
学期／Semester 2017年度／Academic Year　3クォ
ーター／Third Quarter曜日・校時／Day・Period木／Thu 4, 木／Thu 5

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 code0587010520170587010502

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bⅡ(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

成田　真樹子／Narita Makiko, 徐　陽／Yang Xu

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

成田　真樹子／Narita Makiko

授業担当教員名（オムニバス科目等）
／Professor(s)

成田　真樹子／Narita Makiko

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C棟26／RoomC-26教室／Class room

多文化社会学部，教育学部，薬学部，水産学部対象学生（クラス等）  /Object Student

makki▲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・東南アジア研究所319担当教員研究室/Laboratory

担当教員TEL/Tel

随時（要事前連絡）担当教員オフィスアワー/Office hours
経済活動は国境を超える。輸出入やお金の移動，労働者の移動などの問題を通じ，グローバル化に
よる効果と課題について理解する。

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

国際的な問題とそれに関連した事象についての現状と課題を把握し，説明できる。授業到達目標/Goal

世界経済の様々な事象について講義とグループ学習によって課題の理解を図る。授業方法（学習指導法）/Method
（1）ガイダンス
（2）世界経済の動向と課題
3回目以降は以下のトピックを予定しているが，受講者の人数によって，スケジュールは異なる。
（3）?（5）国際貿易
（6）?（8）為替レート
（9）?（11）国際投資
（12）?（14）国際協調と地域統合
（15）まとめ

授業内容/Class outline/Con

グループ学習を行う際には事前の準備を必要とする。内容については講義中に指示する。
事前、事後学習の内容/Preparation & Review

グローバル化，貿易，国際投資キーワード/Key word

教科書は使用しない。資料を配布する。
教科書・教材・参考書/Textbook,Teaching
material,and Reference book

?授業中の提出物，グループ学習の貢献度，プレゼンテーション（50％），?期末試験（50％）
ただし，?による評価が著しく低い場合には期末試験の受験資格を失う。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

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回



第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回



学期／Semester 2017年度／Academic Year　1クォ
ーター／First Quarter曜日・校時／Day・Period金／Fri 4, 金／Fri 5

2017/04/06～2017/06/02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 code0587012120170587012101

科目ナンバリングコード／Numbering CodeGEMB 12751_005

授業科目名／Subject ●現代経済と企業活動bⅡ(経営情報と会計情報)／Management and Accounting Information

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

徐　陽／Yang Xu

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

徐　陽／Yang Xu

授業担当教員名（オムニバス科目等）
／Professor(s)

徐　陽／Yang Xu

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C棟26／RoomC-26教室／Class room

多文化社会学部・教育学部・薬学部・水産学部対象学生（クラス等）  /Object Student

jxuyang▲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509担当教員研究室/Laboratory

内線373担当教員TEL/Tel

授業前後の休み時間（事前に質問事項をメールで連絡すること）担当教員オフィスアワー/Office hours
簿記や会計に詳しくない学生を対象として、企業が公表する決算書（財務諸表）の簡単な読み方に
ついて講義をする。企業は、さまざまな環境変化に対応して営利活動を行っている。この結果を、
毎年、決算書として開示している。決算書は企業の成績表といわれることもある。
本講義では、日本企業が公表する決算書の基盤となる会計制度の概要、インターネットを通じて取
得できる長崎と関わりのある企業の決算書（金融機関を除く）を用いて、その主な項目の解説及び
その簡単な分析を通じて、決算書の読み方を身につける。これらは、就職活動において就職先の概
要を知る際にも有効であり、また社会人として身につけておくべき知識であると考える。

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

企業が公表する決算書を読めるようになることが目的である。具体的には、以下のとおりである。
1 日本の会計制度の概要を知る
2 決算書を入手できるようになる
3 基本的な決算書の概要を説明できるようになる
4 会計に関連する基礎的な用語を説明できるようになる
5 決算書を読めるようになる（長崎に関連のある企業の決算書を利用する）

授業到達目標/Goal

受講者の数にもよるが、座学で基盤的な知識を学ぶことと同時に、受講生をグループに分け、上記
の到達目標に沿って収集した情報や決算書の分析を行い、その結果をパワーポイントを用いたプレ
ゼンテーション形式で発表してもらう。最後に、授業到達目標に沿ったレポートを提出してもらう
。

授業方法（学習指導法）/Method

おおよそ以下の予定を考えているが、受講者の人数によって、変更することもある。
第1・2回：日本の会計制度の概要及び決算書の入手方法（テキスト第1章）
第3・4回：決算書の概要（テキスト第2章）
第5・6回： 興味関心のある決算書の入手と企業の概要を調べる（調べる学習）
第7・8回：安全性分析、収益性分析（テキスト第3章）
第9・10回：成長性分析（テキスト第4章）
第11・12回：決算書の分析（ディスカッションやクラス全体での意見交換）
第13・14回：発表
第15回：まとめ

授業内容/Class outline/Con

事前学習内容については講義中に指示する。
事前、事後学習の内容/Preparation & Review

決算書（財務諸表：貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書）、決算書分析方法（安全
性分析、収益性分析、成長性分析）、長崎県と関連する企業キーワード/Key word

坂本剛著『Yahoo！ファイナンスで速攻決算書分析』中央経済社、1700円+税
教科書・教材・参考書/Textbook,Teaching
material,and Reference book

グループ学習の貢献度（15％）、プレゼンテーション（35％）、最終レポート（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)

本講義の受講にあたって、各自パソコンを持参すること。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

日本の会計制度の概要及び決算書の入手方法（テキスト第1章）第1・2回

決算書の概要（テキスト第2章）第3・4回

興味関心のある決算書の入手と企業の概要を調べる（調べる学習）第5・6回

安全性分析、収益性分析（テキスト第3章）第7・8回

成長性分析（テキスト第4章）第9・10回

決算書の分析（ディスカッションやクラス全体での意見交換）第11・12回

発表第13・14回

まとめ第15回



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

時間割コード／Time schedule code 科目番号／Subject code0587055520170587055501

科目ナンバリングコード／Numbering Code

授業科目名／Subject ●現代経済と企業活動bⅡ(企業行動とマーケティング)／Corporate Behavior and Marketing

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

高橋　啓／takahashi kei, 徐　陽／Yang Xu

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

高橋　啓／takahashi kei

授業担当教員名（オムニバス科目等）
／Professor(s)

高橋　啓／takahashi kei

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23／RoomA-23教室／Class room

多文化社会学部・教育学部・薬学部・水産学部対象学生（クラス等）  /Object Student

taka84▲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

片淵キャンパス本館609担当教員研究室/Laboratory

内線(6)342担当教員TEL/Tel
月?金 10:00̃17:00
来室される場合には，事前にメールで連絡をください．担当教員オフィスアワー/Office hours

本講義では，1)簡単なゲーム，2)外国の TV ドキュメンタリーを通じ，ビジネスとは何かというこ
とを学ぶ．
また，同時に英語力を涵養する．

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

1) お金というものの役割を理解する
2) アメリカにおけるビジネスにおいてどういったことが求められるのかということを理解する授業到達目標/Goal

1) 講義およびゲームによる実践
2) 外国の TV ドキュメントを視聴し，グループによる討議，発表授業方法（学習指導法）/Method

1) 清滝・ライトゲームと呼ばれるゲームを行い，貨幣のミクロ経済学的動機づけについて学ぶ
2) Apprentice （社長見習い）と呼ばれるアメリカのTV ドキュメンタリーを見て，アメリカのビジ
ネスにおいてどういったことが求められるのかということについて学ぶ授業内容/Class outline/Con

2) については，各講義の最後に課題を出題する
事前、事後学習の内容/Preparation & Review

Donald Trump, Money, Business, Leadershipキーワード/Key word

The Apprentice DVD, Mark Burnett 2004
教科書・教材・参考書/Textbook,Teaching
material,and Reference book

出席およびレポート，発表による成績評価の方法・基準等/Evaluation

ある程度英語ができること（TOEIC 450 点以上が目安）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

1) については人数に左右されるため，受講者が小数の場合には他の教材で代替する可能性がある備考（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

イントロダクション
チーム分けと授業の説明4月6日

清滝・ライトゲーム
貨幣のミクロ経済学的動機づけ4月13日

Apprentice 1 Meet the Billionaire 14月20日

Apprentice 2 Meet the Billionaire 24月27日

Apprentice 3 Wheeling and Dealing 15月11日

Apprentice 4 Wheeling and Dealing 25月18日



Apprentice 5 Season Finale 15月25日

Apprentice 6 Season Finale 26月1日


	Syllabus-20170587010502-●現代経済と企業活動bⅡ(国際社会と日本経済)／ja_JP
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