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2013年度 経営学部活動報告

私たち経営学部は，私たちの教育や研究の活動状況について広くご認識いただき，かつ経営

学部が持つさまざまな魅力を見いだしていただきたいとの願いから，毎年度「経営学部活動報

告」を発刊しています。

小冊子ながら，2013年度の興味深い講義や事業，所属学生の様子，所属教員の研究活動，

そして市民のみなさまや高校生に向けた対外的な活動の状況等を以下のようにまとめました。

いずれもコンパクトにわかりやすく，画像を多く含んで見やすく作成しておりますので，ぜひ

お手にとってご覧ください。

経営学部の新たな魅力を再発見していただける機会になれば幸いです。

１．北海道中小企業家同友会連携事業 特別講義『地域経営者に学ぶ 工夫―蓄積―創造』

２．特別講義『地域金融を学ぶ』

３．北海道産業局特別講義『北海道の地域産業政策』

４．特別講演会

５．学部学生の企業研修

６．海外総合実習プログラム

７．保護者懇談会

８．高校生向け授業（出前講義・高大連携授業）

９．講義支援システム GOALS

10．就職内定状況

11．経営学部教員の書籍出版活動・学会発表活動

12．経営学部刊行物

13．人事異動等

14．経営学部の教育目標
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１．北海道中小企業家同友会連携事業

日 程：2013年９月18日～2014年１月15日 毎水曜日 12：40～14：10

会 場：７号館 ２階Ｄ20番教室

概 要：北海道中小企業家同友会で活躍している経営者を講師に迎え，これまで実践されてき

た経営についての講演をお願いした。

学生には，経営者の工夫と志と感想を一貫して求めている。学生たちは，実際の経

営者の意思決定や判断，工夫やアイディア，そのための準備，組織をまとめ上げる努

力といった活動と，経営学の授業で学ぶ抽象的な説明や理論を結びつけ意味を理解す

る。とりわけ，新製品やサービスの工夫や設計をどのようにおこなうか学ぶことを意

図している。

この授業では，経営学を立体的に，明確に学びとることをめざす。また，実社会で

働くという事の面白さを，従業員の側から，経営者の側から，起業家の側から感じる

ことができ，個々のキャリア計画を促進させることができる。

１回 ガイダンス 大平 義隆

２回 株式会社 ティーピーパック 代表取締役 池川 和人

３回 アイリスク研究所 株式会社 代表取締役 川合 秀博

４回 リージョンズ 株式会社 代表取締役 高岡 幸生

５回 株式会社 日新工業 代表取締役 渡部 正博

６回 三晃化学 株式会社 代表取締役社長 渡邊 民嗣

７回 株式会社 レイジックス 代表取締役社長 敬禮 匡

８回 株式会社 白石ゴム製作所 代表取締役 千葉 武雄

９回 株式会社 プリプレス・センター 代表取締役 藤田 靖

10回 株式会社 内池建設 代表取締役 内池 秀敏

11回 環境開発工業 株式会社 代表取締役 山田 太郎

12回 北海道オフィスマシン 株式会社 代表取締役社長 神野 裕三

13回 田中酒造 株式会社 代表取締役 田中 一良

14回 日本銀行 札幌支店 支店長 我野秀彦

企 業 名 講 師 名

特別講義『地域経営者に学ぶ 工夫―蓄積―創造』
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２．特別講義『地域金融を学ぶ』

日 程：2013年９月18日～2013年12月25日 毎水曜日 14：20～15：50

会 場：７号館 ２階Ｄ20番教室

概 要：本講義は，これまで日本のどこの大学でも学ぶことのできなかった，地域経営者に

とって最も重要な外部環境である地域金融機関に講義を行ってもらいます。全国信用

組合中央協会の協力を得て，札幌中央信用組合の経営者，管理者を中心として行われ

ます。

学ぶ内容は，国と道の金融政策，地域金融の役割・戦略と管理・具体的な仕事・地

域経営者の関係・求める人材，です。

講 義 内 容 講 師

１回 ガイダンス―地域金融論特講で学ぶこと― 大学担当教授 大平 義隆

２回 地域金融と信用組合のあり方 (一社)全国信用組合中央協会 常勤顧問 野村 攻

３回
札幌中央信用組合の

①生きがいを感じ安心して働ける職場づくり
札幌中央信用組合 理事部長 安藤 賢一

４回 北海道の経済動向と金融行政の実際 北海道財務局・理財部 理財部長 吉澤 守

５回

札幌中央信用組合の（営業推進と体験談）

②ポパイ軍団（ホウレンソウ）作り…Ｐ・

Ｄ・Ｃ・Ａサイクルの実践

札幌中央信用組合 専務理事 海藤 直

６回 信用組合の歩みと役割 札幌中央信用組合 理事顧問 松本 征人

７回
札幌中央信用組合の

③営業戦略と成功事例
札幌中央信用組合 業務推進部 常務理事 浅山 廣司

８回
札幌中央信用組合の

④仕事を通じて学んだ財務・経理の実践
札幌中央信用組合 総務部 副長 左近 秀章

９回

札幌中央信用組合の

⑤札幌中心部における商店街の大きな変化と

その中での営業推進

札幌中央信用組合 本店営業部 部長 加藤 哲哉

10回

札幌中央信用組合の（営業推進と体験談）

⑥親睦会を通じた顧客との絆とビジネス・

マッチング

札幌中央信用組合 発寒支店 支店長 天満屋敷誓

11回
札幌中央信用組合の（営業推進と体験談）

⑦郊外店舗の営業推進
札幌中央信用組合 平岡支店 支店長 厨川 三郎

12回 お客様から見た信用組合の実際 ㈱白石ゴム製作所 社長 千葉 武雄

13回 信用組合による北海道の中小企業支援 (一社)北海道中小企業家同友会
理事 一関 脩

㈱北海道フキ 社長

14回 私たちが求める社会人のあり方 札幌中央信用組合 理事長 赤川 博己

15回 試験
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３．北海道産業局特別講義『北海道の地域産業政策』

日 程：2013年９月18日から2014年１月15日 毎週水曜日 16：00～17：30

会 場：７号館 ２階Ｄ20教室

概 要：本年は【地域産業育成と事業創造】をテーマに行います。学生諸君は，事業への社会

的な期待や事業を立ち上げる際の様々なサポートがあることを，実際に担当している

本人から話をきくことができます。また，実際に起業した人たちをおよびし，問題と

なること，重要となること，面白いことを直接聞き，現実的理解を深めることができ

ます。事業立ち上げに関する重要ポイントを学び，身につけてもらいます。構成は，

事業育成のための支援者と事業の経営者の視点と工夫，ワークショップの３部構成で

す。支援者は，第１に資金に関して地域金融機関，VC（ベンチャーキャピタル）で

す。その他として，地域経営者団体，経営コンサルタント会社，経済産業省の育成策

を学びます。経営者は，ベンチャー経営者と，特に女性起業家をお呼びします。この

あと，グループに分かれ，相互に意見交換をし，グループで最も良い案を決め皆でブ

ラッシュアップし，プレゼンします。このように，実際の身になるような学びの場を

提供します。

講 義 内 容 講 師

1回 ガイダンス・オープニングメッセージ

大平 義隆

北海道経済産業局

総務企画部総務課長 塩手 能景 氏

クロックワーク 社長 伊志嶺 哉 氏

2回 地域で期待されるVB：講演 道銀地域総合研究所 浦田 祥範 氏

3回 ビジネスプランの作り方 監査法人トーマツ 佐々木 大祐 氏

4回 起業家 学生団体WHY代表 星川 尚久 氏

5回 起業家 NPO法人理事長 古俣 臣弥 氏（本学部３年）

6回 地域金融機関による創業支援 道銀地域総合研究所 池田 淳 氏

7回 地域団体の創業支援
北海道女性起業家有限責任事業組合

rimrim代表 河野 有美 氏

8回 経済産業局による人材政策と創業支援

北海道経済産業局地域経済部

産業人材政策課長・新規事業室長 江川 裕之 氏

Etsy顧問 アダム・フリード 氏

9回 財務サポート 北海道ベンチャーキャピタル社長 三浦 淳一 氏

10回 コンサルのサポート 監査法人トーマツ 佐々木 大祐 氏

11回 女性起業家 rimrim 畑原 理恵 氏

12回 女性起業家 rimrim 葛西 さとみ 氏

13回 ワークショップ：グループワーク 大平 義隆

14回 ワークショップ：報告会 大平 義隆

15回 まとめ：優秀作品の発表 大平 義隆

※各回 平均 200名が受講
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テーマ：デジタル・テクノロジーを活用したイノベーションとアントレプレナーシップ

概 要：イノベーション，アントレプレナーシップ，デジタル・テクノロジー。この３つの要

素は，世界中で時代の先端と交差しています。日本経済の将来は，日本の若手起業家

が今日のテクノロジーを駆使して，どれだけ未来のイノベーションにつなげることが

できるかにかかっています。

テクノロジーの世界が常に変化している中，講師から，米国のテクノロジー企業は

どのような進化を遂げているのか，どのように成功を手にし，どのようなイノベー

ションをしているのか，ビジネス環境の形成に起業家はどのような役割を果たしてい

るのか，についてお話いただきます。本講演が，日本人が直面している戦略的課題に

応用できる実践的な学びの場となれば幸いです。

講師略歴：Adam Freed

世界最大のビンテージおよびハンドメイド・グッズのためのマー

ケット・サイト Etsyの最高執行責任者を経て現在は顧問。その他，

複数の成長目覚しいスタートアップ企業の顧問でもある。2002年

から６年余り，Googleで要職を歴任。主に国際事業の展開を担当。

テクノロジーの世界に足を踏み入れる前は，ジャーナリストとし

て活躍。NHK，MSNBC，NBC系列のサンディエゴのKNSDな

どで，テレビ・レポーター，キャスター，フィールド・プロデュー

サーを務め，エミー賞を受賞。JohnS.Knightフェローシップ（法

律）に選ばれた数少ないジャーナリスト。ハーバード大学より学士

号（言語学），イエール大学ロースクールより修士号を取得。

アダム・フリード氏（Etsy顧問)講演

表 彰 式
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４．特別講演会

経営学部では，総合実践英語の企画として2013年度に特別講演会を３回開催しました。「英

語というビジネススツール」を柱に置き，国内外の様々なビジネス・シーンで活躍される方々

を講師としてお招きし，これまでの経験や現在の仕事の内容等などについて，メール等の各種

書類や実際に業務を行う様子を収めたビデオを見ながら聞きました。

講演終了後には講師を交え，参加学生との交流会も実施し，講演会で語り尽くせなかったこ

とや，学生からの突っ込んだ質問等，活発な意見交換を行いました。

講演会には経営学部生を中心にそれぞれ30～40名ほどの参加がありました。各回の概要は

次のとおりです。

第１回 英語というビジネススツール⑸ ～「北海道」を輸出する～

日 時：2013年７月19日㈮ 14：20～17：00

講 師：林 淳子 氏 一般財団法人 さっぽろ産業振興財団 産業企画推進室

ききて：内藤 永 経営学部教授

会 場：７号館３階Ｄ30番教室（講演会），７号館６階行動科学実験室１（交流会）
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第２回 英語というビジネススツール⑹

～「ものづくり」から

「ワールドビジネス」へ～

日 時：2013年11月27日㈬ 14：20～17：00

講 師：若命 浩二 氏 ㈱アミノアップ化学

学術部部長

会 場：７号館４階Ｄ42番教室（講演会・交流会）

第３回 英語というビジネススツール⑺

～中国大連滞在経験から～

日 時：2014年１月22日㈬ 14：20～17：00

講 師：矢嶋 洋一 氏 北洋銀行国際部副部長

会 場：７号館３階Ｄ31番教室（講演会・交流会）
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５．学部学生の企業研修

「企業研修」の目的等「企業研修」の目的等

・カリキュラムにおける位置づけ

・「企業研修」科目の授業形態

グローバル化・高度情報化の進展・産業構造の変化などにともない，社会から求められ

る人材は大きく変わりつつあります。このため産官学連携による創造的人材の育成をめざ

す，いわゆるインターンシップ制度が，現在注目を集めています。経営学部では，「企業

研修」という単位認定科目を設置し，学生が実際の企業・団体等において実習・研修的な

就業体験をさせています。この「企業研修」では，学生が実際の企業における実地研修の

経験を通して，現実の企業社会で求められる人材像を実体験として認識し，大学教育と結

びつけることによって，より一層の教育効果をあげることを目的としています。

科 目 名：「企業研修」２単位

対 象：経営学部の１部３年生

履修者数：約20名

単位認定：卒業認定単位に算入 ※特別講義「ビジネスモデル分析」も同時履習

･「企業研修」履修生には，「学生教育研究災害傷害保険（インターンシップ・教職資格活

動等賠償責任保険）」の加入を義務づけ，保険料210円を学生の負担といたします（補

償金額は，対人賠償と対物賠償合わせて１事故につき１億円限度）。

･また，事前指導の際にも問題が起きないよう十分にガイダンスします。

①事前指導

･実地研修開始までに，プログラムのガイダ

ンスやビジネスマナー，実地研修先の事前

学習，報告書作成等の一斉指導。

･業界研究・企業研究，実地研修テーマ等に

ついて個別指導があります。

･この期間中に，各自の実地研修先を最終的

に決定します。

②実地研修

･夏季休業中，指定された研修先企業

で所定の期間（２週間程度），実地

研修します。

･実地研修中は実地研修先の担当者が

指導します。

③事後指導

・事前指導および実地研修を通じて得たことの総括を行います。

・実地研修報告書の作成や，報告会での発表準備（プレゼンテーション）を行います。

・なお，報告会は，特別講義「キャリアデザイン講座」時間内で実施します。

・実地研修中の事故，損害，機密保持等のリスク対応
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「企業研修」の学生，大学，研修先企業・団体等の活動報告

11月

〜

12月

履修生募集説明会への参加

履修申込書類の提出

次年度実習先への受入要請

「企業研修」カリキュラムの概要策定・

募集要項の決定

次年度『「企業研修」ガイドブック』の

作成

履修生募集説明会開催

次年度：実地研修カリキュ

ラムの調整（企業概要の作

成・確認）

１月 面接日時・場所の確認 面接日時・場所の発表

２月

〜

３月

面接

選考結果の確認

履修申込者に対する面接

選考・合否の決定

合否の発表

実地研修先の発表

４月

履修登録

健康診断の受診

事前指導(一斉・個別)受講開始

『「企業研修」ガイドブック』の発送

事前指導（一斉・個別）開始

『「企業研修」ガイドブック』

の受取

５月
実地研修先の決定

実習に向けての準備

実地研修先の確定

研修先との連絡・調整（担当者の確認）

６月

７月

「企業研修」保険料の支払い

研修先への挨拶・事前打合わせ

研修内容・日程等の確認

研修先へ「誓約書」等書類提出

事前指導レポートの提出

結団式

研修先に対する研修生依頼の通知

研修先との「覚書き」締結

研修内容・日程等の確認

事前指導レポートの受取

結団式

研修生依頼通知の受取

大学との「覚書き」締結

研修生との事前打ち合わせ

研修内容・日程等の決定

「誓約書」等書類の受取

８月

９月

研修先での実地研修

（～９月中旬）

「報告書」の作成・提出

事後指導受講

研修先に「研修生評価表」を渡す研修

中，研修先への訪問

「報告書」の受取

「研修生評価表」の受取

事後指導，報告会の準備

研修生の受入，指導

（～９月中旬）

「研修生評価表」の提出

10月

〜

12月

報告会での報告

報告会用：PowerPointの提出

修了式（修了証授与）

報告会，PowerPointの受取

成績提出
報告会への参加

※研修先企業と大学との協定書締結は随時行う（新規のみ）。

学 生 大 学 研修先企業・団体等
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「企業研修」の事前指導「ビジネスマナー講座」

特別講師：今 有貴乃・松岡 道明（キャリアバンク株式会社)

ビジネスマナー 基本編>６月８日㈯実施 ビジネスマナー 応用編>６月15日㈯実施

内 容 進 行 内 容 進 行

ビジネスマナーの必要性

・マナーとルールの違い

・社会人としての心構え

講 義 前回の復習

挨拶の効用，ポイント

お辞儀のポイント

講 義

身だしなみ 講義＋

参加型

実務マナーのポイント

・電話・携帯電話の受け方

・名刺の受け渡し

・接客，接遇のマナー

講義＋

参加型

挨拶の効用，ポイント

・お辞儀

・礼法

講義＋

参加型

・コミュニケーション

・好感のもてる話し方

・聴き方

講義＋

参加型

報告・連絡・相談（ホウレンソウ）

・５Ｗ３Ｈ

講 義

・お礼状の書き方 講 義

言葉遣い

（敬語・二重敬語，若者言葉）

・クッション言葉

・練習問題

講義＋

参加型

質問
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2013年度 「企業研修」の実地研修先企業・団体

業 種 実地研修先企業・団体

食品製造・販売 石屋製菓株式会社，株式会社きのとや

情 報 ・ 通 信
パナソニックシステムネットワークス株式会社システムソリューションズジャパ
ンカンパニー北海道社，富士通エフ・オー・エム株式会社，北海道オフィス・マ
シン株式会社

卸 売 業 丸水札幌中央水産株式会社，株式会社モロオ

報 道 ・ 出 版 株式会社毎日新聞社北海道支社

印 刷 ・ 出 版 株式会社プリプレス・センター，株式会社恵和ビジネス

教 育 TAC株式会社札幌校

観 光 株式会社グランビスタホテル＆リゾート(札幌パークホテル)

サ ー ビ ス キャリアバンク株式会社，社会福祉法人北海道光生舎

そ の 他 税理士法人共創経営システム，一般社団法人北海道中小企業家同友会

「企業研修」の事後指導「報告会」 特別講義「キャリアデザイン講座」で実施
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６．海外総合実習プログラム

・実習の目標：
「日本とカナダの企業分析」を題材にした英語学習をすることで，ビジネスパーソン
とのコミュニケーションスキルを習得する。

・実習の目的：
①国際共通語として英語を使用する人が増える中，今やネイティブスピーカーはマイノ
リティとなった。実習では，世界中の学生が集まる語学研修に参加し，多様な英語に
触れる。

②海外の人たちと仕事をしていくためには，商習慣，企業文化などの理解は不可欠であ
る。実習では，企業の比較分析をして，海外の企業文化に出会う。

③海外の人たちとつながっていくためには，若い時に「通じた」という体験が必要であ
る。実習では，企業の現場に足を運び，実際に英語を使う経験をする。

・実習参加者：経営学科２年－８名 経営情報学科２年－２名 計 10名

・語学研修実施期間：2013年９月１日㈰～22日㈰

・実施概要：
海外総合実習は，15回の講義と実習，カナダ・ブロック大学における３週間のホー

ムステイと語学研修，カナダ地元企業訪問で構成された。
講義では，カナダの地理・文化・スポーツ・産業，企業分析の方法，プレゼンテー

ションの技法，異文化コミュニケーションをテーマとし，実習では，小売，ワインの産
業に関するリサーチ，株式会社北海道ワインと株式会社イオン北海道の企業訪問，リ
サーチ結果のレポート作成，プレゼンテーションの準備を行った。
講義・実習の過程では，ノーマルスピードのリスニング，10種類の自己紹介文の作

成を行い，語学面での強化を図った。
語学研修では，カナダ・ブロック大学で開講されている14週に渡る Intensive Eng-

lish Language Program（IELP）の最初の３週間をカスタマイズする形で，文法，
リーディング，リスニング，ライティング，スピーキングの授業を受講した。また，企
業訪問では，地域では最大のショッピングモールである Pen Centreと地域のワイナ
リーである Flat Rock Cellarsを訪問した。Pen Centreではマーケティングディレク
ターの Rick Woodward氏と，Flat Rock Cellarsでは社長の Ed Madronich氏と，そ
れぞれ面談し，プレゼンテーション，対話を行った。

株式会社イオン北海道発寒店でのレクチャー 株式会社北海道ワインの生産工場でのレクチャー
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現地滞在中には，市長表敬訪問，ブロック大学ビジネススクールの講義を聴講，トロ
ントにある JTBトロント営業所の訪問，トロント在住の経営学部卒業生と地元起業家
とのランチミーティングなどを実施した。観光としては，ナイアガラの滝，トロント市
内，フォート・ジョージ，ウェランド博物館，アイスホッケーの試合，マジックショー
などを満喫した。
カナダ滞在中は，一日のスケジュール，学んだこと，失敗したこと，英語に関して学

んだこと，以上の４点について，毎日ブログにアップし，仲間同士，日本にいる家族，
教員が個々人の動きが分かるようにした。
帰国後は，残された２回の講義の時間を利用して，レポートの完成，実習の総括を

行った。

・特記事項：
本年度の海外総合実習の語学研修は，カナダのレスブリッジ大学からブロック大学に

場所を移して行われた。人文学部で長年実施されてきたプログラムに合流する形をとっ
たが，課外活動としての企業訪問など，経営学部用にカスタマイズされたプログラムで
実施した。
学生たちはカナダで訪問した企業の１社で対話がうまく進まない経験をし，また，

IELPプログラムの活動内容の変更をブロック大学に交渉し，自分の意見を明確に伝え
る大切さを学ぶことができた。
語学研修最終日には，ぶどうの収穫祭の一つとして，キャンパス内で行われた「ぶど

う踏み祭」に参加した。経営学部の学生たちの参加した様子はブロック大学の2014年
公式カレンダーの写真として採用された。

ナイアガラの滝の観光 Pen Centreでのプレゼンテーション

プレゼンテーション準備のためブロック大学でス
タディールームを予約
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HokkaiGakuen Business-September2013

1 2-CivicHoliday:
Universityis
Closed

3
8:30-9:00am
Arriveat
International
CentreforHokkai
Welcome
9:30-11:00am
Welcome
Orientation
12:00-2:00pm
EntranceTesting
2:00-3:00pm
HokkaiActivity
Orientation and
BusExplanation
(International
Centre)

4
9:30am
Check-in at
International
Centre
10:30am-12:00pm
Campus
Orientation Part 1
1:00-2:30pm
Campus
Orientation Part 2

5
7:45am-Pick-up
Class schedule
8:00am-4:00pm
Class

6
8:00am-4:00pm
Class

7
1:00pm
Board bus at
downtown Garden
Park Street near
BusTerminal for
afternoon trip to
Niagara Falls
6:00-9:30pm
Buffet Dinner and
Greg FrewinMagic
Show＠ Greg
Frewin Theatre
9:30pm
Board Bus to
return to St.
Catharines

8 9
8:00am-4:00pm
Class
12:30pm
Meet at Pen
Centre
1:00-2:00pm
Pen CentreMeet &
Greet with Rick
Woodward

10
8:00am-12:00pm
Class
12:30pm
Board bus at
International
Centre
1:00-2:00pm
Flat Rock Cellars
Meet & Greet with
OwnerEd
Madronich
2:00-3:30pm
Tour and Tasting
at Flat Rock
Cellars
3:30pm
Board bus to
return to Brock

11
8:00am-4:00pm
Class
4:30pm
Meet at downtown
bus terminal for
walking tour of
downtown St.
Catharines

12
10:00am
Board bus
downtown at
Garden Park for
an all-daytrip to
Toronto
7:00pm
Board bus at CN
Tower to return to
St.Catharines

13
8:00am-12:00pm
Class
12:30pm
Meet at
International
Centre to board
bus forNOTL
wineryTour&
Tasting
2:45pm
Board bus at
wineryto travel to
CanadaOneOutlet
Mall
5:30pm
Board bus to
return to St.
Catharines

14
2:00pm
Meet at Downtown
at Garden Park to
load bus
2:30pm
TourHistoricFort
George in NOTL
4:45pm
Load bus to eat
dinner and before
heading to
downtown St.
Catharines
7:00pm
Niagara Icedogs
Hockeygame

15 16
8:00am-4:00pm
Class
4:00pm
Meet at
International
Centrefor hikeat
theGlenridge
Naturalization Site

17
8:00am-12:00pm
Class
1:30pm
Meet at the
downtown bus
terminal
2:00pm
Meet & Greet with
St.Catherines
MayorBrian
McMullan

18
8:00am-4:00pm
Class
4:00pm
Board bus at
International
Centre to go
bowling at
ParkwayLanes

19
8:00am-4:00pm
Class
4:00pm
Board bus at
International
Centrefor St.
Catharines and
Welland Canal
Museum Tour
5:30pm
Board Bus to
return to
International
Centre

20
11:00am
Closing Ceremonies
12:00pm
Board Bus to go to
farewell lunch at a
local restaurant

21
Meet at the
International
Centrefor bus to
theToronto
Airport

SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY

プレゼンテーションをすべて終え，ワイナリーで
笑顔

卒業生，地元起業家とトロントにてランチミー
ティング
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語学研修中の毎日のレポートを掲載したブログ

ブロック大学の授業風景 ブロック大学公式カレンダーに採用された，ぶどう踏み
祭の写真
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経営学部では毎年，新入生及び在学生の保護者を対象に，懇談会を実施している。この懇談

会は，学部教育や学生生活，大学施設，卒業後の進路についての説明・相談することで，新入

生の保護者にとって，本学経営学部への進学決定にあたり，「どのような教育を受けることが

できるのだろうか」，「卒業後の就職先は確保されるのだろうか」などの疑問を，また，上級生

の保護者にとっては，履修・成績をはじめとする修学状況や就職先についての不安を払しょく

してもらい，大学への理解を深め，安心して学生生活の充実に向けた支援をいただくことを目

的としている。

なお，2009年度からは，札幌（各学部毎）の他に，帯広・旭川・函館でも開催している。

2013年度参加人数

札幌 帯広 旭川 函館 計

組数 62 10 8 9 89

平成25年度経営学部保護者懇談会開催要領（札幌会場）

１．実施日程

開催日 2013年10月20日㈰ 9：30～13：30

会 場 本学７号館 ２階Ｄ20番教室・Ｄ50番教室

２．主な内容

9：30～11：00 就職活動緒支援勉強会（３号館４階41番教室－学部共通）

経営学部説明会（７号館Ｄ20番教室）

教務事項説明（伊熊克己教務委員）

経営学部の就職指導について（大石雅也キャリア支援委員）

10：00～13：30 個別相談会（７号館Ｄ50番教室）

アンケート集計結果（回収枚数 47枚）

⑴ 開催時期・場所について

①時期

・適当である 30

・もっと早い時期を希望 13

・もっと遅い時期を希望 0

・その他
７月夏休み前，11月あたり 等

②場所

・適当 33

・その他地域 0

⑵ 参加理由

・大学（学部）の教育理念・方針を知りたかった 9

・就職支援体制や就職状況を知りたかった 40

・大学の学生支援活動を知りたかった 14

・大学の研究活動を知りたかった 2

・個別面談を希望するから 5

・学業（成績）について知りたかった 5

７．保護者懇談会
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・子どもと話す上での予備知識として大学の概要を知りたかった 23

・その他
奨学金の制度について聞きたかった，大学に来てみたかった等。

⑶ 全体説明会について（大学の現況・学生生活について）

・満足 11

・ある程度満足 29

・どちらとも言えない 2

・やや不満 1

・不満 0

・不参加 0

意見・感想
就活の各学部の学生の話を聞きたかった
資料を探すのが大変だった，話の順番になっていたら良かった等

⑷ 就職活動支援勉強会について

・満足 15

・ある程度満足 28

・どちらとも言えない 0

・やや不満 0

・不満 0

・不参加 0

意見・感想
・非常に分かりやすかった。就活では一人平均何社くらいエントリーしていたか等の実
績もあればよかった（全体の統計）

・実際に学生の生の声を聞くことができ，大変参考になった。
・公務員についての話も聞きたかった
・学年別にしてもらえると，より具体的に今すべき事や心掛ける事が分かりやすかった
のでは？（今さら手遅れのことを聞くのも……）

⑸ 個別面談について

・満足 5

・ある程度満足 1

・どちらとも言えない 1

・やや不満 0

・不満 0
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意見・感想
心配していた事を解決していただき，良いアドバイスも受けられ大変有り難かった

です。

⑹ 保護者懇談会の運営・対応（案内方法・当日の資料配布等）について

・満足 24

・ある程度満足 12

・どちらとも言えない 4

・やや不満 2

・不満 0

意見・感想
・資料が多い（学部）
・後期に入った今，これ程の資料配布は必要ないと思います
・タイムスジュールも事前に欲しかった
・学部の説明の資料もいただければ，よりわかりやすかつたと思います。
・配布資料（全体説明会）がバラバラで少々見にくかった（ページをつけて，綴じてあ
れば良かった）

・キャリア支援センターガイドなど，バラバラの印刷物が非常に見にくかったと思いま
す。全てに番号をふるなどして，説明に合わせてすぐにプリントが見られるようにし
てほしいと思いました。

・履修の手引き，講義概要は保護者に本日配布する必要はなかったのではないかと思い
ます。もったいない

⑺ 保護者懇談会以外にも充実，検討してもらいたいことがありますか

・授業公開・校舎見学会 8

・保護者向けのホームページ情報の充実 14

・保護者向け学部通信（お知らせ）の送付 6

・保護者向けのホームページ情報の学生就職支援に関する説明会 11

・保護者・学生・教職員による三者面談 4

・保護者同士の交流の場 0

・その他 0

・特になし 12

⑻ 北海学園大学の動向等に関する情報はどこから得ていますか

・子どもから 25

・学報 17

・学部からのお知らせ 5
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・大学ホームページ 20

・テレビ等のマスメディア 2

・その他 0

・特になし 1

⑼ 北海学園大学からの情報提供について満足していますか

・満足 6

・ある程度満足 17

・どちらとも言えない 14

・やや不満 2

・不満 1

⑽ 北海学園大学からもっと知らせてほしい情報はなんですか

・学習内容（教育内容（教育内容や学年暦等）に関する情報 16

・学習成果（成績屋単位修得状況）に関する情報 14

・学生の健康（健康診断結果）に関する情報 1

・生活支援（アルバイトや住居斡旋）に関する情報 5

・経済支援（授業料免除，奨学金等）に関する情報 4

・就職支援や就職状況に関する情報 28

・大学の教育活動全般に関する情報 8

・大学の研究活動に関する情報 2

・大学の社会貢献・地域貢献に関する情報 5

・大学の国際交流（留学を含む）に関する情報 5

北海学園大学がより力をいれるべきこと（改善）は何だと思いますか

・学生の教養力（社会性）を身につけさせる教育 16

・学生の専門性を身に着けさせる教育 18

・学生生活（奨学金等）に対する支援 3

・課外活動（サークル活動等）に対する支援 3

・就職活動支援（民間・公務員） 16

・キャリア教育支援 16

・教員の研究活動 0

・教職員の資質向上 2

・社会貢献・地域貢献（地域との結びつき） 7

・国際貢献・国際交流（留学・大学の国際化推進） 4

・広報活動・大学広報力強化 2

・企業との連携（産官学連携・共同研究） 14

・卒業生との連携 6

・保護者との連携 2

・施設・設備（教室・学食・グランド等） 0

・特になし 4

上記以外の意見・要望・感想

・全体説明会も含めて，様々な話を聞き，子どもに対する接し方を再確認できた。

・成績表の見方等が個別面談で聞かなければよくわからないのだとしたら，もっと分かり
やすい説明がほしい（どの位置にいるのか？等が分かりづらい）

・高校と比べて情報を把握する機会がかなり少なくなっている為，ホームページ等でもい
いので，質問できるようなことができればいいと思います。
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８．高校生向け授業（出前講義・高大連携授業）

６月19日 石狩南高校 春日 賢 「ドラッカーを読む」

７月４日 札幌啓明中学校 菅原 秀幸 「世界に出よう。世界は可能性に満ち満ちている」

７月17日 遠軽高校 田村 卓哉
「脳とこころの不思議な関係 Part1」～目・脳・対象・見え

方～

７月18日 旭川西高校 澤野 雅彦 「経営学と経済学」

７月19日 檜山北高校 春日 賢 「日本の会社と社会～セブン・イレブンと流通革命～」

７月23日 苫小牧南高校 内藤 永 「目的があれば英語も怖くない」

７月23日 倶知安高校 田中 昭憲 「スポーツに必要な基礎的動作の能力アップ」

８月21日 枝幸高校 澤野 雅彦 「経営学とは何か」

８月23日 倶知安高校 澤野 雅彦 「経営学とは何か」

８月28日 網走南ヶ丘高校 浦野 研
「英語を勉強して，そのあとどうする？―英語を『使う』と

いうこと―」

11月６日 札幌啓北商業高校 澤野 雅彦 「経営学とは何か」

11月６日 札幌清田高校 伊藤 友章 「売るためにどうしたらいいのか？」

11月８日 伊達緑丘高校 春日 賢 「日本の会社と社会～セブン・イレブンと流通革命～」

11月13日 札幌南陵高校 増地あゆみ 「集団は賢いか」～体験ゲームを通じて考える～

11月13日 札幌西陵高校 澤野 雅彦 「経営学と経済学」

11月22日 栗山高校 春日 賢 「『NARUTO』の経営学」～マンガにみる仕事と組織～

12月12日

12月19日
札幌手稲高校 佐藤 大輔 学び体験ゼミ

１月23日

１月30日

12月16日 札幌光星高校 内藤 永 「目的があれば英語も怖くない」

12月17日 札幌光星高校 澤野 雅彦 「日本企業における採用と昇進のしくみ」

日 程 学 校 名 派遣教員 テ ー マ（2014年１月末日現在)

出前講義

DeliveryLecture

Program 2013
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高大連携のパンフ
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９．講義支援システム GOALS

学内設置の

パソコンから

学内の

無線LANから

自宅から 外出先から

☆先生からのお知ら

せの確認

☆講義内容のチェック

☆ビデオ講義の自習

など

☆レジュメや資料の

ダウンロード

☆レポートの提出

☆小テスト

☆アンケートの実施

など

経営学部で開設当初より使用してきた講義支援システム GOALSは，2011年度から

CoursePowerにソフトウェアをリニューアルし，学生総合支援システム G-PLUS!と連動して

全学的に利用できるようになりました。GOALSからは，24時間，いつでもどこでもネット上

の様々な講義情報にアクセスできます。加えて，講義の資料や配布プリントを事前にダウン

ロードして講義に臨んだり，ネット上に提示された予習／復習課題をこなすことで授業の理解

度を向上させることもできます。また，科目によってはレポート課題の指示や提出，テストや

補習も GOALS上で行われています。教員のより良い教材コンテンツ作成のために，ヘルプデ

スクも用意されています。

24時間，いつでもどこからでも

アクセスできます

ノートパソコンの活用

経営学部１部では，学生に入学時にノート

パソコンを用意してもらい，授業を含めた毎

日の学生生活の中でパソコンに慣れ親しみ，

有効に活用してもらっています。
2013年度経営学部推奨モデル
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GOALSの講義一覧画面

GOALSの講義編集画面
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10．就職内定状況

経営学部卒業予定者の主要内定先

官公庁・団体

国税専門官，国立大学法人北海道大学，国家公務員一般職（その他），国家公務員一般職

（北海道労働局），国家公務員一般職（北海道開発局），日本年金機構，ホクレン農業協同組

合連合会，北海道職員（障害），北海道漁業協同組合連合会，北海道警察，北海道職員（一

般行政），札幌市役所（一般事務），札幌市消防，札幌市農業協同組合，恵庭市役所，江別

市役所，帯広市役所，士別市役所，当別町役場（石狩町村会），道北なよろ農業協同組合，

南幌町農業協同組合（JAなんぽろ），紋別市役所

建設・住宅・不動産

株式会社イデアル，岩田地崎建設株式会社，一般財団法人札幌市下水道資源公社，株式会

社三光不動産，株式会社真和エンタープライズ，寺岡ファシリティーズ株式会社，株式会

社二階堂，株式会社ビッグ，北海道セキスイハイム株式会社，北海土地改良区，株式会社

リッチライフ

水産・食品 北海道コカ・コーラボトリング株式会社，株式会社ロイズコンフェクト

医薬品・医療関連・化粧品 大正製薬株式会社，東光薬品工業株式会社，久光製薬株式会社，持田製薬グループ

ゴム・ガラス・セメント・

セラミックス
共和コンクリート工業株式会社，極東高分子株式会社，ホクレン肥料株式会社

鉄鋼・非鉄・金属製品 株式会社平塚建具製作所

印刷・パッケージ 株式会社須田製版，凸版印刷株式会社

その他製造 株式会社トーモク

機械 シンセメック株式会社

エネルギー 北海道電力株式会社

銀行
株式会社北洋銀行，株式会社北海道銀行（ほくほくフィナンシャルグループ），株式会社ゆ

うちょ銀行

信用金庫・労働金庫
旭川信用金庫，江差信用金庫，帯広信用金庫，札幌中央信用組合，空知信用金庫，北星信

用金庫，北海信用金庫，北海道労働金庫，室蘭信用金庫

信販・クレジット・ファイ

ナンス
イオンクレジットサービス株式会社

その他金融
アコム株式会社，株式会社アスクゲート，株式会社アパマンショップホールディングス，

ニッテレ債権回収株式会社，豊商事株式会社

リース・レンタル 株式会社アクティオ，北海道リース株式会社

保険
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社，株式会社かんぽ生命保険，第一生命保険株式会

社，三井住友海上火災保険株式会社，明治安田生命保険相互会社

証券・投信・投資顧問 岡三証券株式会社，上光証券株式会社，東海東京証券株式会社，野村證券株式会社

商社

サッポロウエシマコーヒー株式会社，シュレン国分株式会社，全国酪農業協同組合連合会，

株式会社ナシオ，日本アクセス北海道株式会社，東日本フード株式会社，丸果札幌青果株

式会社，株式会社エネサンス北海道，ナラサキ産業株式会社，日商プロパン石油株式会社，

日本製紙木材株式会社，株式会社特殊衣料，株式会社ほくやく，北海道エア・ウォーター

株式会社，株式会社モロオ，コマツレンタル北海道株式会社，ホクトヤンマー株式会社，

ホシザキ北海道株式会社，株式会社ムトウ，山田機械工業株式会社，和商株式会社，旭川

スズキ販売株式会社，株式会社スズキ自販北海道，ダイハツ北海道販売株式会社，株式会

社デンソーセールス北海道，日産部品北海道販売株式会社，北海道いすゞ自動車株式会社，

株式会社ヨコハマタイヤジャパン，株式会社オルゴール堂，株式会社ザナックス，大丸藤

井株式会社，株式会社丹波屋，日藤株式会社，株式会社日の丸産業社，株式会社富士メガ

ネ，株式会社マテック

業 種 内定先名称（2014年２月15日現在)
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流通・小売

株式会社東急百貨店，イオン北海道株式会社，マックスバリュ北海道株式会社，株式会社

セブン－イレブン・ジャパン，株式会社ダイイチ，北雄ラッキー株式会社，生活協同組合

コープさっぽろ，株式会社タカキュー，株式会社ユナイテッドアローズ，株式会社ライト

オン，株式会社ハスコムモバイル，株式会社ニトリ，ノーステックテレコム株式会社，株

式会社サッポロドラッグストアー，株式会社サンドラッグプラス，株式会社ツルハ，トヨ

タカローラ札幌株式会社，ネッツトヨタ札幌株式会社，株式会社キタムラ，株式会社ジェ

イアイエヌ，ホーマック株式会社

フードサービス 株式会社アレフ，株式会社エー・ピーカンパニー，株式会社くらコーポレーション

ホテル・旅行 株式会社 JTB北海道，トーホウリゾート株式会社，野口観光株式会社

教育・学習支援業 insource，学校法人北海学園，練成会グループ

エンターテインメント
株式会社ニラク，加森観光株式会社，株式会社新和，株式会社新和，株式会社ダイナム，

株式会社山本ビル

調査・コンサルタント
株式会社セイコーマート，株式会社日本資産総研，株式会社船井総合研究所，株式会社ヘ

ルスケアシステムズ

人材紹介・人材派遣
株式会社新和グローバル，株式会社スタッフサービス・ホールディングス，株式会社メ

ディカルジョブセンター

その他サービス

株式会社アイティ・コミュニケーションズ，株式会社北の達人コーポレーション，株式会

社ジュリアンヌ，セコム株式会社，創和プロジェクト株式会社，日本郵便株式会社（日本

郵政グループ），日本駐車場開発株式会社，歯舞漁業協同組合

情報処理・ソフトウエア

株式会社ウィン・コンサル，株式会社エイチ・アイ・ディ，株式会社エコミック，SOC株

式会社，株式会社NTTデータ・フィナンシャルコア，株式会社ジャパンテクニカルソフ

トウェア，株式会社ソフトコム，株式会社 TKC，株式会社ハルソフト，株式会社ホープス，

北洋システム開発株式会社，株式会社マイナビ

情報・インターネットサービス 株式会社ちえぶくろ

情報（通信・マスコミ） 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ，ソフトバンク株式会社

情報（通信・マスコミ）
株式会社アドウェイズ，株式会社北日本広告社，株式会社釧路新聞社，株式会社ジュピ

ターテレコム，株式会社北海道アルバイト情報社，株式会社リクルート北海道じゃらん

運輸・倉庫 日本通運株式会社，株式会社ホームロジスティクス，北海道旅客鉄道株式会社

医療・福祉施設 日本赤十字社，フェルネット株式会社

専門・技術サービス業 札幌・石川法律事務所，寺田勉税理士事務所

※認定心理士の資格は，2001～2012年度までの12年間で228名が取得しました。また，2013年度卒業生の取
得予定者は19名です。

業 種 内定先名称（2014年２月15日現在)
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11．経営学部教員の書籍出版活動・学会発表活動

佐藤 大輔
「創造性」を育てる教育とマネジメント
―大学教育を革新するアカデミック・コーチングへ

同文館出版 2014年１月５日

氏 名 書 名 発行所 発行日

書籍出版

赤石 篤紀
日本経営財務研究学
会

兵庫県立大学 10月６日
新規株式公開前後の業績パフォーマンスと
株式所有構造

浅村 亮彦
ヨーロッパ心理学会
議

ストックホルム
（スウェーデン）

７月10日 メタ認知の個人差に関わる要因

石井 耕
企業家研究フォーラ
ム

大阪大学 ７月14日 事業創造に向けた社内企業家人材育成

石井 晴子 国際学術フォーラム
イギリス・ブラ
イトン

７月12日
グローバル人材を超えて：船上における異
文化に対する心的傾向の発達

上田 雅幸 日本生産管理学会 千葉工業大学 ９月８日
学生による現実世界の問題解決への取り組
み―サークル練習スケジュール作成問題を
例に―

中部地区英語教育学
会

静岡大学 ５月５日 英語教育研究法の課題と展望

外国語教育メディア
学会

同社大学 ５月11日
大学でのオーラル系授業における Glexa
の導入

中部地区英語教育学
会

富山大学 ６月29日 英語教育研究法の過去・現在・未来

外国語教育メディア
学会

文京学院大学 ８月７日
有意性と効果量についてしっかり考えてみ
よう

日本第二言語習得学
会

八王子セミナー
ハウス

８月20日 Ｒを利用した統計

浦野 研
中部地区英語教育学
会

信州大学 ９月16日

RolesofJapaneseteachersofEnglishfor
increasing meaningfulinteraction:From
a second language acquisition pre-
spective

外国語教育メディア
学会

関西大学 10月12日
大学の英語ラィティング授業における

TBLTの導入

外国語教育メディア
学会

大学コンソーシ
アム秋田

10月26日
英語教育研究における追試（replica-
tion）の必要性

ヴィクトリア語彙研
究会議2013

ニュージーラン
ド・ヴィクトリ
ア大学ウェリン
トン

12月18日
Incorporating a self-regulated learning
approach into vocabulary learning
courses

大石 雅也 労務理論学会 日本大学 ５月31日
労働者メンタルヘルス対策のあり方に関す
る一考察

工業経営研究学会 大阪市立大学 ８月31日 雇用制度改革議論への経営学的一考察

大平 義隆 ビジネスクリエー
ター学会

立教大学 12月１日
政府による限定正社員制度の導入に関する
経営学的一考察

春日 賢
日本経営学会北海
道・経営哲学学会北
海道合同部会

北海学園大学 ４月20日
ドラッカー思想の軌跡―マネジメント誕生
後を中心に―

日本質的心理学会 立命館大学 ８月31日
精神発達の二つの視座の饗宴―スピノザに
よるヴィゴッキーとラカンのユニゾン―

小島 康次
ヨーロッパ発達心理
学学会

スイス・ローザ
ンヌ

９月５日
ピアジェの後成説におけるボールドウィン
効果再校：ダイナミカルシステムズアプ
ローチによるモデル化

佐藤 淳
日本教授学習心理学
会

九州大学 ６月22日 負事例を用いた誤認識の修正について

氏 名 学会名 会 場 発表日 発表テーマ

経営学部教員の学会発表活動（五十音順)
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日本経営学会北海道
部会

北海学園大学 ４月20日
経営学の学問性を問う―研究対象の多様化
から考える―

日本労務学会北海道
部会

北海学園大学 ６月22日
炭礦企業の労務管理と企業スポーツ―羽幌
炭礦鉄道㈱を中心に―

澤野 雅彦

日本経営学会 関西学院大学 ９月５日
経営学の学問性を問う―研究対象の多様化
から考える―

経営史学会 谷大学 10月26日
炭礦企業の労務管理と企業スポーツ―羽幌
炭礦鉄道株式会社を中心に―

日本商業学会北海道
部会

北海商科大学 ４月27日 物語広告：共感と感情反応
下村 直樹

日本広告学会 九州産業大学 11月17日 物語広告に対する情報処理とその効果

日本フードサービス
学会

学習院女子大学 ５月11日
コミュニティ・カフェによる地域コミュニ
ティの活性化

公益事業学会 福岡大学 ６月16日 北海道エアシステムの再生可能性

地域活性学会 高崎経済大学 ７月20日 商学連携による実践的教育の意義と限界
菅原 浩信

実践経営学会 大阪経済大学 ９月１日
ワーカーズ・コレクティブにおける公共性
と経済性

日本経営診断学会 愛知工業大学 10月13日
コミュニティ・カフェの運営における商店
街組識とNPOの連携

関 哲人 日本統計学会 統計数理研究所 ３月14日
どのように共通教育と専門教育「統計学」
の橋渡しをするか？

田中 昭憲 北海道体育学会
北海道教育大学
函館校

12月７日
高校野球部員におけるダッシュ力と各種
ジャンプ力の１年間の記録変化

応用言語学国際学会
ウィーン
（オーストリア）

７月８日
日本企業が英語によるビジネス会議で遭遇
する困難についてのアンケート調査

ビジネスコミュニ
ケーション学会

ニューオリンズ ７月24日
PerceivedSelf-EfficacyinUsageofEng-
lish through a Short-Term Overseas
Internship

内藤 永

大学英語教育学会 京都大学 ８月30日
ビジネスミーティングに関するアンケート
とインタビューによる調査：調査の背景と
集計結果

大学英語教育学会 京都大学 ８月31日
RequirmentsforInternshipinSingapore:
Perspectives from Sense of Purpose,
Pre-Study,and CEFR-J

日本グループ・ダイ
ナミックス学会

北星学園大学 ７月14日
地域子育て支援のための防災マップの配布
が地域への評価に及ぼす影響―母子保健推
進委員を通した直接配布の効果検討―

日本グループ・ダイ
ナミックス学会

北星学園大学 ７月14日
高校時の部活動経験と大学入学後の社会的
スキル・大学生活適応の関連

日本心理学会
札幌コンベン
ションセンター

９月19日
子育てに関する対人環境認知と養育者の適
応との関係⑴―子育て経験によって生じる
感情や評価の仲介過程の検討―

古谷嘉一郎

日本心理学会
札幌コンベン
ションセンター

９月19日
子育てに関する対人環境認知と養育者の適
応との関係⑵―資質的レジリエンス要因を
交えた検討―

日本心理学会
札幌コンベン
ションセンター

９月19日
大学新入生の大学生活不安に及ぼす友人関
係の影響

日本社会心理学会 沖縄国際大学 11月２日
居住地の社会増加率と親との居住距離が子
育てへの展望に及ぼす影響

中四国心理学会 山口大学 11月16日
社会的比較状況と課題の質が同調行動に与
える影響

増地あゆみ 日本リスク研究学会 中央大学 11月17日
携帯電話の電波の健康リスクに対する認知
と関連要因

森永 泰史 日本経営学会 関西学院大学 ９月６日
インハウスデザイナーをイノベーターとし
て活用するための論理―シャープと東芝の
事例分析から―

ヨーロッパ心理学会
議

ストックホルム
（スウェーデン）

７月10日
日本の大学生を対象とした自死遺族に対す
る偏見の低減に接触イメージが及ぼす効果

山中 亮
アジアンヒューマン
サービス学会

大韓民国・釜山 ９月13日
Effects of Imagined Intergroup Contact
for Reducing Prejudice against Suicide
Survivors amang Undergraduates

吉田 充 北海道体育学会
北海道教育大学
函館校

12月７日
大学体育実技（ウォーキング＆ジョギン
グ）による授業効果について―６分間歩行
距離および体組成の変化から検討―

氏 名 学会名 会 場 発表日 発表テーマ
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12．経営学部刊行物

・経営論集

春日 賢 中期ドラッカーについて―方法論的転換とマネジメント誕生の意義―

森永 泰史 デザイン戦略の類型化に関する仮説第11巻第１号
通巻第38号
（2013.6)

森永 泰史 デザインと戦略

下村 直樹 物語広告における共感の効果―さらには，Aad，Abへ―

黒田 重雄 （研究ノート）流通における〝公正な競争"について

上田 雅幸
数理的手法を用いた意思決定支援サービスに関する研究
―意思決定者の数理的知識による期待の相違について―

春日 賢 ドラッカーの「知識労働者」概念について―概念的変遷をめぐって―第11巻第２号
通巻第39号
（2013.9)

伊熊 克己 学生の睡眠習慣と健康に関する研究―本学１部学生と２部学生の比較検討―

菅原 浩信 リニモの運行における戦略的協働

黒田 重雄
（研究ノート）マーケティングを学問にする際の人間概念についての一考察
―マーケティング・マンの倫理観・道徳観を考える―

大場四千男 講座経営史

黒田 重雄 北海道開拓政策史異論―開拓に関わったビジネス・マンたちから学ぶ―
第11巻第３号
通巻第40号
（2013.12)
大場四千男
退職記念号

春日 賢 ドラッカーと企業倫理―「マネジメントと社会」再考―

下村 直樹
広告表現を類型化する試み
―Ronald E.Taylor「６つのセグメントによるメッセージ戦略の輪」を題材に―

鈴木 一道 工業会計・原価計算・管理会計の生成と発展

靏 日出郎 品質原価計算と時間

大月 博司 組織変革における効率性と創造性をめぐる問題

小野 保之 活動基準予算管理システムの適用に関する一考察

鈴木 修 組織再編成税制における包括的否認規定

白幡 一雄 バランスト・スコアカードの導入と課題

久保 英樹 地方公会計についての一考察―インフラ資産の会計と実務的管理について―第11巻第４号
通巻第41号
（2014.3)
内田昌利
退職記念号

左近 秀章 バランスト・スコアカードの再考

黒田 重雄
マーケティング・マンは「公正」観を持つことが必要となる
―アメリカ・ビジネスにおけるこれまでの正義・道徳観に変化の兆し―

春日 賢 末期ドラッカーについて―集大成後のドラッカー―

赤石 篤紀 新規株式公開前後の業績パフォーマンスと株式所有構造の変化

庄司 樹古 概念フレームワークプロジェクトについて

下村 直樹 物語広告による感情の喚起は広告効果にどのように結びつくのか？

伊藤 友章 需要サイドの戦略アプローチ

高木 裕之 会計基準標準化の意味するもの

佐藤 大輔 教育的なマネジメントによる創造性の実現可能性

巻 号 執筆者 論 文 名

号 発行月 内 容

第21号 2013年７月 2012年度卒業生に聞く大学生活の魅力

第22号 2014年２月 経営学部の特色ある教育プログラム

・経営学部報（パッセージ）
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13．人事異動等

採 用 古谷嘉一郎 2013年4月 1日 社会心理学

退職（定年） 内田 昌利 2014年3月31日 管理会計

退職（定年） 大場四千男 2014年3月31日 経営史

種 別 氏 名 発令年月日 備 考

採用・退職

海外出張・研修

海外出張
青木千加子 准教授

2012年９月１日～2013年８月31日
米国（オレゴン州・ポートランド州立大学）

海外出張
石井 晴子 教授

2013年９月１日～2014年８月31日
英国（ロンドン市・ロンドン大学大学院）

種 別 氏名等・研修期間 備 考

古谷嘉一郎 内田 昌利 大場四千男

青木千加子 石井 晴子
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14．経営学部の教育目標

経営学部のディプロマポリシー（学位授与の方針)

自由，進取及び不屈の精神を涵養し，経営分野の専門知識とそれを活かす実

践力とを併せ持ち，組織や社会を力強く発展させることができる優れた人材

を育成する。

５つの教育理念

経営学科の教育方針 経営情報学科の教育方針

企業情報（会計学，情報科学）と人

間行動（心理学）の把握に秀でた人

材を育成する。

今日の企業組織を取り巻く環境変化は，合理性ばかりでなく，社会性，人間性，創造性にも

とづく問題解決を必要としています。本学部の目的は，こうした新しい社会の動向に沿った問

題解決能力を有する人材の育成に努めることです。そこで，合理的なマネジメント教育はもと

より，グローバル化の流れに対応するコミュニケーション手段としての実践的な英語教育，高

度な情報ネットワーク社会に対応する最新のマルチメディア教育，社会性や人間性を探究する

心理学教育，生涯を通じた仕事のあり方を考えるキャリア教育を体系的に展開します。そして，

学んだ知識を実践に活かす企業研修プログラムや海外総合実習，行動科学実験実習等の様々な

実習科目の配置によって，ロジックに通じるばかりでなく，高い実践性を有する人材を育成し

ます。このような特色は，他大学の経営系学部には類を見ないものです。

学部教育の特色

体系的なキャリア教育 企業研修プログラム 高いレベルの情報教育

海外総合実習実践的なビジネス英語教育体系的な心理学教育

実践志向の経営学

教育

組織を中心とした

経営学教育

人間行動を重視し

た経営学教育

グローバルな視点

に立つ経営学教育

情報分析を重視し

た経営学教育

社会の変化を認識し，多様な問題に

対応できる新たな企業組織のリー

ダーを育成する。
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