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 182 号（2017.02.16 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】
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を更新しました。
キャリアアップ・プログラムの HP は http://www.hue.ac.jp/lecture/careerup/index.html
カルチャー講座の HP は http://www.hue.ac.jp/lecture/culture/index.html
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■巻頭言
広島経済大学 経済学部
経営学科主任
教授 細井 謙一
2 学期 CP 講師『マーケティングの基礎』
3 学期 CP 講師『マーケティング演習』

明徳館での卒論発表会を終えて思うこと

2 月 14 日、世間ではバレンタインデーでしょうけれど、細井ゼミでは、第 18 期生の卒論発表会を実施しました。会場は
本学の新校舎明徳館。
この明徳館の「明徳」というのは、本学の立学の方針「大学の道は明徳を明らかにするにあり」からとられています。また
これは四書五経の一つ『大学』の冒頭の「大学之道 在明明徳」という一節に由来します。学問の道は、その人の持って
生まれた徳を明らかにすることにあるというような意味です。卒論を書くということは、まさにこの明徳を明らかにすること
にあるように思うのです。
卒論というのは、たいていの人にとっては、生まれて初めてまとまった分量の文章を書く作業です。そのプロセスにも、
出来上がった卒論にも、人となりが実によく出るものなのです。もちろん、その人のいい面も出るのですが、悪い面もよく
出ます。例えば、緻密な作業が得意な人の卒論は、緻密に積み上げていくいい論文を書くけれど、大局的な面白みに欠
けることがしばしばあります。直感や感性で動くタイプの人の卒論は、面白い主張があるけれど、論理に飛躍があって、
厳密な論理構成ができていない、などなどです。
指導する側としては、いい面もさることながら、悪い面も目につきます。悪い面に気が付けば、何とか直してやりたいと
思いますから、その悪い面を指摘することも多くなります。卒論発表会までたどり着いた学生たちは、そんな辛い指摘を
どうにかこうにか乗り越えてきたわけです。
さて、その発表会の後で、彼らにこんな言葉を贈りました。

「料理とは理（ことわり）を料（はか）ること」

美食家として知られる北大路魯山人の言葉です。素材それぞれの持ち味を見極めて、それを生かすような調理をしな
ければならない。すなわち、ものの道理に背かない味でなくてはならないというのです。
ここでいう食材の理とは、まさに人それぞれの個性のことと言い換えてもいいのではないでしょうか。厳しい指導に耐え
た彼らは、卒論を書き上げた今、自分のいいところも悪いところも良く思い知ったはずなのです。これからの人生、その個
性をうまく生かす、つまり理を料って生きて行ってほしいと思っています。そして、この理を料るということこそ、己の徳を
明らかにするということ、すなわち「明徳」と相通じるように思います。
さて、今この巻頭言を読まれているあなたの卒論はどんな卒論でしたか？ご自身のいいところも悪いところもよく出てい
たのではないでしょうか？
あなたの理を料ること、そして明徳を明らかにすることに、キャリアアップ・プログラムがお役に立てれば、これほどうれ
しいことはありません。

■3 学期の授業風景 第 3 弾
今回で最終回の授業風景です。
木曜日 山内 昌斗教授の『ケースメソッドで鍛える経営構想力』、金曜日 貫名 貴洋助教の『時代を読み解くための
経済統計』、の授業風景をご紹介しましょう。
【1 月 26 日木曜日】 ケースメソッドで鍛える経営構想力

講師：経営学科 山内 昌斗 教授

【1 月 20 日金曜日】 時代を読み解くための経済統計

講師：メディアビジネス学科 貫名 貴洋 助教

■平成 29 年度キャリアアップ・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しました。本学 HP からお申込みください。
CP ホームページは http://www.hue.ac.jp/lecture/careerup/index.html#1term
CS ホームページは http://www.hue.ac.jp/lecture/culture/index.html
【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
月曜日
CP

火曜日

クラス

※講座をクリックするとシラバスがでます。

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

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

水曜日
CS
CP

木曜日
金曜日

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

よくわかる法人税入門

一橋 信之

ベーシック

国際金融の基礎

福居 信幸

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（2017 年）1 学期 水曜日の CP のシラバスをご紹介します。
受講の参考にしてください。
【CP 水曜日

科目名
副題

エントリークラス】

Excel で学ぶ統計入門
エクセルで確率・統計の計算ができるようになりたいあなたのために
統計学を初歩から勉強して生活や仕事に役立てたいと思っている。様々なデータは持っているが活

受講対象者

用方法がわからない。Excel のグラフを作成すること以外は経験がない。このような方を想定して、
データ分析を始めるチャレンジの後押しします。

講座概要

到達目標

グラフ、表、実際の統計データを用いながら確率・統計の考え方を中学レベルの数学の範囲で直感
的に分かるように説明します。
Excel を一緒に操作しながら、統計学で用いる基本的な考え方を理解し、最終的には受講者に皆さ
んが、中級レベルのデータ分析ができるようになっていただくことを目標にしています。
第1回
5/24(水)

なぜ統計を学ぶ必要があるのか

第2回

データをまとめることで特性を見つけやすくなる

5/31(水)

〜度数分布とヒストグラムを知る〜

第3回

データの特性値を理解する

授業計画

6/7(水)

〜平均値(average)と中央値(median)〜

および開講日

第4回

データの散らばりを知ればさらにデータの理解が深まる

6/14(水)

〜分散(varp)と標準偏差(stdevp)〜

第5回

2 つのデータの関係を見つける

6/21(水)

〜相関係数(correl)と共分散(covar)〜

第6回

まとめ

6/28(水)

〜データ分析を実践して発表してもらいます〜

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

座学と演習併用
前半では、統計学を理解するための理論的な解説をします。
後半では、PC を実際に操作しながら、統計分析の基本をマスターしていきます。
【PC は各自でご持参ください】
教材の負担はありません。授業プリントの配布をします。
PC の操作や数学の苦手な人にも理解してもらえるように講義するつもりです。たくさんの質問や疑
問を投げかけてください。

貫名 貴洋（かんめい たかひろ）経済学部 メディアビジネス学科 助教
1972 年広島県生まれ。2001 年広島経済大学大学院経済学研究科博士課程満期退学。修士（経
講師紹介

済学）。2002 年経済学科着任、2011 年メディアビジネス学科移籍。2009 年ガジャ・マダ大学（イン
ドネシア）客員研究員。2011 年より本学内に設置されているコミュニティ FM ラジオ「FM ハムスタ
ー」の NPO 法人理事を務める。

【CP 水曜日

科目名
副題
受講対象者

ベーシッククラス】

コミュニティビジネス論基礎
広島県内の事例から地域おこしについて学んでみたいあなたのために
行政や産業支援機関、非営利団体など様々な立場から、コミュニティビジネスを使った地域おこしに
ついての理解を深めたい人
広島県内においても中山間地域や島しょ部など地方の衰退が注目される中で、コミュニティビジネ

講座概要

スによって様々な社会的課題を解決し地域を元気にしている事例があります。自分たちの地域を元
気にしたいと考えている方が一歩を踏み出すきっかけになるセミナーを目指します。

到達目標

コミュニティビジネスの基本的な概念と広島県内の事例を学ぶことによって、「地域おこし」という社
会的課題をビジネスによって解決するためのスキルをマスターすることを目標とします。
第1回
5/24(水)
第2回
5/31(水)
第3回

授業計画

6/7(水)

および開講日

第4回
6/14(水)
第5回
6/21(水)
第6回
6/28(水)

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

コミュニティビジネスとは何か
クラウドファンディングを活用したコミュニティビジネスの資金調達支援
瀬戸内海の魅力を再発見
移動販売車で買い物難民を救え
道の駅やまちの駅が地域の交流の拠点に
課題報告会

座学とディスカッション（演習）併用
最初にコミュニティビジネスの基本的な概念を学んでいただきます。2 回目以降は 1 話完結で広島
県内の事例についてみなさんとディスカッション形式で進めていきます。
教材の負担はありません。
皆さんとの話し合いによって、懇親の席を設けることは考えています。
1 回目に受講生の皆さんの自己紹介をお願いしています。具体的なコミュニティビジネスや地域おこ
しに関心がある方は、写真やパンフレットなどを使って話をしていただけることを歓迎します。
山本公平 （やまもと こうへい） 経済学部 スポーツ経営学科 教授
1964 年広島市生まれ。鳥取大学農学部卒業後、明治製菓、広島県職員として勤めながら広島大

講師紹介

学社会科学研究科単位取得満期退学。広島大学地域連携センター准教授を経て、2008 年広島経
済大学准教授。2015 年教授就任。専門は農業法人の持続的成長戦略。本学では経営戦略論、組
織マネジメント論、経営学等を担当。

■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。
【1/27】第 4 回 短期交換留学生による日本語スピーチコンテスト開催
http://www.hue.ac.jp/tagblocks/abroad/news/news/0000010507.html
【1/31】第 4 回「地域の方々と留学生の交流会」開催
http://www.hue.ac.jp/tagblocks/abroad/news/news/0000010514.html
【2/2】2016 年度後期 STEP および現地学期制プログラム修了式挙行
http://www.hue.ac.jp/tagblocks/abroad/news/news/0000010509.html
【2/2】「素敵な大人の女性になる！ヘア・メイク講座」を実施しました
http://www.hue.ac.jp/tagblocks/spt/news/komachi/0000010513.html
【2/6】「平成 28 年度 部・サークル責任者研修会」、「女子学生対象の防犯講座」を開催しました！
http://www.hue.ac.jp/tagblocks/news/news/topics/0000010523.html
【2/13】平成 28 年度 第 2 回興動館プロジェクト研修会を開催しました
http://www.hue.ac.jp/tagblocks/koudoukan/news/topics/0000010537.html
【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。

