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前
期

　科
目
概
要

科目提供大学名
担当教員
単位数
最大授業定員
開講学期
成績評価
テキスト
参考文献
授業以外の学習方法
その他の特記事項

講義概要

授業計画・内容

到達目標

関西学院大学

2 単位
40 名
前期 3 時限（15：30 ～ 17：00）木曜日（4 月 6 日～ 7 月 20 日）

藤沢 武史（商学部 教授）他

出席、平常テスト、レポートを組み合わせて総合評価を行う。
特になし
講義担当者から授業中に適宜、参考文献が紹介される予定です。
各講義で使われるキーワードを前以て調べておくのが望ましい。
授業に毎回必ず出席することが講義内容の理解に一番の早道となります。
 本講座は、グローバル事業・競争環境の変容に対する日本企業の戦略
 的対応に焦点を当て、海外事業成功の秘訣に加えて、海外進出リスク
 や競合リスクを取り上げ、その対処策を提示します。日本企業が受入
 国内の企業・政府と利害対立した場合の問題解決方法を、製造、流通

（商社）、金融など業種別に、かつ大企業と中小企業に分けて考察します。
 企業の経営戦略、国家の経済・文化・法律要因に加えて、地球環境
 適合という観点も織り交ぜ、企業の国内外での存続、成長、撤退の
 在り方を模索します。

  1. 日本企業のグローバル・バリューチェーン
  2. 総合商社の歴史と活動概要
  3. 総合商社が抱える課題
  4. 総合商社の生き残り策
  5. 国際金融は大海原、国際金融を知る
  6. 企業を取りまく国際金融リスクへの対応
  7. 国際金融危機を考える
  8. 自動車産業にみる日本の製造業
  9. グローバル・サプライチェーンのリスクと展開
10. 新しい社会に向けたこれからのものづくり
11. 自由貿易の進展と地域経済統合
12. 世界の再生可能エネルギーとビジネス
13. ビジネスのグローバリゼーションと法
14. 国際ビジネス環境変化と中小企業の対応
15. 総括：日本企業における国内外事業の可能性と制約

日本の製造企業やサービス会社が国内外で事業環境の変化に直面し
ても、それをピンチからチャンスに変えていくには、どういった経営
戦略代替案を打ち出し、素早く実行に移すのがベストかを、毎回の
講義で模索できます。企業間の対立が激しくても、競争一辺倒に走る
ばかりではなく、相互協調戦略を採択する方が共に有利となる場合
もあります。こうした競合か協調かを瞬時に判断する力を養うには、
国内外競争ルール作りへの参画が欠かせません。そうすれば、業種
を問わず、日本の大企業や中小企業、さらには外資系企業で勤務し
たい学生にとって、実践にも活かせる有益な知識を蓄積できます。

（藤沢 武史）
（ABIC 会員 平岡 豊文）
（ABIC 会員 平岡 豊文）
（ABIC 会員 平岡 豊文）
（ABIC 会員 鈴木 和巳）
（ABIC 会員 鈴木 和巳）
（ABIC 会員 鈴木 和巳）

（ABIC 会員 中西 功）
（ABIC 会員 中西 功）
（ABIC 会員 中西 功）

（ABIC 会員 麻野 良二）
（ABIC 会員 松井 洋子）

（ABIC 会員 岡井 加女代）
（ABIC 会員 麻野 良二）

（藤沢 武史）

日本企業のグローバリゼーションと国際経営の諸問題
The Globalization of Japanese Enterprises and their International Busiess Problems 

オリジナル科目
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前
期

　科
目
概
要

科目提供大学名
担当教員
単位数
最大授業定員
開講学期
成績評価
テキスト
参考文献
授業以外の学習方法

その他の特記事項

講義概要

授業計画・内容

到達目標

神戸女学院大学

2 単位
40 名
前期 4 時限（17：50 ～ 19：20）木曜日（4 月 6 日～ 7 月 20 日）

古岡 俊之（文学部 総合文化学科 特任教授）

出席、授業への参加度、講義内容に関するレポートで評価する。
必要に応じて、その都度資料を配付する。
特になし
特になし
参加学生で各自関心のある「地域活性化と観光創造」の事例を１つ
調査・報告する。
地域資源には自然･歴史･文化･産業･人工施設などがあります。地域
活性化と観光創造、地域社会との関係を考えると、問題点や課題と
して何があるのでしょうか。この授業は観光だけでなく観光創造と
いう視点を重視しています。地域を考える、特に、観光の創造から
地域活性化の方策を考えていきたい。

  1. 地域活性化と観光創造  ーオリエンテーションー
  2. 桃岩ユースホステルにみる「にぎわい」（北海道）
  3. 戦う動物園。・「らしさ」を活かして（北海道）
  4. 東北３大祭のにぎわい（秋田・山形・青森の各県）
  5. 日本のポンペイ秘話　浅間山山麓の村・復活への叫び （群馬県）
  6. 守る。天然記念物「トキ」の声（新潟県）
  7.
  8.　
  9. 江戸の声「イタミノサケ　ケサノミタイ」（兵庫県）
10. 町、「キツネ踊り」のにぎわい（大分県）
11. 神山進化論「一体の人形」から（徳島県）
12. 四国カルストをかけめぐる「風の音」（高知県）
13. JR 九州の試み「手をふりナーレ」（鹿児島県）
14.
15. 地域活性化と観光創造  ー旅の終わりにー

本講座が地域活性化のための教育研究に取り組み５年目を迎えます。
学生と教員が共に培ってきた経験の蓄積は本講座の大きな財産となっ
ています。この試みは多くの学生に共鳴していただき、それぞれの
持ち場でご活躍いただいています。今後、地域活性化への取組みを
さらに大きく実らせ、発展させ、これまでに取り組んできた経験と
ネットワークを最大限に活かして、さらに地域に貢献して参ります。

「浜口五稜」、村を救う。「…」の声で（和歌山県）
「三崎省三」、甲子園に球音を（兵庫県）

「牛車の音」と共に（沖縄県竹富島）

地域活性化と観光創造 ( 訪ねてみたい日本・音とかおりの風景 )(1)
Regional Revitalization and Tourism Creation（1）
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ー 33 －
＊写真左から講義順

平岡 豊文
（ABIC 会員）

鈴木 和巳
（ABIC 会員）

中西 功
（ABIC 会員）

麻野 良二
（ABIC 会員）

松井 洋子
（ABIC 会員）

岡井 加女代
（ABIC 会員）

【代表】藤沢 武史（商学部 教授）
1.1988 年から母校の関西学院大学商学部で国際マーケティング論を担当。主な著書
　に『多国籍企業の市場参入行動』2000 年、文眞堂（2003 年、日本貿易学会第 1
　回学会奨励賞）、他。2016 年 4 月～ 2018 年 3 月に産業研究所長。現在、国際
　ビジネス研究学会常任理事、日本貿易学会理事（2005 年 6 月～ 2007 年 5 月、
　日本貿易学会会長）、多国籍企業学会理事、異文化経営学会理事。1997 年 4 月
　～ 1998 年 3 月、英国レディング大学にて在外研究員、他。
2. 関西学院大学商学部に入学した直後から、就職先として伊藤忠商事に憧れ、商社

　が関係する「貿易実務」と「貿易論」を真剣に学びました。ところが、大学２年次から経済学と経営
　学の統合化を要する「企業の海外進出理論」の研究に取り付かれ、このテーマで研究したいと思い、
　教授職に就きました。理論的仮説を構築し、海外進出データの分析を行い、仮説検証するところも
　魅力の１つ。
3. 本講義の魅力の１つは、日本の総合商社などに勤務され、海外ビジネス経験豊富な方々を講師陣に
　迎えられたところにあります。国際ビジネス現象に詳しく経験値の高い講師の方々が、ケーススタ
　ディのために役立つ歴史的事例分析手法を提示し、現状分析にまで展開されるに違いありません。
　国内と海外の市場や事業活動の比較考察にも本講義の受講者は遭遇できます。受講されたら、講師
　の方々の海外事業経営の体験談を聞かれて、事業の成功に影響を及ぼし得る因果関係を導き出し、
　法則性を編み出すよう粘り強く究明してみてください。
4. 毎回出席を第１目標と定め、授業内容が理解しにくいと感じれば、即刻質問しましょう。

【代表】長峯 純一（総合政策学部 都市政策学科 教授）
1.1958 年生まれ。慶應義塾大学大学院経済学研究科博士課程単位取得満期退学。
　博士（経済学）。現在、総合政策学部学部長。

専門は財政学・公共選択論。著書に『公共選択と地方分権』（勁草書房）、『公共
投資と道路政策』（共編著、勁草書房）、『費用対効果』（ミネルヴァ書房）など

　がある。
2. 大学に入った直後は、何をどのように勉強したらよいか分からず図書館で乱読

していたのですが、1 年ほど経った頃に当時の有名な経済学者であるサムエル
ソンの『経済学』という本に出会い、経済学の合理的なものの考え方に新鮮さを感じました。その後、
道路や教育サービスなどを含む「公共財」という概念に興味を持ちはじめ、大学院に入った頃から
政府による市場経済への関与や経済活動への規制に焦点をあてる「公共選択論」を研究しています。

3. 大学では社会科学系分野においてエネルギーやイノベーションを詳しく学ぶ機会が多くないのが実情
です。文理融合に基づき国際的視野からエネルギーをめぐる知見を深めておく必要性は高く、高校

　レベルよりも一歩踏み込んだ議論ができるように授業を進めます。
4. わが国はしばしば「資源小国」と呼ばれますが、すでに水素のような新たな燃料を使った自動車や

鉄道車両の製造が実現しています。今後、さらに少子高齢化が進んでいく中で、まちづくりを含め
　て、どのように環境調和的なビジネスを成長させるかという視点も学んでください。

「日本企業のグローバリゼーションと国際経営の諸問題」 オリジナル科目

オリジナル科目「SDGs に基づく新ビジネスの創出」

関西学院大学
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担
当
教
員
紹
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＊写真左上から講義順

池埜 聡 教授 大和 三重 教授 風間 朋子 准教授 川島 惠美 教授 佐藤 洋 教授 馬場 幸子 教授

森藤 ちひろ 教授 白波瀬 達也 教授 桜井 智恵子 教授 溝畑 潤 教授 山 泰幸 教授 橋本 直子 准教授

【代表】甲斐 知彦（人間福祉学部 人間科学科 教授）
1. 野外教育（キャンプなどの野外体験を通した教育）を専門とし、体験教育とそ
　のリスクマネジメントを主に研究しています。また、近年はさらに情報科学や
　芸術の視点を加え、野外教育の更なる価値を模索しています。現代社会は AI を
　はじめとするテクノロジーの発展が著しく、未来を考えるとワクワクしますが、

その一方で、その時代を生きる人間の教育も重要な課題だと考えています。アイ
ンシュタインは「何かを学ぶためには、自分で体験する以上に良い方法はない」

　と述べています。その意味では、「野外教育」はこれからの教育において大きな
　役割を果たすものと考えています。
2. 高校生の頃から「運動」と「健康」の関係に興味があり、そのことを学びたいと思い大学へ進学し
　ました。そして、１年生の夏に NHK が主催する喘息児を対象としたキャンプに出会い、その魅力に

惹かれました。これを第 1 歩にさらに様々なことを学びながら現在に至っています。前述のように
アインシュタインは「何かを学ぶためには、自分で体験する以上に良い方法はない」と述べています。

　野外教育はまさにこれを具現化する教育だと考え、この分野の研究に取り組んでいます。
3. 本講義では、関西学院大学人間福祉学部の教員がオムニバス形式で授業を展開します。人間福祉の
　視点で、また、教員それぞれの視点で現代社会の課題に取り組んで得た知見を共有しますのでそこ
　から多くの学びを得てください。
4. 人間福祉の視点で各教員の専門分野からさまざまな知見を提供します。現代社会における課題やその
　現状を学んで、学生のみなさんそれぞれの専門分野の勉学に活かしてほしいと思っています。

「人間福祉の視点」
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