海 真二 

必修の区分 選択 

単位数 ２単位 

授業の方法 講義 

開講年次 ３年第１クオーター 

講義内容 

民間企業や自治体など公的機関でも、組織を強くするのは、そこに所属する人
である。本講義では組織における人間の行動に焦点をあて、個人の行動特性や
モチベーションについて学ぶことで、強い組織、持続可能な組織を創りあげる
ことを考えていく。組織マネジメントのあり方は、多様な観点で研究がおこな
われているが、特に組織内の個人行動と組織の内外の管理のあり方、動機付け
の問題などを掘り下げていく。また、企業や自治体にとどまらず、非営利組織
（NPO/NGO）にも焦点をあて、どのような経営資源を獲得することが持続可能
性につながるか理解を図る。 

到達目標 

 ① 実在する企業のケースから、経営に関する基礎知識を学び、成功（または 
  失敗の要因）に関する分析能力が得られる。 
 ② 中小企業における経営の仕組みや課題、実践的応用力が得られる。 
 ③ 自治体や非営利組織における経営資源の確保について基礎的な知識が得  
  られる。 

授業計画 

社会人経験のない学生に対し、理解と知的好奇心を促進できるように、実在す

る企業や組織をとりあげ、組織論の基礎と実践を学ぶ。また、事業展開におい

ての転機を迎えたときに、どのような方向付けをすればよいか考えていく。５

-６人程度のグループワークをおこない、他の受講生の異見（異なる考え）を

取り込んでいくことを目指す。 

第１回 オリエンテーション、授業の全体像と進め方 

第２回 ディズニーランドのマネジメント 

第３回 渋沢栄一に学ぶ論語と算盤 

第４回 松下幸之助に学ぶ水道哲学 

第５回 ハンブルク・バレイ団の改革 

第６回 非営利組織（NPO）の特徴と理解 

第７回 ケーススタディ① 

第 8 回 組織変革のための７つの S 

第９回 組織デザイン、経営戦略と組織設計の適合 

第１０回 ケーススタディ②（組織の活性化と組織デザイン） 

第１１回 グループワーク 

第１２回 学習成果発表（プレゼンテーション実施） 

事前･事後 

学習 

ケーススタディを２回実施する（第７回と第１０回）。課題は事前に配布する

ので予習をし、自分ならどうするかという視点で考えをまとめること。また、

グループ討議では役割分担を考え、時間内に一定の結論をまとめること。 

テキスト 特定の教科書は利用せず、各回プリント教材を配布する。 



 

参考文献 『「人」財経営のすすめ』佐竹隆幸、神戸新聞総合出版センター 、2014 年 

成績評価 

の 基 準  

① 各回の講義での発言やクラス貢献度(30%) 

② グループ討議での貢献(30%) 

③ グループによるプレゼンテーション(40%) 

プレゼンテーションに関しては、完成度の高さよりも、最終結論に至るまでの

プロセス、グループ貢献などを評価する。 

履修上の注意

履修要件 

「リスクマネジメント論」を合わせて履修することで、多面的な組織論の理解

と応用につながる。 

実践的教育 
経営分野の実務経験を持つ教員が、その実務経験を生かして教授することか

ら、実践的教育に該当する。 

備考欄 質問等は講義前後、またメールにて受付する。（講義初回に周知） 



授業科目名 コーチング論 

担当教員 岩田 和美 

必修の区分 選択 

単位数 ２単位 

授業の方法 講義 

開講年次 ３年第１クォーター 

講義内容 

本授業では対人コミュニケーションの基本となる「聴く力」「質問力」「伝える力」を高

めることを目的とする。ベースはコーチングのスキルとなるが、ファシリテーションスキ

ルや交渉のスキルを交え、1 対１または 1 対多など、さまざまな場面におけるコミュニ

ケーションの質を高めるための学習と実践の場を提供する。 

一方、スキルはそれを扱う人に依存する。本講義では、良いコミュニケーションを生

み出すものは何かという本質を同時に探究する。人間という存在への理解を深める

ことで、自分を知り、他者を理解しようという姿勢を身につけていくことを目指す。現

代社会において仕事や人生を豊かにするために必須といわれるコミュニケーション

力ですが、その向上のための「あり方（being）」を見直す場にもしていく。 

到達目標 

１．コーチング、ファシリテーションなどのスキルを一通り習得することで「聴く力」「質

問力」「伝える力」が向上し、日常生活に応用できる状態になっていること 

２．自己信頼を土台に他者と良い関係を築く力が向上していること 

授業計画 

１ 人間の心理と良いコミュニケーションを生みだすための基本 

２ Win-Win の関係をもたらす聴き方 

３ コーチングのフロー（流れ） 

４ フィードバックと承認 

５ リフレーミング 

６ 質問力を高める 

７ 目標達成のサポート 

８ 効果的な伝え方 

９ ファシリテーションスキル（場のデザインと意見の発散） 

10 ファシリテーションスキル（構造化と合意形成） 

11 コンフリクト（対立）と交渉 

12 ミッション・ビジョンを描く 

事前･事後 
学習 

自分や周囲の人のコミュニケーションを意識的に観察すること（１日 15 分程

度）。 
数回課題を出します。コーチング実践などの内容になりますので、しっかり行

い、レポートにして提出すること。 

テキスト 毎回資料を準備し、配布します。 

参考文献 
『コーチング・ハンドブック』山崎啓支（日本能率協会マネジメントセンター） 
『ロジカル・ファシリテーション』加藤彰（PHP ビジネス新書） 
授業では直接使用しませんが、授業内容理解のために参考にしてください。 

成績評価 
の 基 準  

ワークに臨む姿勢など授業への積極的関与度（50％）、課題（50％）。 

 



 

履修上の注意

履修要件 
授業は講義のみではなく、ペアまたはグループでの実践が多くなります。 
積極的な姿勢で臨んでください。 

実践的教育 該当しない。 

備考欄  



 

授業科目名 地域イノベーション論 

担当教員 佐藤 善信 

必修の区分 選択 

単位数 ２単位 

授業の方法 講義 

開講年次 ３年第１クォーター 

講義内容 

地域イノベーション論では、地域の課題をイノベイティブな方法によって解決
しながら地域創生を展開する方法論について、実際の地域のイノベーションの
ケースを通じて実践的に理論的フレームワークを学習する。そのなかでも中心
的な概念は、ダイナミック・ケイパビリティ概念とコレクティブ・インパクト
概念である。講義内容は、地域イノベーションに取り組んでいる自治体や NPO、
民間企業のケースを中心に展開される。ゲストスピーカーにも登壇していただ
く予定である。 

到達目標 

地域イノベーション論を履修することにより、以下の能力が涵養できる。 
１． 地域イノベーションとソーシャル・イノベーションの関係を説明するこ

とができる。 
２． 地域ノベーションに関係して、コレクティブ・インパクト概念とダイナ

ミック・ケイパビリティ概念を説明することができる。 
３． 地域イノベーションのために、ある程度の戦略立案ができる。 

授業計画 

１． ソーシャル・イノベーションと地域イノベーションとの関係 

２． 地域イノベーションの実際：徳島県神山町のケース・スタディ（１） 

３． 地域イノベーションの実際：徳島県神山町のケース・スタディ（２） 

４． 地域イノベーションの実際：徳島県三好市のケース・スタディ 

５． 地域イノベーションとコレクティブ・インパクト概念 

６.  SDGｓと地域イノベーション（１） 

７． SDGｓと地域イノベーション（２） 

８． 地域イノベーションの実際：兵庫県豊岡市のケース・スタディ（１） 

９． 地域イノベーションの実際：兵庫県豊岡市のケース・スタディ（２） 

10． 地域イノベーションと商業集積 

11． 地域イノベーションとダイナミック・ケイパビリティ概念 

12． 地域イノベーションの今後 

事前･事後 
学習 

事前に配布するケースをケースの課題に従って分析してくること。授業中にケ

ースについてのディスカッションをするので、自分の発言用の分析結果のメモ

を作成すること。授業後には、講義内容を踏まえてケースについての分析レポ

ートを提出すること。 

テキスト なし 

参考文献 佐竹隆幸編著『現代中小企業のソーシャルイノベーション』同友館, 2017 年. 
その他、授業中に適宜紹介する。 

成績評価 
の 基 準  

ケース分析レポート（60%）、授業中の発言（20%）、期末レポート（20%） 

履修上の注意

履修要件  

実践的教育 該当しない。 

備考欄  



授業科目名 リスクマネジメント論 

担当教員 細海 真二 

必修の区分 選択 

単位数 ２単位 

授業の方法 講義 

開講年次 ３年第３クォーター 

講義内容 

リスクとは経済的損失や事業の中断、停止、信用、ブランドイメージの失墜等、
事業活動に望ましくない影響を与える可能性やその要因と定義する。組織経営
の安定化を図りつつ、組織として存続、発展していくうえで障壁となるリスク
を正確に把握し、事前に経済的かつ合理的な対策を講じることで、危険の発生
を回避するとともに、危機発生時の損失を極小化するための活動をリスクマネ
ジメントという。法令違反によるリスク以外にも、自然災害によるリスクや環
境リスク、情報漏洩やシステムダウンのリスク、調達・物流リスクなどもある。
そのためにも危機に直面し、緊急事態に至った場合に備えた取組みや実際の緊
急事態対応に関するマネジメントのあり方に関して、過去の実例を交えながら
学んでいく。 

到達目標 

日常からリスクマネジメントをおこなうための備えとして、定期的なリスクア
セスメントの実施が求められる。ではどのような体制で、どのような手法を用
いながらアセスメントをおこなえばいいかを考えていく。 
① 過去に実際発生した事例に基づき、的確な対処ができるよう準備的考察 
をする能力が習得できる。 
② 伝統的なリスクマネジメントの手法を習得し理解できる。 
③ メンバー間の協働に基づきリスクアセスメントの手法を取得し実践で 
きる能力が身につく。 
④ リスクとリスクマネジメントに関する意思決定の理論が習得できる。 

授業計画 

実例を使用し受講生が自ら考える主体的、能動的な授業をおこなう。また、５

-６人程度でロールプレイ式のグループワークをおこなう。各人が行政や企業、

NPO、財団、市民代表などの役割を担い、意見を集約する方式で討議を深めて

いく。異なる役割を担うことで、立場の異なる組織の連携にどのように取り組

めばよいか学んでいく。 

第１回 オリエンテーション、授業の全体像と進め方 

第２回 サーベンスオックスレー法（SOX）制定の経緯 

第３回 企業と社会に関するケーススタディ 

第４回 グループワーク① 不祥事回避のための対策 

第５回 メディア報道に対する批判的考察 

第６回 自然災害発生時における行政の意思決定（外部講師） 

第７回 グループワーク② リスクマネジメントの体制構築 

第８回 民間企業による事業リスクマネジメント（ERM）の意義、特徴 

第９回 自治体によるリスクマネジメントの意義、特徴 

第１０回 事業継続計画（BCP）の作成 

第１１回 グループワーク③ 緊急事態時の顧客（市民）、メディア等への対

応を含めたリスク管理体制 

第１２回 統合型リスクマネジメントと個別型リスクマネジメント 



 

事前･事後 

学習 

連日のように報道される企業の不祥事などに注目し、その事件（事案）はなぜ

発生してしたかその背景について関心をもつこと。また、今後同様の事案が発

生した場合に初動においてどのような対応が求められるか、日ごろから考える

訓練をすること。 

テキスト 特定の教科書は利用せず、各回プリント教材を配布する。 

参考文献 
『失敗の科学』マシュー・サイド（有枝春訳）、ディスカヴァー・トゥエンテ

ィワン、2016 年 

成績評価 

の 基 準  

① 各回の講義での発言やクラス貢献度(30%) 

② グループ討議での貢献(30%) 

③ 課題レポート(40%) 

履修上の注意

履修要件 

「組織マネジメント論」を合わせて履修することで、多角的な組織論の獲得と

応用につながる。 

実践的教育 
経営分野の実務経験を持つ教員が、その実務経験を生かして教授することか

ら、実践的教育に該当する。 

備考欄 質問等は講義前後、またメールにて受付する。（講義初回に周知） 



 

授業科目名 人的資源管理論 

担当教員 坂本 ひとみ 

必修の区分 選択 

単位数 １単位 

授業の方法 講義 

開講年次 ３年第４クォーター 

講義内容 

企業経営や組織の運営においては、様々な設備導入や IT 技術による経営革新 
があるとはいえ、人的資源の活用が重要な経営課題なっている。本講義は、人 
的資源の管理の特性と共に、成果を上げるために取られている管理手法の考え 
方を理解したい。個々の企業・組織にとってタレントとなる人材の効果的な採 
用、配置、訓練開発、業績評価、キャリア管理、離職低下、リーダーシップ開 
発、生産性向上、ダイバーシティのあり方、そして人材の国際化のあり方等の 
人的資源管理の特性をより実践的な観点で学ぶ。 

到達目標 

人的資源管理のベースとなる人的資源管理システムを構成する各サブシス 
テムの理解を深める。そして人的資源管理に関する知識を現実の組織経営の 
場面に応用できるようにする。また、・戦略的・国際的な視点から人的資源 
管理を理解する。 

授業計画 

１ オリエンテーション 人的資源管理とは、人的資源管理がなぜ重要か 

２ HRM システムについて 

３ 採用について 

４ 人材開発について 

５ キャリア開発について 

６ 等級制度(職務等級・職能資格)について 

７ 評価制度について 

８ 報酬制度について 

９ 人的資源管理とリーダーシップについて 

10 ダイバーシティマネンジメントと人的資源管理の国際化のあり方 

11 事例 サービス産業における人的資源管理 

12 総括 授業のおける主要論点と学習成果のレビュー 

事前･事後 
学習 

前回の授業内容を復習し、授業に臨むこと 

テキスト 特に指定しない 

参考文献 特に指定しない 

成績評価 
の 基 準  

定期試験 50% 、発言・ディスカッションンの質・量等授業態度 50% により評

価する 

履修上の注意

履修要件  

実践的教育 該当しない。 

備考欄  


