広島経済大学キャリアアップ・プログラム・メールマガジン 第 181 号（2017.02.02 発行）
このメルマガは、どなたに転送いただいても構いません。
なお、本メールが不要な方は career-up@hue.ac.jp までご連絡ください。
【過去の CP 通信をご覧いただけます】：http://www.hue.ac.jp/lecture/careerup/cp_magazine.html

【お知らせ】
平成 29 年度のキャリアアップ・プログラムとカルチャー講座ホームページは現在更新中です。
更新作業完了後にお知らせしますので、しばらくお待ちください。
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■巻頭言
広島経済大学 経済学部
経営学科
教授 山内 昌斗
3 学期 CP 講師『ケースメソッドで鍛える経営構想力』

グローバル化か反グローバル化か？

広島カープの 25 年ぶりのセリーグ優勝は、広島を大いに盛り上げてくれました。日本シリーズで「黒田に最後にもう一
度投げさせたい」と思ったのは、私だけではなかったのではないでしょうか。それでも、多くの感動と幸福に包まれた一年
でした。
さて、広島が熱くなったこの年、世界では大きな動きがありました。イギリスの EU 離脱の決定とアメリカ・トランプ大統
領の誕生です。イギリス経済への打撃が予想される道を、まさかイギリス国民が選択するはずがない。さまざまな発言
から、国内外での衝突を生じさせるかもしれない候補者を、まさかアメリカ国民が選ぶはずがない。多くの人々が思って
いたその「まさか」が、起こったのです。
この二つの出来事には、あるひとつのキーワードが重なります。反グローバル化です。これまでのグローバル化の流
れのなかでは、国と国を隔てていた壁（規制、制限など）が低くなり、ヒト、モノ、カネ、情報が自由に行き来できる世界へ
と変わりつつありました。国際的な分業体制ができ、全体としての生産性が高まりました。途上国も含め、世界はかつて
より豊かになりました。グローバルな世界では、同一労働・同一賃金が原則となります。国籍、人種、年齢、性別に関係
なく、労働内容が同じであれば、同じ賃金となります。差別のない公平な世界が実現されつつあったのです。このように
みると、グローバル化はハッピーな世界の到来のように思えます。
ところが、グローバル化には光の部分と闇の部分が存在します。たとえば、国際的な分業体制が進むなかで、かつて
先進国で行われていた製造工程が海外で行われるようになりました。シャープの買収で話題となった台湾のホンハイ（鴻
海精密工業）のような、いわゆる下請け企業は、アップルの iPhone、ソニーのプレイステーション、任天堂の Wii、ソフト
バンクのペッパーなどを受託生産しています。下請け企業といっても、ホンハイは中国大陸に 130 万人の従業員を抱え
る巨大企業です（マツダの従業員数が単体で 2 万 2 千人ほど、連結で 4 万 8 千人ほどです。）。世界の有力企業の製品
を受託生産するなかで、生産技術を世界トップレベルにまで高めてきました。
先進国企業は自前で製品をつくるよりも、下請け企業に生産委託したほうが安く、自社の要求水準にあった品質の製
品をつくってもらえるようになりました。企業側は労務管理や生産管理などのような苦労をすることなく利益が得られるよ
うになり、消費者も安価で、価格の割に品質の良い製品を購入できるようになったのですが、国内の工場は無くなり、失
業者が増えました。工場周辺の商店街も寂れてしまいました。これが国際分業のもたらした現実でした。
理屈的には、国内ではより付加価値の高い産業分野に、職を失った人々を移動させれば良いのですが、これまでとは
異なる知識やスキルが求められる仕事に急に就くことは困難です。さらには、同一労働・同一賃金の世界では、賃金が
低かった人々にとっては所得増をもたらしたのですが、逆に比較的に賃金が高かった先進国の人々には所得の減少と
いう結果をもたらすことになりました。グローバル化の波に取り残される人々が出てきたのです。
この「闇」の部分の現実は、日本で暮らす我々が感じているよりも、イギリスやアメリカの人々にとって深刻な問題であ
ったようです。そこで溜まった不満はグローバル化の流れに「変化」を求める、大きな力となっていたのです。
イギリスの EU 離脱、アメリカのトランプ大統領誕生は、これまでのグローバル化の流れを変えるかもしれませんし、何
も変わらないかもしれません。急速なグローバル化の動きに対する一時的な調整になるのかもしれません。グローバル
化と反グローバル化の動きはどちらか一方に変わるという性質のものではなく、二つ同時に存在し、部分ごとにどちらか
の強弱が変わる関係にあります。数年後、十数年後に世界はどのようになっているのでしょうか。予測が難しく、結果論
でしか結論がわからないかもしれません。こうしてみると、2016 年は広島が熱くなった年になりましたが、世界にとっては
歴史的に大きなターニングポイントになった年になるかもしれません。

■3 学期の授業風景 第 2 弾
第 2 回目は水曜日のキャリアアップ・プログラム（CP）、餅川 正雄教授の『所得税法入門』、北野 尚人教授の『実践的
広告戦略の基礎』とカルチャー講座（CS）宮畑 加奈子教授の『台湾法史からみた「台湾のかたち」』 の授業風景をご紹
介しましょう。
【1 月 18 日水曜日】 所得税法入門

講師：教養教育部 餅川 正雄 教授

【1 月 18 日水曜日】 実践的広告戦略の基礎

講師：メディアビジネス学科 主任 北野 尚人 教授

【1 月 18 日水曜日】 台湾法史からみた「台湾のかたち」

講師：教養教育部 宮畑 加奈子 教授

■平成 29 年度 1 学期 キャリアアップ・プログラム（CP）とカルチャー講座（CS）のラインナップ
【会場】 広島経済大学 立町キャンパス（広島市中区立町 2-25 IG 石田学園ビル）
【期間】 1 学期 5/22～6/30 までの各講座の開催曜日 6 回
【時間】 19 時～20 時 30 分（1 コマ 90 分 6 回講義）
【定員】 30 名
【受講料】 キャリアアップ・プログラム（CP）1 講座 12,000 円
カルチャー講座（CS）1 講座 5,000 円
【申込】 平成 29 年度 CP/CS のホームページを更新中です。

2 月 16 日（木）までには更新する予定です。

【最少開講人数】 5 名以上
【平成 29 年度 1 学期の CP/CS ラインナップ】
1 学期

クラス

月曜日
CP

火曜日

水曜日
CS
CP

木曜日
金曜日

タイトル

講師

開講日
5/22, 5/29, 6/5, 6/12, 6/19, 6/26

ベーシック

原価計算論の基礎

天王寺谷 達将

エントリー

コーポレートファイナンス入門

重本 洋一

ベーシック

ビジネス文章表現

木本 一成

エントリー

Excel で学ぶ統計入門

貫名 貴洋

ベーシック

コミュニティビジネス論基礎

山本 公平

カルチャー

戦国名言の舞台裏

長谷川 泰志

エントリー

国際経済入門

野北 晴子

エントリー

まるごとわかる！法人税

一橋 信之

ベーシック

国際金融の基礎

福居 信幸

5/23, 5/30, 6/6, 6/13, 6/20, 6/27

5/24,5/31 6/7, 6/14, 6/21, 6/28

5/25, 6/1, 6/8, 6/15, 6/22, 6/29
5/26, 6/2, 6/9, 6/16, 6/23,6/30

■平成 29 年度 1 学期 火曜日 2 科目のシラバスをご紹介します。
受講の参考にしてください。
【火曜日

エントリークラス】

科目名
副題

コーポレートファイナンス入門
企業金融と証券投資を初歩から学びたいあなたのために
企業によるお金の管理や運用、株式などへの証券投資について、興味はあるが知識はあまりな

受講対象者

く、ゼロからその知識を学びたいと思っている方。これからファイナンスの世界に足を踏み入れた
いと思っているが、難しそうでなかなか一歩を踏み出せない方。
企業の財務や証券への投資について深く知るには、学習の最初の段階でファイナンスの知識の
「大まかな地図」を頭に入れておくことが大切だと思います。この授業の目的は、受講生の皆さん

講座概要

が、その「大まかな地図」を描くことができるようになっていただくことです。そのため、授業ではフ
ァイナンスの基本的な考え方や独特の視点、企業と証券市場の関係などについての初歩的な知
識を解説します。あくまでも、入門レベルの授業なので深くは立ち入りません。

到達目標

① 企業の財務と証券市場の大まかな関係を知ること。
② ファイナンスの基本的な考え方を知ること。
第1回

コーポレートファイナンスとは何か？

授業計画

5/23(火)

～企業財務と証券市場の関係について考える～

および開講日

第2回

株式会社とは何か？

5/30(火)

～株式会社の仕組みについて考える～

授業の形式
授業の進め方
教材などの
追加負担
受講者への
メッセージ

第3回

ファイナンスの基本

6/6（火)

～現在価値の考え方を学ぶ～

第4回

債券とは何か？

6/13(火)

～企業と債券市場の関係について考える～

第5回

株とは何か？

6/20(火)

～企業と株式市場の関係について考える～

第6回

企業はどうお金を使うべきか？

6/27(火)

～企業の投資活動について考える～

座学
授業はレクチャー方式で進めます。
教材の負担はありません。
授業は、時折雑談などを交えながら、フランクな雰囲気の中で進めていきたいと思っています。気
軽に受講してください。授業に対する質問などは積極的に対応します。
重本 洋一 （しげもと よういち） 経済学部 経済学科 教授 博士（経済学）
広島生まれの広島育ち、コテコテの広島人で、大のカープファンです。広島市内のコーヒーショッ
プを巡り、美味しいスイーツを食べ、コーヒーを飲むのが趣味です。
広島経済大学大学院経済学研究科経済学専攻博士後期課程単位取得満期退学

講師紹介

早稲田大学大学院ファイナンス研究科修了（ファイナンス修士（専門職） 早稲田大学）
広島大学大学院社会科学研究科社会経済システム専攻博士後期課程修了
（博士（経済学） 広島大学）
専門分野 コーポレートファイナンス、実証会計学
近著 『経営者の会計操作の動機と株式市場の反応』日本評論社 2013 年 11 月
2015 年 第 43 回日本公認会計士協会学術賞受賞

【火曜日

ベーシック科目】

科目名

ビジネス文章表現－文章表現の基本を学び直す－

副題

相手に伝わるわかりやすい文章を書きたいあなたのために

受講対象者

ビジネス文章表現に関心のある人
ビジネス文章の基礎は、相手に伝わるわかりやすい文章を書くことです。そのためには、ビジネ
ス文章の特性を理解し、作成の考え方を身につけることです。その際に、ビジネス文書の書き方

講座概要

の規範（ルール）を知ることも大切ですが、同時に実際の場面で作成される文書の個々の背景・
意図を理解することが肝心です。この講座では、実際の場面をできるかぎり具体的に想定して、
何を、どのように書き、相手にどのような行動を促そうとするのかなどについて、議論と演習をま
じえて行います。

到達目標

ビジネス文章表現の基本や文書作成の考え方を学び、文章表現の応用力を身につけます。
第1回
5/23(火)

授業計画
および開講日

第2回
5/30(火)
第3回

説明書 －表現主体者と対象との関係－
起案書・提案書 －読み手の反応の先取り－
報告文・調査書 －分かりやすさと強調－

6/6（火)
第4回
6/13(火)
第5回
6/20(火)
第6回
6/27(火)
授業の形式

依頼書・指示書 －相手の立場に立って－
お礼状・お詫び状 －敬語と形式－
督促状・抗議文 －表現の機能と目的－

座学とディスカッション（演習）併用
毎時の授業は次のように進める予定です。
1)例としてよくないビジネス文書（NG 文書）を読み、問題点を話し合う

授業の進め方

2)類似の NG 文書について経験を交流する
3)NG 文書が生まれる原因･背景を確認する
4)改善点を確認して NG 文書を書き直す
※4)については時間外での作業になることがあります。

教材などの
追加負担

教材費の負担はありません。
ビジネス文書に関する様々な指南書が出版されています。これらの本で述べられている理論や
事例を参考にしながら、文章を書いてみましょう。実際に書いてみることで、内容が良く理解でき

受講者への

たり、さらに、自分の書き方の問題点が見えてきたりします。文章を書く上での課題や問題点が

メッセージ

見えてきたらしめたものです。その問題点を意識し改善しようとすることで、自分の文章が驚くほ
ど変わってきます。講師自身も決して優れた表現者ではありませんが、みなさんに文章を書くこと
の面白さを伝えたいと思っています。
木本一成 （きもと かずしげ） 経済学部 教養教育部 准教授

講師紹介

1958 年生まれ。修士（教育学）。広島大学大学院学校教育研究科言語教育専攻修士課程修
了。大学の附属中学校で国語科教育を担当するとともに、教員志望の学生の教育実習に携わ
る。中等教育課程における「生活文から論理的文章・創作文への展開」を研究テーマとしている。

【カルチャー講座】
前回でカルチャー講座のシラバスに誤りがありましたので、訂正したものを下記に表示します。
≪訂正箇所≫ 授業の進め方、教材などの追加負担、受講者へのメッセージ の 3 箇所です。

科目名

戦国名言の舞台裏
本講座では、戦国武将の名言の舞台裏を垣間見てみましょう。名言の解釈は時代とともに変化し
てきました。たとえば上杉謙信が武田信玄に塩を送った有名な逸話は、もともとは謙信の戦略的

講座概要

意図にスポットが当てられていました。それがいつから「義のヒーロー」という解釈に変わっていっ
たのでしょうか。狸おやじと評される前の若き家康は、大敗北覚悟で「退くくらいなら武士を辞め
る」と決死の覚悟を示しました。本講座では、そうした変化や舞台裏の物語を取り上げます。
第1回

「敵に塩を送る」・義のヒーローの誕生～「我は兵にて戦いを決す、塩にて敵を屈せし

授業計画

5/24(水)

めることをせじ」（上杉謙信）～

および開講日

第2回

この城を退くくらいなら武士を辞める・若き家康の覚悟～「此浜松を引ほどならば、

5/31(水)

我、弓矢を踏折て、武夫の道をやめんものを」（徳川家康）～

第3回
6/7(水)
第4回
6/14(水)

授業の進め方
教材などの
追加負担
受講者への
メッセージ

主殺しの下剋上～「吾が敵は本能寺にあり」（明智光秀）～
「三矢の訓」（毛利元就）のその後～吉川家と毛利本家の確執～

第5回

飢餓の鳥取城で守られた名誉～「日本二つの御弓矢の堺において忰腹に及び候

6/21(水)

事、末代の名誉たるべく存じ候」（吉川経家）～

第6回

下剋上の根を断たれた傾奇者～「生き過ぎたりや廿三 八幡ひけはとるまい」（伝・大

6/28(水)

鳥一兵衛）～

プリントや画像を使って講義形式で進めます。ご質問大歓迎です。
教材の負担はありません。
名言のもととなった武将の手紙や史料、物語作品を、伝説や逸話なども交えてわかりやすく紹介
します。現代語訳を多用しますので、歴史や古文に馴染がなくてもご心配いりません。ドラマや小
説のイメージと比較しながら楽しんでください。
長谷川 泰志（はせがわ やすし） 教養教育部 教授
慶應義塾大学大学院文学研究科博士課程満期退学。1993 年より広島経済大学勤務（2002 年よ
り教授）。専門は『太閤記』、『信長記』等の軍記文学。共著書に『信長公記を読む』（吉川弘文館、

講師紹介

2009 年）、『承久記・後期軍記の世界』（汲古書院、1999 年）、論文に「真田幸村と影武者」（広島
経済大学研究論集第 39 巻第 1・2 号、2016 年）、「軍記の中の安国寺恵瓊」（「鯉城往来」3 号、
2000 年）、「甫庵『太閤記』諸版の成立―正保三年版補入考―」（「国語と国文学」第 68 巻第 1 号、
1991 年）など。

■経大見聞録
本学の HP に掲載してある記事をご紹介します。活き活きした明るい学生の表情がうかがえます。URL をクリックして、
本学の学生たちの様子をご覧いただければと思います。
お仕事等の気分転換、コーヒーブレイクにご覧いただけましたら幸甚です。
【1/20】広島市の公式ホームページに子ども達を守ろうプロジェクトの取組みが掲載されました
http://www.hue.ac.jp/tagblocks/koudoukan/news/topics/0000010489.html
【1/20】学生 FD プロジェクトが FD 研修会で活動報告を行いました
http://www.hue.ac.jp/tagblocks/koudoukan/news/topics/0000010491.html
【1/25】平成 28 年度学位記授与式（卒業式）のお知らせ
http://www.hue.ac.jp/tagblocks/news/news/topics/0000010493.html
【明徳館】学生たちの自由なアイディア創造空間「明徳館」
http://www.hue.ac.jp/50th/meitokukan/
【明徳館ブログ】
http://blog.meitokukan.hue.ac.jp/
【キャンパスライフ】
http://www.hue.ac.jp/life/index.html
【クラブサークル活動】

http://www.hue.ac.jp/life/circle/index.html

■キャリアアップ・プログラム（CP）やカルチャー講座（CS）または本学に関する、ご質問やお問い合わせは下記の連絡
先へご連絡ください。
〒731-0192
広島市安佐南区祇園五丁目 37-1
広島経済大学

教育・学習支援センター

お問い合わせは電話番号（082）871-9345 または E-mail career-up@hue.ac.jp までどうぞ。

