
講義番号 Ａ－１

学科・専攻　職位 商学科　教授

講師名 川瀬　正樹

講義テーマ 商圏とは何か？

内容紹介

「商圏」という言葉は聞いたことがあるかもしれませんが，具体的に何を意味するのか，よく理解でき
ていない人も多いと思います。そこで，まず「商圏」の考え方と，商圏調査の方法について説明しま
す。さらに，「地理情報システム」（GIS）を用いた広島市内の商圏の分析について，事例をあげて説
明します。

必要な機材など

出張講義可能日 火曜日午後（要確認）

オンライン対応可否 可

講義番号 Ａ－２

学科・専攻　職位 商学科　教授

講師名 川原　直毅

講義テーマ 新商品開発の仕方・考え方

内容紹介

消費者は常に新商品に興味・関心があります。例えば、ファッションや食品、スナック菓子など、様々
です。それでは新商品はどのようにして出来るのでしょうか。企業では、先ず、消費者が何を欲し
がっているのか、そのニーズ、ウォンツを調べ、それを形にしていきます。皆さんと一緒に新商品開
発の仕方・考え方について学んでみましょう。

必要な機材など

出張講義可能日 月曜日（前期は午前のみ）、水曜日（午後は要相談）

オンライン対応可否 可

講義番号 Ａ－３

学科・専攻　職位 商学科　教授

講師名 川原　直毅

講義テーマ マーケティングって何ですか。

内容紹介
マーケティングっていう言葉はよく聞きますが、自分で明確に定義できますか。また、マーケティン
グってそもそも何ですか。実は私たちの身の回りにはマーケティングによって様々な製品・商品・
サービスがあり、私たちの生活に必要不可欠です。マーケティングについて学びましょう。

必要な機材など

出張講義可能日 月曜日（前期は午前のみ）、水曜日（午後は要相談）

オンライン対応可否 可

商学部

- 1 -



商学部
講義番号 Ａ－４

学科・専攻　職位 商学科　教授

講師名 川原　直毅

講義テーマ 知っているようで知らないブランド

内容紹介
ブランドと聞くと、高級品ブランド、有名ブランド、ブランド品バックなどを連想しますが、それは単なる
製品であってブランドの本当の意味ではありません。また、偽物も多いのがブランドの特徴でもあり
ます。何故、みんな、ブランド品を欲しがるのでしょうか。ブランドの正しい知識を身に付けましょう。

必要な機材など

出張講義可能日 月曜日（前期は午前のみ）、水曜日（午後は要相談）

オンライン対応可否 可

講義番号 Ａ－５

学科・専攻　職位 商学科　教授

講師名 川原　直毅

講義テーマ 広島市の商業は何故、衰退するのか？

内容紹介
2000年6月、大規模拘置店舗立地法が施行され、駐車場・駐輪場、騒音問題、産業廃棄物の保管
場所が基準を満たせば、原則、大型店の出店が自由となった。しかし、福岡市の様に市場が拡大す
るどころか縮小している。その背景には何があるのかを学びます。

必要な機材など

出張講義可能日 月曜日（前期は午前のみ）、水曜日（午後は要相談）

オンライン対応可否 可

講義番号 Ａ－６

学科・専攻　職位 商学科　教授

講師名 川原　直毅

講義テーマ 我が国の商店街の現状と課題

内容紹介

郊外型のSCが相次いで出店することによって都心部商業集積地が空洞化を起こしている。また、消
費者購買行動の変化によってネットの買い物が進展することによってリアル店舗が利用されなくなっ
た。さらに、対面販売などに慣れない消費者は商店街から足が遠のいて時間消費が出来るSCに利
便性を感じるようになった。

必要な機材など

出張講義可能日 月曜日（前期は午前のみ）、水曜日（午後は要相談）

オンライン対応可否 可
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商学部
講義番号 Ａ－７

学科・専攻　職位 商学科　教授

講師名 金　徳謙

講義テーマ GIS体験！〜デジタルマップを体験してみませんか？〜

内容紹介

観光客を誘致するためには、まず観光客が訪れたい場所を知ることでしょう。その場所を観光客が
撮ってアップしたSNS上の写真やデジタルマップ（google mapなど）を使って調べます。そして、観光
商品（コース）づくりをみんなで考えます。私達が見せたい（見てほしい）ところではなく、観光客が行
きたいところを探してみましょう。授業では観光客がどこで写真を撮ったのかを調べ、地図上に表示
して観光商品（コース）考えていきます。

必要な機材など プロジェクター（画面出力サイズ：XGA以上）およびインターネットWi-Fi環境（両方必修）

出張講義可能日 月曜日、火曜日（前期のみ要相談）

オンライン対応可否 可

講義番号 Ａ－８

学科・専攻　職位 商学科　教授

講師名 NGUYEN Duc Lap

講義テーマ 「心とお金」を解きほぐしてみませんか？

内容紹介

投資の世界に限らず、お金を増やすには「安く買って、高く売る」ということが原則として知られてい
ます。しかし、現実には逆にしたり、タイミングを誤ったりして損する人は少なくありません。なぜ多く
の人は「不合理」の判断を下してしまうでしょうか？実は、そのような判断は他人事ではなく、あなた
も似た経験があるかもしれません。本講義では様々な事例を通して、人間の感情や心理がお金に
関する意思決定にどのように影響を及ぼすのかを一緒に解きほぐしていきましょう。

必要な機材など プロジェクターやスクリーン

出張講義可能日 月曜日

オンライン対応可否 可

講義番号 Ａ－９

学科・専攻　職位 商学科　教授

講師名 NGUYEN Duc Lap

講義テーマ 金融のデジタル化による生活とビジネスの変化

内容紹介

皆さんは電子マネーやおサイフケイタイを使っていますか？日常生活の中でキャッシュレス決済は
年々増加しています。現金を使わず、売り買いができるだけではなく、金融機関に直接に行かなくて
もスマホを操作するだけで簡単に振り込みや資産運用および融資をうけることもできるようになりま
す。一方、我々が使っているスマホやSNSの情報からAIは個人の信用力を判断し、信用のスコアリ
ングが広く利用されています。本講義は金融機関の従来の業務からデジタル化の金融業務への変
化を紹介し、日常生活やビジネスの在り方はどのように変化するのかを解説します。

必要な機材など プロジェクターやスクリーン

出張講義可能日 月曜日

オンライン対応可否 可

- 3 -



商学部
講義番号 Ａ－１０

学科・専攻　職位 商学科　教授

講師名 富川　久美子

講義テーマ 観光を学んでみよう！

内容紹介

国際観光って言うと、何を思い浮かべますか？皆さんが海外旅行に行く。それだけではありません。
外国からもたくさんの旅行者が日本に訪れています。国際観光は日本と外国の双方向があります。
このような観光の歴史を学び、そして現在の実態をみていきます。最後に、今後の日本の観光発展
には何が大切かなどを考えてみましょう。

必要な機材など

出張講義可能日 月曜日、金曜日午後

オンライン対応可否 可

講義番号 Ａ－１１

学科・専攻　職位 商学科　教授

講師名 中井　教雄

講義テーマ コロナ禍で加速する金融のデジタル化

内容紹介

金融業界は、銀行（信用金庫、信用組合を含む）、証券会社および保険会社に大別されます。コロ
ナ前の金融業界では、経済の先行き懸念や大幅な金融緩和環境を背景として、デジタル化により
収益構造の改善が図られつつありました。昨今のコロナ禍により、対面での業務が制限される中
で、金融のデジタル化は更に加速することが予想されています。本講義では、各種金融機関の機能
と役割を踏まえながら、金融のデジタル化について解説します。

必要な機材など スクリーンまたは講義用ディスプレイ

出張講義可能日 月曜日午後（その他の曜日については要相談）

オンライン対応可否 緊急事態宣言発令時 またはこれに準ずる 状況時のみ可

講義番号 Ａ－１２

学科・専攻　職位 商学科　教授

講師名 中井　教雄

講義テーマ VUCA時代を乗り切る金融ビジネス

内容紹介

VUCAとは、Volatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)およびAmbiguity(曖昧
性)の頭文字をとった造語であり、「先行きが不透明でかつ将来の予測が困難な状態」を意味しま
す。昨今のように、経済情勢の先行きが不透明で激動する現代社会においても使われるようになり
ました。リスクマネジメントを主な業務の１つとする金融業界においては、こうした情勢下で苦戦を強
いられている金融機関が少なくありません。その一方で、革新的な手法を用いてVUCA時代の金融
環境への適応を図ろうとしている金融機関もあります。本講義では、各種金融機関の機能と役割に
ついて解説しながら、様々な金融機関の事例について紹介します。

必要な機材など スクリーンまたは講義用ディスプレイ

出張講義可能日 月曜日午後（その他の曜日については要相談）

オンライン対応可否 緊急事態宣言発令時 またはこれに準ずる 状況時のみ可
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商学部
講義番号 Ａ－１３

学科・専攻　職位 商学科　教授

講師名 中井　教雄

講義テーマ 新しいリスク管理 ～リスクマネジメントからリジェネレーションの時代へ～

内容紹介

これまでのファイナンシャル・プランニングは、個人がもつ将来の夢や希望の計画（ライフプランニン
グ）を実現するために、資金計画を立てこれを全体的に管理することが目標とされてきました。特
に、リスクマネジメントの観点からは、家計を取り巻くリスクを可能な限り把握し、それらのリスクを最
小限に抑えることが最も重要であると考えられてきました。しかし、不確実性が高く将来予測が困難
な現代社会では、リスクの管理どころかリスクの発見すら困難です。本講義では、ファイナンシャル・
プランニングの分野において、従来のリスクマネジメントに関する解説を踏まえながら、最新のリスク
管理手法である「リジェネレーション」について紹介します。

必要な機材など スクリーンまたは講義用ディスプレイ

出張講義可能日 月曜日午後（その他の曜日については要相談）

オンライン対応可否 緊急事態宣言発令時 またはこれに準ずる 状況時のみ可

講義番号 Ａ－１４

学科・専攻　職位 商学科　教授

講師名 仲村　靖

講義テーマ 商学を学ぶとは？

内容紹介
「商学科」とは，何を勉強するところでしょうか？　「経済学」や「経営学」との違いはなんでしょうか？
商学を学ぶと，どんな良いことがあるのでしょうか？　この講義では，商学科で学ぶ内容とその意義
について，簡単な紹介を行います。

必要な機材など パソコンの画面を出力するプロジェクターがあれば助かりますが、相談に応じます。

出張講義可能日 月曜日午後（要相談）、金曜日（要相談）

オンライン対応可否 可

講義番号 Ａ－１５

学科・専攻　職位 商学科　教授

講師名 仲村　靖

講義テーマ カードゲーム／お金の役割

内容紹介

わたしたちが普段の生活のなかで当たり前のように使っているお金。でも、「お金」ってなんでしょ
う？モノを買ったり、貯金したり…、いろいろな役割があります。この体験ゼミナールでは、「カード
ゲーム」を通じて、お金がなかった時代を簡単にシミュレーションすることで、逆に現代の社会でお金
が果たしている機能について、理解を深めようというものです。

必要な機材など パソコンの画面を出力するプロジェクターがあれば助かりますが、相談に応じます。

出張講義可能日 月曜日午後（要相談）、金曜日（要相談）

オンライン対応可否 不可
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商学部
講義番号 Ａ－１６

学科・専攻　職位 商学科　准教授

講師名 橘　洋介

講義テーマ 「交通」を切り口にして社会を眺めてみよう

内容紹介

皆さんは「移動」と全く無縁な日を一日でも過ごすことができますか？通学、買い物、宅配など、何ら
かの形で皆さんの生活と関わりがあるはずです。言い換えれば、それだけ社会活動と人やモノの移
動は深く結びついているのです。この講義は交通という視点から社会の姿を眺めることで、これまで
見えなかった社会の姿に気付いてもらい、交通が社会活動に与える影響について理解してもらうこ
とを目指します。

必要な機材など

出張講義可能日 月曜日（午前・午後）、金曜日（午後）

オンライン対応可否 可

講義番号 Ａ－１７

学科・専攻　職位 商学科　准教授

講師名 徐　康勲

講義テーマ スニーカー一足にいくらまで出せる？ マーケテイングと消費者の心理

内容紹介

なぜガストは1000円ではなく999円のハンバーグを売っているのか？なぜ人によってスニーカー一足
に出せる金額が違うか？なぜ人によってモノの値段を高く感じたり安く感じたりするのか？最寄品を
買うときはさほど時間をかけずつい買ってしまうのに、買回り品やちょっとしたブランド品を買うときは
なぜそんなに時間をかけて調べてから買うか？近年、企業は単に良いものを作って安く売ったら良
いわけではなく、消費者の心理を深く理解しなければ良い業績を上げることが難しいです。逆に消費
者は単に良いものを安く買えば良いわけではなく、自らの心理や企業マーケテイングの狙いを理解
しなければ賢い消費生活を送ることが難しいです。本講義は主にマーケテイングと消費者心理につ
いて話をしてみたいと思います。

必要な機材など プロジェクター

出張講義可能日 月曜日全日,　他は相談

オンライン対応可否 可（要相談）

講義番号 Ａ－１８

学科・専攻　職位 経営学科　教授

講師名 木村　弘

講義テーマ 身近にある地域の会社について考えよう

内容紹介

地域の企業が何を営んでいるのか意外と知らないものです。
規模は小さくても独自性を発揮している中小企業もあります。
出張講義ではこうした企業を紹介していきます。
どんな経営をしているのかをみなさんと一緒に考えます。

必要な機材など パソコン、プロジェクター、スクリーン

出張講義可能日 ご希望の曜日と時間について相談に応じます。

オンライン対応可否 可
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商学部
講義番号 Ａ－１９

学科・専攻　職位 経営学科　教授

講師名 政岡　孝宏

講義テーマ コメダとスターバックスはどちらが儲かっているか？ －初めて学ぶ経営分析－

内容紹介

この授業では、勉強したその日からすぐに使える「実践的な会計の知識や考え方」についてお話しし
ます。会計には色々な分野がありますが、この授業では「儲かっている会社の見分け方」について
紹介します。計算が苦手な人や会計の知識がまったくない人でも大丈夫。図表や身近な例を交えな
がら、易しく丁寧に説明します。

必要な機材など パソコン、プロジェクター、スクリーン

出張講義可能日 水曜日午後（要確認）

オンライン対応可否 可

講義番号 Ａ－２０

学科・専攻　職位 経営学科　教授

講師名 政岡　孝宏

講義テーマ ゲームで学ぶ初めての簿記

内容紹介
この授業では、社会人に必須の知識と言われる簿記の役割について、ボードゲームを使って体験
的に学びます。簿記について知識のある人はもちろん、全く知識のない人でも「簿記とは何か」「な
ぜ簿記が必要なのか」を実感できることでしょう。

必要な機材など パソコン、プロジェクター、スクリーン（使用するボードゲームはこちらで用意します）

出張講義可能日 水曜日午後（要確認）

オンライン対応可否 不可

講義番号 Ａ－２１

学科・専攻　職位 経営学科　教授

講師名 山﨑　敦俊

講義テーマ 会計を学ぶことの必要性

内容紹介

大学で会計を学ぶことの意義について講義をしていきます（PowerPoint使用）。
会計の記録・意思伝達機能を中心に、会計記録の歴史からさかのぼって、わかりやすい内容を用い
て解説します。
適宜、受講者の方へ質問を投げかけていく形式で講義を進めていきます。

必要な機材など

出張講義可能日 金曜日（午前・午後）、水曜日（午前）

オンライン対応可否 可
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商学部
講義番号 Ａ－２２

学科・専攻　職位 経営学科　教授

講師名 米田　邦彦

講義テーマ パン屋の開業を例に経営学を考えましょう

内容紹介

もしパン屋を開業するとしたらどのようなことが必要でしょうか。また、開業できたとしてどのように売
り上げを増やしたらいいでしょうか。このようなことを皆さんと一緒に考えながら会社を経営するため
にどのようなことを考えなければならないかについて説明します。その際に経営学の様々な研究分
野、たとえば経営戦略、モチベーション、リーダーシップ、経営財務などを利用して説明することで経
営学をより身近に感じてもらえるようにします。

必要な機材など パソコンの画面を出力するプロジェクターがあれば助かりますが、相談に応じます。

出張講義可能日 火曜・水曜・金曜（いずれも要相談）

オンライン対応可否 可

講義番号 Ａ－２３

学科・専攻　職位 経営学科　教授

講師名 米田　邦彦

講義テーマ 東京ディズニーランドの経営学・会計学

内容紹介

東京ディズニーランドは、株式会社オリエンタルランドによって運営されています。東京証券取引所
一部上場の企業になります。上場企業ということは一般の人も株を購入することができます。となる
と、株主のために利益を上げなければなりません。どのようなしくみで利益を上げ、毎年多くのリ
ピーターが訪れるのか、その仕組みを経営学と会計学の観点から学びます。

必要な機材など パソコンの画面を出力するプロジェクターがあれば助かりますが、相談に応じます。

出張講義可能日 火曜・水曜・金曜（いずれも要相談）

オンライン対応可否 可

講義番号 Ａ－２４

学科・専攻　職位 経営学科　教授

講師名 米田　邦彦

講義テーマ 企業は海外でどのような活動を行っているか（国際経営）

内容紹介

大企業ばかりでなく中小企業も含め多くの企業は海外で活動を行っています。海外での活動で企業
はどのような苦労があるかについて自動車産業などの例を紹介します。また、もしあなたが将来、海
外赴任することになったら、国内で転勤する場合とどう違うのかについても考えてもらいたいと思い
ます。

必要な機材など パソコンの画面を出力するプロジェクターがあれば助かりますが、相談に応じます。

出張講義可能日 火曜・水曜・金曜（いずれも要相談）

オンライン対応可否 可
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商学部

講義番号 Ａ－２５

学科・専攻　職位 経営学科　准教授

講師名 玉繁　克明

講義テーマ （商業科教育）商業の先生になろう！

内容紹介

皆さんは，教師を自身の仕事として選択することについて，どのような思いを持たれていますか。高
等学校には様々な教科の教員がいます。その中の一つ，商業科の教員にはどのような人間性，創
造性が必要なのでしょうか。商業の先生として必要な資質能力とは何かについて，皆さんと一緒に
考えていきましょう。

必要な機材など プロジェクター

出張講義可能日 水曜日（要相談）

オンライン対応可否 可（要相談）

講義番号 Ａ－２６

学科・専攻　職位 経営学科　准教授

講師名 中園　宏幸

講義テーマ 経営とはどのような活動か

内容紹介

経営学が対象としている「経営」という活動は何をするのか。経営というと、企業を経営することで
あったり、会社を興すことであったり、自分から遠い途方もないようなことに思えます。しかしながら、
そのようなことはありません。身近に経営という活動は溢れています。アルバイトや部活、クラス活
動など高校でも経験するような活動から経営を考えてみましょう。そのようなお話をします。

必要な機材など プロジェクター

出張講義可能日 火曜・水曜・金曜（いずれも要相談）

オンライン対応可否 可

講義番号 Ａ－２７

学科・専攻　職位 経営学科　准教授

講師名 山本　茂

講義テーマ 仕事、雇用、人材に関すること

内容紹介

パート、アルバイト、契約社員などの多様な雇用形態の活用と背景、個々人の業績に基づき賃金の
個人間格差を大きくする成果主義の導入、企業経営において人材という経営資源の重要性が高
まっていることなど、今日の経済社会について考えるうえで大切な仕事、雇用、人材に関することに
つき講義を行います。

必要な機材など

出張講義可能日 金曜日（午前・午後）

オンライン対応可否 不可
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商学部
講義番号 Ａ－２８

学科・専攻　職位 商学部　准教授

講師名 山中　逸郎

講義テーマ 経済がグローバル化するということ

内容紹介

20世紀末以来、グローバリゼーションが深化しているといわれます。2022年ロシアのウクライナ侵攻
は世界中に衝撃を与えました。世界中に大きな影響を与えると懸念されています。それが何故、ど
のように、関連しているのか。
国際的な経済の成り立ちと、グローバルな企業の行動について簡単な紹介をします。

必要な機材など （可能であれば）プロジェクター

出張講義可能日 水曜日（午前・会議のない午後）　木曜日

オンライン対応可否 可（要相談）

講義番号 Ａ－２９

学科・専攻　職位 商学部　准教授

講師名 山中　逸郎

講義テーマ 学びと仕事

内容紹介

人間が生きていくための活動を労働と呼んでいます。現代社会ではこの活動は「職業」や「職種」と
いう形で、分業・専門化し交換し合う形となりました。それと同時に私たちは「職業」を前に、どの労
働を選択するか？というありがたくも悩ましい場面にしばしば立たされます。それはそれとして、生き
ていくには仕事に携わり労働をすることには変わりません。そこで共通して必要なこと、あるいは学
ぶべきこととは何か、について考えたいと思います。

必要な機材など （可能であれば）プロジェクター

出張講義可能日 水曜日（午前・会議のない午後）　木曜日

オンライン対応可否 可（要相談）
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