
学期／Semester 2017年度／Academic Year　1クォ
ーター／First Quarter曜日・校時／Day・Period金／Fri 3, 金／Fri 4

2017/04/06～2017/05/25開講期間／Class period

必修選択／Required/Elective class 単位数(一般/編入/留学)／Credits
(general/admission/overseas)選択／elective 2.0/2.0/2.0

時間割コード／Time schedule code 科目番号／Subject code0587010520170587010501

科目ナンバリングコード／Numbering CodeGEMB 12711_005

授業科目名／Subject ●現代経済と企業活動aⅡ(国際社会と日本経済)／International Societies and Japanese Economy

編集担当教員／Professor in charge of
putting together the course syllabus

Umali Celia Lopez／Umali Celia Lopez, 林　徹／Hayashi Toru

授業担当教員名（科目責任者）
／Professor in charge of the subject

Umali Celia Lopez／Umali Celia Lopez

授業担当教員名（オムニバス科目等）
／Professor(s)

Umali Celia Lopez／Umali Celia Lopez

全学モジュールⅡ科目科目分類／Class type

講義形態／Class Form2, 3, 4 講義／Lecture対象年次／Year

教養教育A棟14／RoomA-14教室／Class room
We now live and work in the age of the global economy characterized by the transnational
movement of resources and supplies, and where markets and business competition are done
worldwide in scale. The dynamic business environment is highly influenced by
globalization that offers various opportunities and challenges. In line with this, at the
end of the course, students will 1). have better knowledge of the global business
environment, as well as the essentials of trade and investment between nations in view of
the interdependent world economy, 2). have a good understanding of the management
strategies of firms that operate in such environment, and 3). know the implications of
globalization on Japanese firms and the Japanese economy.

対象学生（クラス等）  /Object Student

田中 隆（t-tanaka▲nagasaki-u.ac.jp)／山田耕史（kyamada▲nagasaki-u.ac.jp）／齋藤義紀
（saiyoshi▲nagasaki-u.ac.jp）（メールを送信する▲を＠に変更して送信してくだ さい）担当教員Eメールアドレス/E-mail address

Faculty of Economics. Rm.504, Katafuchi campus担当教員研究室/Laboratory

(095) 829-3215担当教員TEL/Tel

Monday-Wednesday 10 am-5pm担当教員オフィスアワー/Office hours
In this lecture we will study the global trade and investment business environment, the
motivations of firms for engaging in international trade and investment, cultural
diversity, economic integration as well as the global strategies of firms as they compete
in a fast changing global marketplace, taking Japanese firms as case examples.

授業の概要及び位置づけ/Course Outline and
Objectives

The main goal of this lecture is to study the global business environment as well as the
global strategies of firms as they compete in a fast changing global marketplace, taking
Japanese firms as case examples.授業到達目標/Goal

This is mainly a lecture type course.授業方法（学習指導法）/Method

第１回 Orientation
第２回 Business environment in Japan and global expansion of Japanese firms
第３回 International business and the global market
第４回 Motivations of??International business firms
第５回 Cultural Diversity
第６回 Japanese foreign direct investment (FDI)??in Asia
第７回 Theories of FDI
第８回 Advantages and??Disadvantages of FDI
第９回 ?? Theories of international trade
第１０回 Barriers to free trade
第１１回 Economic Integration
第１２回 FDI led growth in Asia and middle income trap
第１３回 Corporate social responsibility??(CSR)
 第１４回 Entry Strategies
第１５回 Summary and conclusion

授業内容/Class outline/Con

Print for each chapter will be provided which the students have to review and study.
事前、事後学習の内容/Preparation & Review

International business, globalization, international trade and investment, business
strategy, Japanese economyキーワード/Key word

Charles Hill, International Business-Competing in the Global Marketplace, McGraw-Hill,
2015.
Schermerhorn, John and Daniel Bachrach, Introduction Management, Wiley, 2015.

教科書・教材・参考書/Textbook,Teaching
material,and Reference book

Mid-term exam 50%
Final exam 50%成績評価の方法・基準等/Evaluation



Good knowledge of English is important.受講要件（履修条件）/Requirements

長崎大学では，全ての学生が平等に教育を受ける機会を確保するため，修学の妨げとなり得る社会
的障壁の除去及び合理的配慮の提供に取り組んでいます。授業における合理的配慮等のサポートに
ついては，担当教員（上記連絡先参照）または「アシスト広場」（障がい学生支援室）にご相談下
さい。
アシスト広場（障がい学生支援室）連絡先
（TEL）095-819-2006 （FAX）095-819-2948
（E-MAIL）support@ml.nagasaki-u.ac.jp

アクセシビリティ/Accessibility

備考（URL）/Remarks(URL)
English is the main medium of instruction.

学生へのメッセージ/Message for students



学期／Semester 2017年度／Academic Year　3クォ
ーター／Third Quarter曜日・校時／Day・Period木／Thu 3, 木／Thu 4

2017/09/29～2017/11/16開講期間／Class period

必修選択／Required/Elective class 単位数(一般/編入/留学)／Credits
(general/admission/overseas)選択／elective 2.0/2.0/2.0

時間割コード／Time schedule code 科目番号／Subject code0587011320170587011301

科目ナンバリングコード／Numbering CodeGEMB 12731_005

授業科目名／Subject ●現代経済と企業活動aⅡ(企業行動と戦略)／Organizational Decision Making and Strategy

編集担当教員／Professor in charge of
putting together the course syllabus

林　徹／Hayashi Toru

授業担当教員名（科目責任者）
／Professor in charge of the subject

林　徹／Hayashi Toru

授業担当教員名（オムニバス科目等）
／Professor(s)

林　徹／Hayashi Toru

全学モジュールⅡ科目科目分類／Class type

講義形態／Class Form2, 3, 4 講義／Lecture対象年次／Year

教養教育A棟13／RoomA-13教室／Class room

対象学生（クラス等）  /Object Student

thaya▲nagasaki-u.ac.jp（メールを送信する▲を＠に変更して送信してくだ さい）担当教員Eメールアドレス/E-mail address

経済学部本館627研究室担当教員研究室/Laboratory

095-820-6368担当教員TEL/Tel

開講時に説明します。担当教員オフィスアワー/Office hours
MONOPOLYのゲーム体験を通じて、ルールのマスター、ゲームの全体像の把握、不動産取引・金融の
基礎のマスター、土地・税制の歴史ならびに都市計画法等による不動産に対する各種規制、これら
への興味喚起、を促す。受講生の関心に応じて長崎県内の特定地域を事例としてとりあげる。

授業の概要及び位置づけ/Course Outline and
Objectives

MONOPOLYをプレイヤーとしても銀行係としても紳士・淑女的に運営できる。ゲームの全体像、ルー
ル、その趣旨を説明できる。不動産取引・金融の基礎を説明できる。土地・税制の歴史ならびに都
市計画法等による不動産に対する各種規制を説明できる。長崎県内の特定地域の事例分析ができる
。

授業到達目標/Goal

第1に、デモンストレーションにより、ルールとゲームの流れを感得させる。第2に、グループ対抗
戦で体得させる。第3に、関連する基礎知識をマスターさせる。他方で、レポート課題により、たと
えば長崎県内の特定地域の用地買収等の事例分析を通じて、MONOPOLYの位置と意味を表現させる。授業方法（学習指導法）/Method

第1に、デモンストレーション。第2に、グループ対抗戦。第3に、ルールと関連する専門領域の基礎
知識の学習。長崎県内の特定地域をとりあげて、用地買収、用途転用、などの事例に関するレポー
ト課題。

授業内容/Class outline/Con

事前、事後学習の内容/Preparation & Review

MONOPOLY、不動産経営、資産運用、複式簿記、抵当権、処世術・交渉術、土地・税制、民法、長崎
県キーワード/Key word

小テスト参考書1：Orbanes, Philip E. (2013) Monopoly, Money, and You: How to Profit from
the Game’s Secrets of Success, McGraw-Hill Education.（岡田豊監修・千葉 敏生訳『投資とお
金の大事なことはモノポリーに学べ!』日本実業出版社、2013年）
小テスト参考書2：Koury, Ken (2012) Monopoly Strategy, Lulu.com.
課題レポート参考書：林徹（2015）『協働の経営学』中央経済社。林徹（2011）『協働と躍動のマ
ネジメント』中央経済社。

教科書・教材・参考書/Textbook,Teaching
material,and Reference book

ゲームへの関与（40％）、ルール・関連知識の筆記試験（30％）、レポート課題（30％）成績評価の方法・基準等/Evaluation

なし受講要件（履修条件）/Requirements
長崎大学では，全ての学生が平等に教育を受ける機会を確保するため，修学の妨げとなり得る社会
的障壁の除去及び合理的配慮の提供に取り組んでいます。授業における合理的配慮等のサポートに
ついては，担当教員（上記連絡先参照）または「アシスト広場」（障がい学生支援室）にご相談下
さい。
アシスト広場（障がい学生支援室）連絡先
（TEL）095-819-2006 （FAX）095-819-2948
（E-MAIL）support@ml.nagasaki-u.ac.jp

アクセシビリティ/Accessibility

備考（URL）/Remarks(URL)

不動産経営に関心があればベストです。学生へのメッセージ/Message for students

授業計画詳細／Course Schedule

回(日時)／Time(date and time)授業内容／Contents

ガイダンス（教員紹介、受講者からの希望と受講者の時間割の確認、単位認定要件の確認）、課題
レポートの案内1

デモンストレーション（ルールと流れの説明）、グループ分け2

ゲーム実践：予選13



ゲーム実践：予選24

ゲーム実践：予選35

ゲーム実践：予選46

ゲーム実践：決勝7

ゲーム実践：順位決定戦8

ルール、定石、交渉術等のマスター（和文・英文の文献使用）9

課題レポートの報告会110

課題レポートの報告会211

課題レポートの報告会312

課題レポートの修正報告会13

ルール、定石、交渉術等に関する筆記試験14

ルール、定石、交渉術等に関する筆記試験のレビューまたは再試験15

当クオーターの反省と今後の展望16



学期／Semester 2017年度／Academic Year　4クォ
ーター／Fourth Quarter曜日・校時／Day・Period木／Thu 3, 木／Thu 4

2017/11/28～2018/02/01開講期間／Class period

必修選択／Required/Elective class 単位数(一般/編入/留学)／Credits
(general/admission/overseas)選択／elective 2.0/2.0/2.0

時間割コード／Time schedule code 科目番号／Subject code0587011720170587011701

科目ナンバリングコード／Numbering CodeGEMB 12741_005

授業科目名／Subject ●現代経済と企業活動aⅡ(社会制度と経済活動)／Social System and Economic Activity

編集担当教員／Professor in charge of
putting together the course syllabus

松木　佑介／Yusuke Matsuki, 林　徹／Hayashi Toru

授業担当教員名（科目責任者）
／Professor in charge of the subject

松木　佑介／Yusuke Matsuki

授業担当教員名（オムニバス科目等）
／Professor(s)

松木　佑介／Yusuke Matsuki

全学モジュールⅡ科目科目分類／Class type

講義形態／Class Form2, 3, 4 講義／Lecture対象年次／Year

教養教育A棟13／RoomA-13教室／Class room

対象学生（クラス等）  /Object Student

ymatsuki▲nagasaki-u.ac.jp（メールを送信する際は▲を@に置き換えて送信してください）担当教員Eメールアドレス/E-mail address

経済学部東南アジア研究所207担当教員研究室/Laboratory

担当教員TEL/Tel

講義初回に通知する。担当教員オフィスアワー/Office hours

教養レベルのミクロ・マクロ経済学を講義する。本講義は経済学入門として位置づけられる。
授業の概要及び位置づけ/Course Outline and
Objectives

需要曲線と供給曲線を用いた均衡分析やGDPなど経済学の基本的概念や分析手法を理解して、市場や
政策の評価や、政府や制度のあり方について議論ができるようになる。授業到達目標/Goal

講義形式をとる。また、講義内でグループワークによる問題演習を行う予定。授業方法（学習指導法）/Method
下記の通り。ただし、内容は変更されることがある。

回 内容
1 ガイダンス；現代の経済学
2-3 経済学的な考え方
4-5 需要、供給、価格
6-8 需要・供給分析の応用
9-10 市場と効率性
11 不完全市場入門
12-15 マクロ経済学

授業内容/Class outline/Con

事前、事後学習の内容/Preparation & Review

キーワード/Key word
テキスト：スティグリッツ（2012）『スティグリッツ 入門経済学 第4版』（藪下史郎ほか訳）東洋
経済新報社

教科書・教材・参考書/Textbook,Teaching
material,and Reference book

授業参加度（50％）、レポート（50％）。成績評価の方法・基準等/Evaluation

受講要件（履修条件）/Requirements
長崎大学では，全ての学生が平等に教育を受ける機会を確保するため，修学の妨げとなり得る社会
的障壁の除去及び合理的配慮の提供に取り組んでいます。授業における合理的配慮等のサポートに
ついては，担当教員（上記連絡先参照）または「アシスト広場」（障がい学生支援室）にご相談下
さい。
アシスト広場（障がい学生支援室）連絡先
（TEL）095-819-2006 （FAX）095-819-2948
（E-MAIL）support@ml.nagasaki-u.ac.jp

アクセシビリティ/Accessibility

備考（URL）/Remarks(URL)

学生へのメッセージ/Message for students

授業計画詳細／Course Schedule

回(日時)／Time(date and time)授業内容／Contents

ガイダンス；現代の経済学第1回

経済学的な考え方：基本的競争市場第2回

経済学的な考え方：費用概念第3回

需要、供給、価格：需要と供給第4回
需要、供給、価格：均衡第5回

需要・供給分析の応用：弾力性第6回



需要・供給分析の応用：弾力性、課税第7回

需要・供給分析の応用：政策介入第8回
市場と効率性：余剰第9回

市場と効率性：市場の効率性第10回
不完全市場入門：市場の失敗第11回

マクロ経済学：GDP第12回

マクロ経済学：失業、インフレーション第13回

マクロ経済学：完全雇用モデル第14回
マクロ経済学：経済成長第15回
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