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2021 年度 大学院経営情報学研究科 行事予定表 

 
         行  事 日  程 

入学式 2021 年 4 月 1 日（水） 

オリエンテーション 2021 年 4 月 1 日（水） 

健康診断 2021 年 4 月 17 日（土） 

春学期授業開始 2021 年 4 月 8 日（木） 

春学期授業終了 2021 年 7 月 28 日（水） 

秋学期授業開始 2021 年 9 月 17 日（金） 

冬期休業 2021 年 12 月 25 日（土）～2022 年 1 月 4 日（火） 

秋学期授業再開 2022 年 1 月 6 日（木） 

秋学期授業終了 2022 年 1 月 18 日（火） 

修了判定 2022 年 3 月 2 日（水） 

成績通知 2022 年 3 月中旬 

学位授与式 2022 年 3 月 18 日（金） 

 
修士論文審査に関するスケジュール 

修士論文中間報告会 2021 年 6 月中旬 

学位授与申請書提出期限 2021 年 11 月 20 日（土）正午 

修士論文提出期限 2022 年 1 月 17 日（月）正午 教務課 

修士論文審査 2022 年 2 月初旬～中旬 

修士論文発表・口述試験 2022 年 2 月中旬 

修了判定会議 2022 年 3 月 2 日（水） 
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Ⅰ 
建学の理念 
大学院設立の趣旨・内容・特徴・期待する成果など 

 

 

豊橋創造大学は平成８年４月に開学したが、時代に先駆けて「創造」の名を冠した大学を構想したのは

佐藤芳雄初代学長であった。佐藤初代学長は、学生に徹底的に情報武装させ、その上で、常に自分の頭

で考え、自分で探索し、計画し、行動し、責任を持つようになることを目標とされた。その豊橋創造大学が完

成年度を迎えたのを期に、平成12年度に大学院経営情報学研究科を開設する認可が与えられた。 

 

大学院に置いては、創造性をもった、専門経営者、中小企業経営者・後継者を中心とした、高度の専門

的職業人の養成を目的としている。その対象は広範であり、 

① 各種の産業の中小企業経営者が経営戦略の立案をより良く行うため 

② 中小企業の後継者がある程度の実務経験を経た後に、改めて企業の経営についての学識と能力を

高めるため 

③ 企業に勤務する職業人が特定の分野を中心として企画・管理能力を向上させるため 

④ 起業を志す者が意欲を間違いなく現実のものとさせるため 

⑤ 企業に関わるコンサルタントや職業会計人などの専門家としての準備をするため 

⑥ 地方自治体や地域経済団体の職員が産業行政・産業振興についての専門能力を高めるため 

⑦ 企業経営に関する専門研究者の基礎を固めるため 

等の目的を実現することである。 

 

これらの諸目的に関連して、院生は特定の領域における研究計画を作成して修士論文に帰結させるが、

その研究を支える広い領域についての諸科目を、指導教員の助言を受けながら学習する。企業・起業の 

① 環境領域 

② 会計・マネジメント領域 

③ マネジメント・サイエンス領域 

④ メディア／ネットワーク領域 

の各領域について専攻以外の領域についても修士レベルでの基礎知識はどのような目的を持つ者にとっ

ても不可欠であるが、さらに学部レベルでの基礎知識の不足を自覚する者には学習する便宜が図られる。 

院生に求められることは自主的な意欲であり、目的を実現させる努力である。 

 

１．ディプロマ・ポリシー 

 豊橋創造大学大学院経営情報学研究科修士課程では、所定の単位を修得し学位試験に合格した者

は、以下の基準を満たしていると認め、修士（経営情報学）の学位が授与される。 

１．選択した主領域の学習と研究を通して得られる専門的職業人としての高度な知識と技術を有する。 

２．修士論文に関する高度な知識と技能を有する 

３．創造性と専門性を発揮し、経営諸問題の解決能力と意思決定能力を有する。 

 

２．カリキュラム・ポリシー 

１．教育目標 

  本研究科は、「創造性豊かな次世代社会の担い手を育成する」という建学の基本理念に則り、「専門

経営者、特に同候補者、起業家の教育・育成」という実践的な高度の専門職業人の養成を目的とする。 
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２．目標項目 

本研究科の教育研究は、次の３つの目標項目において１つ以上の能力を習得しなければならない。 

Ａ．｢企業家・起業家｣に求められるマネジメントに関する知識と意思決定能力を有している。 

変化・流動化が常態化している今日の時代状況の中で、革新的思考と先見性、行動力、問題

形成力・解決力を持ち｢企業家・起業家｣としての意思決定をすることができる。 

Ｂ．「マネジメント・サイエンス」に関する知識とスキルを経営諸問題解決に活用することができる。 

情報技術・情報リテラシーの体得を基礎にすえ、システム思考による事業展開のためのモデル

構築やシミュレーションまた経営の意思決定等を、これらの情報技術の活用に基づいて経営を推

進し得る知識とスキルを持つ。 

Ｃ．「メディア/ネットワーク」分野の本質的な理解とスキルを有している。 

情報処理技術の知見とスキルの習得を基礎に、メディアのデジタル処理と表現方法の活用、

あるいはネットワーク構築の理論と構築能力を駆使し経営諸活動に活用できる。 

３．教育研究科目群 

教育目標を実現するために、教育研究の領域を「企業・起業」における“マネジメント”、“環境”、

“マネジメント・サイエンス”と“メディア/ネットワーク”の４つの学問領域と論文指導に区分し、履修形

態を講義科目と演習科目により編成している。 

Ａ．｢企業・起業の環境｣領域 

企業家・起業家に必須な社会システムを体得させるための主要要素を鳥瞰できるような科目群。 

Ｂ．「企業・起業のマネジメント」領域 

企業・起業の諸問題に切り込むための経営管理能力と経営意思決定能力を体得させるための科

目群。 

Ｃ．「企業・起業のマネジメント・サイエンス」領域 

企業・起業活動の意思決定や管理に対しコンピュータの活用によるモデル構築やシミュレーショ

ン等を行い、これらを体験的に学習させる科目群。 

Ｄ．「企業・起業のメディア/ネットワーク」領域 

         メディア関係ではメディアのデジタル技術と表現方法を体験的に学習させるための科目群。 

Ｅ．論文指導 

   これら４つの領域の中から、修学者個人の問題意識に基づく修士論文作成を必修科目として義

務づけている。 

 

３．アドミッション・ポリシー 

経営情報学研究科では、現代の産業・経済社会において真に価値ある明確な目標を果敢に実現し

ようとする意欲ある次のような人材を求めます。 

１．企業・起業にかかわる会計・マネジメントの経営理論や最先端の考え方の学識と能力を高めたい人 

２．情報通信技術を駆使してメディアやネットワークの知見とスキルの習得を目指す人 

３．職業人として経営全般あるいは生産、マーケティング、財務、会計、税務、人事、情報システムなど
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Ⅱ 授業科目・担当者および履修方法 
 

 
研究活動を効果的にするために、授業科目は次の４領域からなる。履修にあたり、これを参考にしつつ履

修計画に役立ててほしい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
「企業・起業の環境」

領域 

現代経済特論 

中小企業特論 

金融システム特論 

「企業・起業の会計・ 

ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ」領域 

組織行動特論 

国際経営特論 

人的資源管理特論 

財務会計特論 

マーケティング管理特論 

ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ特論 

生産マネジメント特論 

経営情報特論 

起業論特論 

ファイナンス特論 

原価計算特論 

制度会計特論 

租税法特論 

税務会計特論 

会計監査特論 

財務諸表特論 

  

の育成 

企業後継者 

新規開業者 

「企業・起業のﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ・

ｻｲｴﾝｽ」領域 

経営システム工学特論 

評価システム特論 

ﾃﾞｨｼｼﾞｮﾝﾒｲｷﾝｸﾞ特論 

 

「企業・起業のﾒﾃﾞｨｱ/ 

ﾈｯﾄﾜｰｸ」領域 

ﾒﾃﾞｨｱｼｽﾃﾑ特論Ⅰ 

ﾒﾃﾞｨｱｼｽﾃﾑ特論Ⅱ 

情報処理特論 

ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ特論Ⅰ 

ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ特論Ⅱ 

 

教育科目 

大学 地元ハイテク企業 各種公的研究機関 

＜地元密着による学産官共生＞ 

  新規事業開発者 

革新思考を持つ「企業家・起業家」育成 「マネジメント・サイエンス」を

駆使する産業人の育成 

革新思考 

先見性

行動力 

問題形成・解決力 

システムエンジニアリング 

システム思考 

意志決定力 

情
報
ネ
ッ
ト 

ワ
ー
ク
の
活
用 
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評価システム特論 

ﾃﾞｨｼｼﾞｮﾝﾒｲｷﾝｸﾞ特論 

 

「企業・起業のﾒﾃﾞｨｱ/ 

ﾈｯﾄﾜｰｸ」領域 

ﾒﾃﾞｨｱｼｽﾃﾑ特論Ⅰ 

ﾒﾃﾞｨｱｼｽﾃﾑ特論Ⅱ 

情報処理特論 

ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ特論Ⅰ 

ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ特論Ⅱ 

 

教育科目 

大学 地元ハイテク企業 各種公的研究機関 

＜地元密着による学産官共生＞ 

  新規事業開発者 

革新思考を持つ「企業家・起業家」育成 「マネジメント・サイエンス」を

駆使する産業人の育成 

革新思考 

先見性

行動力 

問題形成・解決力 

システムエンジニアリング 

システム思考 

意志決定力 

情
報
ネ
ッ
ト 

ワ
ー
ク
の
活
用 

≪科目ナンバリング（体系的な教育課程の編成）について≫ 

 

・科目ナンバリング 

ナンバリング、あるいはコース・ナンバリングとは、授業科目に適切な番号を付し分類することで、学

修の段階や順序等を表し、教育課程の体系性を明示する仕組みです。大学内における授業科目の分類と

いう意味を持っています。学問の分類や対象とするレベル（学年等）等を示すことで、学生が適切な授業

科目を選択する際の参考となります。授業位置づけがわかるように各科目に番号を振ることで，学士課

程の科目全体を体系化でき、学生が授業を選びやすくすることを狙いとしています。 
 
・科目ナンバリング制度の学内基準 

 
 
 
 
 
 
本学のナンバリンク゛は、まず、頭文字として、学科／科別にアルファベット 2 文字で分類していま

す。二つ目に、カリキュラムチャートにて分類された学習成果を英語表記（A～Z）で分類。次に、位置

づけとして基礎科目（L）と専門科目（M）を表記しています。そして、配当学年を表示し、最後に科目

順に整理番号を表記しています。 
 
大学院経営情報学研究科・・・・EI    Entrepreneurship and Information Science Course 
 
学修成果・・・・カリキュラムチャートにて分類された学修成果を英語表記（A～Z）で分類。 
 
位置づけ・・・・教養教育科目：L 
        専門教育科目：M 
 
配当学年・・・・1 年生：1 

2 年生：2 
3 年生：3 
4 年生：4 
大学院：5 
専攻科：6 
自由科目等：0 

 
整理番号・・・・・・・ 001 番～999 番 

以上 

EI D  M  1 005 
    学科／科     学修成果     位置づけ     配当学年       整理番号 
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 表１ 授業科目一覧（経営情報学研究科 起業・経営情報専攻）      

領域 
形

態 

科目

コード 

科目 

ナンバリング 
授業科目 単位数 担当者 

2021 

開講 
備考 

A: 企 業 ・

起業の環境 

講

義 

5001 EIAM1001 現代経済特論 ４（選） 中野 聡 ○  

5002 EIAM1002 中小企業特論 ４（選） ---- -- 開講せず 

5003 EIAM1003 
金融システム特論 

（中小企業金融特論） 
４（選） ---- -- 開講せず 

B: 企 業 ・

起業の 

ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 

5021 EIAM1004 組織行動特論 ４（選） ---- -- 開講せず 

5022 EIBM1002 国際経営特論 ４（選） 唐澤 豊 ○  

5025 EIBM1003 人的資源管理特論 ４（選） 佐藤勝尚 ○ 隔年開講・2021 開講 

5040 EIBM1004 財務会計特論 ４（選） ---- -- 隔年開講・2021 開講せず

5026 EIBM1005 マーケティング管理特論 ４（選） ---- -- 開講せず 

5027 EIBM1006 ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ特論 ４（選） ---- -- 開講せず 

5028 EIBM1007 生産マネジメント特論 ４（選） 佐藤勝尚 ○  

5029 EIBM1008 経営情報特論 ４（選） 唐澤 豊 ○  

5030 EIBM1009 起業論特論 ４（選） 佐藤勝尚 ○  

5031 EIBM1010 ファイナンス特論 ４（選） ---- -- 開講せず 

5032 EIBM1011 原価計算特論 ４（選） ---- -- 開講せず 

5041 EIBM1012 制度会計特論 ４（選） ---- -- 開講せず 

5036 EIBM1013 租税法特論 ４（選） ---- -- 開講せず 

5033 EIBM1014 税務会計特論 ４（選） ---- -- 開講せず 

5034 EIBM1015 会計監査特論 ４（選） ---- -- 開講せず 

5035 EIBM1016 財務諸表特論 ４（選） ---- -- 開講せず 

C: 企 業 ・

起 業 の ﾏ

ﾈｼﾞﾒﾝﾄ･

ｻｲｴﾝｽ 

5051 EICM1001 経営システム工学特論 ４（選） 今井正文 -- 隔年開講・2021 開講せず

5052 EICM1002 評価システム特論 ４（選） ----- -- 開講せず 

5053 EICM1003 ディシジョンメイキング特論 ４（選） 今井正文 ○ 隔年開講・2021 開講 

Ｄ:企業・

起 業 の ﾒ

ﾃﾞｨｱ/ﾈｯ

ﾄﾜｰｸ 

5055 EIDM1001 メディアシステム特論Ⅰ ４（選） ----- -- 開講せず 

5056 EIDM1002 メディアシステム特論Ⅱ ４（選） ----- -- 開講せず 

5057 EIDM1003 情報処理特論 ４（選） 見目喜重 -- 隔年開講・2021 開講せず

5058 EIDM1004 ネットワークシステム特論Ⅰ ４（選） 今井正文 ○ 隔年開講・2021 開講 

5059 EIDM1005 ネットワークシステム特論Ⅱ ４（選） 今井正文 -- 隔年開講・2021 開講せず

論文指導 

演

習 

5071 EIEM1001 特別研究Ⅰ ４（必） ----- -- 開講せず 

5072 EIEM2003 特別研究Ⅱ ４（必） 佐藤勝尚 ○  

演習/実習 
5082 EIEM1002 特別演習Ⅰ ４（選） 唐澤 豊 ○  

5083 EIEM1004 特別演習Ⅱ ４（選） 佐藤勝尚 ○  
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 表１ 授業科目一覧（経営情報学研究科 起業・経営情報専攻）      

領域 
形

態 

科目

コード 

科目 

ナンバリング 
授業科目 単位数 担当者 

2021 

開講 
備考 

A: 企 業 ・

起業の環境 

講

義 

5001 EIAM1001 現代経済特論 ４（選） 中野 聡 ○  

5002 EIAM1002 中小企業特論 ４（選） ---- -- 開講せず 

5003 EIAM1003 
金融システム特論 

（中小企業金融特論） 
４（選） ---- -- 開講せず 

B: 企 業 ・

起業の 

ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 

5021 EIAM1004 組織行動特論 ４（選） ---- -- 開講せず 

5022 EIBM1002 国際経営特論 ４（選） 唐澤 豊 ○  

5025 EIBM1003 人的資源管理特論 ４（選） 佐藤勝尚 ○ 隔年開講・2021 開講 

5040 EIBM1004 財務会計特論 ４（選） ---- -- 隔年開講・2021 開講せず

5026 EIBM1005 マーケティング管理特論 ４（選） ---- -- 開講せず 

5027 EIBM1006 ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ特論 ４（選） ---- -- 開講せず 

5028 EIBM1007 生産マネジメント特論 ４（選） 佐藤勝尚 ○  

5029 EIBM1008 経営情報特論 ４（選） 唐澤 豊 ○  

5030 EIBM1009 起業論特論 ４（選） 佐藤勝尚 ○  

5031 EIBM1010 ファイナンス特論 ４（選） ---- -- 開講せず 

5032 EIBM1011 原価計算特論 ４（選） ---- -- 開講せず 

5041 EIBM1012 制度会計特論 ４（選） ---- -- 開講せず 

5036 EIBM1013 租税法特論 ４（選） ---- -- 開講せず 

5033 EIBM1014 税務会計特論 ４（選） ---- -- 開講せず 

5034 EIBM1015 会計監査特論 ４（選） ---- -- 開講せず 

5035 EIBM1016 財務諸表特論 ４（選） ---- -- 開講せず 

C: 企 業 ・

起 業 の ﾏ

ﾈｼﾞﾒﾝﾄ･

ｻｲｴﾝｽ 

5051 EICM1001 経営システム工学特論 ４（選） 今井正文 -- 隔年開講・2021 開講せず

5052 EICM1002 評価システム特論 ４（選） ----- -- 開講せず 

5053 EICM1003 ディシジョンメイキング特論 ４（選） 今井正文 ○ 隔年開講・2021 開講 

Ｄ:企業・

起 業 の ﾒ

ﾃﾞｨｱ/ﾈｯ

ﾄﾜｰｸ 

5055 EIDM1001 メディアシステム特論Ⅰ ４（選） ----- -- 開講せず 

5056 EIDM1002 メディアシステム特論Ⅱ ４（選） ----- -- 開講せず 

5057 EIDM1003 情報処理特論 ４（選） 見目喜重 -- 隔年開講・2021 開講せず

5058 EIDM1004 ネットワークシステム特論Ⅰ ４（選） 今井正文 ○ 隔年開講・2021 開講 

5059 EIDM1005 ネットワークシステム特論Ⅱ ４（選） 今井正文 -- 隔年開講・2021 開講せず

論文指導 

演

習 

5071 EIEM1001 特別研究Ⅰ ４（必） ----- -- 開講せず 

5072 EIEM2003 特別研究Ⅱ ４（必） 佐藤勝尚 ○  

演習/実習 
5082 EIEM1002 特別演習Ⅰ ４（選） 唐澤 豊 ○  

5083 EIEM1004 特別演習Ⅱ ４（選） 佐藤勝尚 ○  

 

履修方法 
① 学生は原則として２カ年以上在籍し、32単位以上を取得しなければならない。 

② 講義科目のうち、将来、修士論文作成にあたり指導を受けるゼミ担当者の講義科目を一科目（以上）

選択履修し、これをその学生の「専修科目（演習も含む）」とする。その他の講義科目を「一般講義

科目」とする。 

③ 学生は、専修科目を担当する教授を「指導教授」とし、授業科目の選択や研究一般についての指導

を受ける。 

④ 単位、原則として２カ年にわたって履修する。 

⑤ 履修すべき単位は次のとおり。 

専修科目12単位（講義科目４単位、演習８単位）以上 

授業科目20単位（一般講義科目20単位）以上 

 
 

豊橋技術科学大学との単位互換制度について 

本大学院では学術的及び教育・研究の充実をはかることを目的とし、大学院単位互換制度を設けていま

す。 

  教育研究上の必要に応じて協定締結校である豊橋技術科学大学大学院で開講されている授業科目を

履修することができます。 

  この制度に基づいて履修した授業科目の単位は、6単位を超えない範囲で修了要件に必要な単位とし

て算入されます。（「豊橋創造大学大学院単位認定に関する規程」参照） 

  本大学院とは異なる分野の科目を履修することができるので、履修を希望する学生は指導教授と相談の

うえ、所定の期日までに手続きをしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12

Ⅲ 学業に関する諸事項 
 

 
１. 授業 

（１） 授業時間割 

年度のはじめに、大学院掲示板に掲示するとともに、事務局から学生に配布する。 

なお、授業時間割に変更があった場合、その都度、掲示する。 
 

時 限 時  間  

第１限 9：00～10：30  

第２限 10：40～12：10  

第３限 13：10～14：40  

第４限 14：50～16：20  

第５限 16：30～18：00  

第６限 18：10～19：40 ◆試験期間中は時間帯が異なる場合があるので、注意しましょう。 

（２） 休講・補講 

担当者から休講の届出があった場合には、その都度掲示で通知する。登校したら授業開始前に掲示に

目を通されたい。補講は、通常は補講・集中講義期間に実施され、時間割はその都度掲示する。 

原則として、以下の場合は「休講」になります。 

① 休講掲示があった場合 

② 学校行事等により、平常授業を行わない場合 

③ 授業開始から 30 分以上経過しても、授業担当から教室に連絡がない場合 

④ 愛知県東三河南部に「暴風警報」（暴風雪警報も含む）又は「特別警報」が発表された場合 

⑤ 交通機関のストライキ等の場合 

JR 東海、豊橋鉄道、名鉄のいずれかがストライキ又は自然災害等の影響で運行を停止し、

授業等の実施が困難な場合 

⑥ 大規模地震対策特別措置法に基づく「東海地震注意報または警戒宣言」が発表された場合、

もしくは大規模地震が発生した場合 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

【詳細情報】暴風警報、特別警報の発表及び解除に関する授業等の取扱について 

愛知県東三河南部に暴風警報（以降、暴風雪警報も含む）又は特別警報が発表された場

合は、授業等を休講とする。 

ただし、愛知県東三河南部の暴風警報又は特別警報が解除された場合の授業等の取扱

いは、次の通りとする。 

  状   況   授業等の実施 

午前 7 時までに解除された場合 平常授業等を実施する。 

午前 11 時までに解除された場合 午後 1 時以降の授業等を実施する。 

午後 4 時までに解除された場合 午後 6 時以降の授業等を実施する。 

なお、愛知県東三河南部以外の地域に居住する学生で、居住地域・通学経路に暴風警

報、特別警報が発表されている場合は、授業等への出席を要さない。その際は 3 日以内に

教務課カウンターへ申し出て、事務手続きを行うこと。 

 ※実習中の場合は、実習等の実施学科・科の指示に従うこと。 
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Ⅲ 学業に関する諸事項 
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JR 東海、豊橋鉄道、名鉄のいずれかがストライキ又は自然災害等の影響で運行を停止し、

授業等の実施が困難な場合 

⑥ 大規模地震対策特別措置法に基づく「東海地震注意報または警戒宣言」が発表された場合、

もしくは大規模地震が発生した場合 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

【詳細情報】暴風警報、特別警報の発表及び解除に関する授業等の取扱について 

愛知県東三河南部に暴風警報（以降、暴風雪警報も含む）又は特別警報が発表された場

合は、授業等を休講とする。 

ただし、愛知県東三河南部の暴風警報又は特別警報が解除された場合の授業等の取扱

いは、次の通りとする。 

  状   況   授業等の実施 

午前 7 時までに解除された場合 平常授業等を実施する。 

午前 11 時までに解除された場合 午後 1 時以降の授業等を実施する。 

午後 4 時までに解除された場合 午後 6 時以降の授業等を実施する。 

なお、愛知県東三河南部以外の地域に居住する学生で、居住地域・通学経路に暴風警

報、特別警報が発表されている場合は、授業等への出席を要さない。その際は 3 日以内に

教務課カウンターへ申し出て、事務手続きを行うこと。 

 ※実習中の場合は、実習等の実施学科・科の指示に従うこと。 

※交通機関の事故のため遅刻または欠席した場合は、出校後直ちに該当する授業科目の担当者へ届

け出るものとする。延着証明書が渡された場合はそれを添えること。 

 
２. 履修の手続き 

（１） 指導教授との相談 

年度のはじめに、なるべくすみやかに指導教授に会って、履修計画および今後の研究計画等につ

いて相談すること。なお、何らかの事情で、従来の指導教授から指導が受けられない状況が発生した

場合には、従来の指導教授と今後指導を希望する教授（原則として専任教授）の承認を得て変更す

ることが必要である。（指導教授が欠けたままであると、各自の学位論文作成指導および論文審査の

上で著しく不利益を被ることになる。） 

また、従来の指導教授から承認が得られない事由がある時は、事務局を通じて研究科長の指示を
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４. 学位論文作成について 
（１） 修士論文提出資格 

修士課程の２年次に在学し、所定の単位を修得済みまたは見込であること。 

（２） 論文テーマについて 

修士論文のテーマを決め、指導教授の承認を得て、事務局教務課に提出すること。提出期限は１

年次の１月23日である。なお、｢修士論文テーマ報告書｣用紙は事務局教務課で交付する。 

（３） 研究計画書の提出と中間報告会について 

修士論文作成の進捗状況を｢研究計画書｣としてまとめ、主査、副査に中間報告する。中間報告会

は２年次の６月頃実施する。（詳細は「特別研究Ⅱ」の授業内または掲示で指示する。） 

 

〔研究計画書の作成方法〕 

① 研究テーマ名 

研究したい内容のテーマ名を書く。そのテーマ名を見れば研究の内容が一目でわかるようにする。 

② 研究の理由と背景･･･そのテーマをなぜ選択したのか、その理由と背景を説明する。 

③ 先行研究の要約 

研究テーマに関し、これまでどのようなことが言われてきたのか、これまでの研究の結果を概略説

明する。 

④ 研究内容（社会科学系のアプローチをする研究は３～４ページ、工学系アプローチをする研究は 

１～３ページでまとめる。）以下を具体的に説明する。 

Ａ：研究の対象の何を明らかにしたいのか 

Ｂ：それをどのようなアプローチ、手法を使って明らかにし、進め方をどうするのか 

Ｃ：研究の特徴は何なのか、焦点をどこに置くのか 

Ｄ：その他重要と考える事項 

⑤ 研究成果の貢献 

研究成果が社会に対してどのような貢献をするのか、あるいは実践にどのように結びつけていく

のかを説明する。 

⑥ 研究に関する文献リスト･･･リストにする。 

Ａ：研究テーマの選択にあたって読んだ文献、既存の研究として挙げた文献 

Ｂ：研究を完成するために必要と思われる文献 

（４） 学位授与申請書の提出 

修士論文を提出する者は、指導教授の承認を得て｢学位授与申請書｣を２年次の11月20日（厳守、

休日の場合には翌日正午。）までに、事務局教務課へ提出すること。なお、用紙は事務局教務課で

交付する。｢学位授与申請書｣には、修得単位数・登録単位数を記入すること。 

（５） 論文の提出 

① 論文の提出部数は３部。 

② 論文提出期限は、１月16日 正午(厳守、休日の場合には翌日正午)。窓口は事務局教務課。同時

に論文要旨（A４サイズ、表紙1枚、要旨）を４部（主査、副査用３部、事務局印刷用１部）提出すること。 

なお、審査終了後、製本用としてさらに１部提出する。（別途指示する。） 

（６） 論文作成上の注意 

論文作成については、下記のとおりとするが、詳細は指導教員の指示を受けて作成すること。 

① 用紙のサイズ等…A４サイズ（１行40字/行、40行/ページ） 、横書きで左綴じ、ワープロ使用のこと。 

（使用言語…日本語、英語も可） 
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研究成果が社会に対してどのような貢献をするのか、あるいは実践にどのように結びつけていく

のかを説明する。 
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（４） 学位授与申請書の提出 

修士論文を提出する者は、指導教授の承認を得て｢学位授与申請書｣を２年次の11月20日（厳守、

休日の場合には翌日正午。）までに、事務局教務課へ提出すること。なお、用紙は事務局教務課で

交付する。｢学位授与申請書｣には、修得単位数・登録単位数を記入すること。 

（５） 論文の提出 

① 論文の提出部数は３部。 

② 論文提出期限は、１月16日 正午(厳守、休日の場合には翌日正午)。窓口は事務局教務課。同時

に論文要旨（A４サイズ、表紙1枚、要旨）を４部（主査、副査用３部、事務局印刷用１部）提出すること。 

なお、審査終了後、製本用としてさらに１部提出する。（別途指示する。） 

（６） 論文作成上の注意 

論文作成については、下記のとおりとするが、詳細は指導教員の指示を受けて作成すること。 
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② 表紙・中表紙・裏表紙…表紙と裏表紙は黒表紙（購買で販売）を使用する。中表紙(白紙)には

一番上に論文名、その下へ入学年度、指導教員名、研究科名、専攻名、学籍番号、氏名、一

番下にバランスよく主査・副査教授名を明記する。 

③ ページのつけかた… 目次、本文、図・表等、参考文献一覧はそれぞれ１ページからページだて

とする。 

④ 論文要旨の形式…表紙（白紙A４サイズ）には一番上に論文名、その下に入学年度、指導教員

名、研究科名、専攻名、学籍番号、氏名を記入し、その下中央に論文の目次、一番下に主査・

副査教授名を明記する。要旨はA４サイズ（１行40字/行、40行/ページ） 、枚数等は指導教員

の指示による。 

⑤ 論文提出時の体裁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ その他作成にあたって判断しかねることがあれば、指導教授に相談し、その指示に従うこと。 

（７） 論文の評価 

２月上旬に指導教授（主査）、副査の指示により口述試験または発表会（１人あたりの持ち時間は

40分程度）を行い、最終的に２月下旬までに評価を決定する。 
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Ⅳ 学籍に関する諸手続きについて 
 

 

学籍に関する事務手続きは、学生課が窓口となる。 

以下個別の事項について、大学院学則（以下学則という）に沿い解説する。 

 

１. 在学期間： 
大学院学則により、大学院の最長在学年限は、４年とする。 

（学則第５条） 

 

２. 休学・復学： 
病気、その他の事由のため３ヶ月以上修学を中止しようとする場合は、休学の許可をとる必要がある。

大学院学則には「その事由を具して保証人連署のうえ休学を願い出て、学長の許可を得なければなら

ない」とある。また、病気の場合には、医師の診断書が必要となる。 

休学期間は半年または１年間とし、休学開始の時期は各学期の初めとする。休学期間中の学費は免

除となる。休学期間は、通算して２年を超えることはできない。また、休学期間は在学期間には算入され

ない。 

休学していた者が復学しようとする場合は、保証人連署のうえ願い出て学長の許可を得ること。ただし、

病気のために休学していた場合は修学に支障のない旨の医師の診断書を添付すること。 

（学則第30条、31条、32条、33条） 

 

３. 退学： 
病気その他やむを得ない理由により退学しようとする場合は、保証人連署のうえ退学願いを学生証と

ともに提出し、学長の許可を得ること。 

（学則第34条） 

 

４. 再入学： 
本学を退学の場合でも、願い出て研究科委員会の議を経て許可されれば、再入学が認められる場

合がある。この場合、再入学の時期は学年の初めとなる。 

（学則第36条） 

 

５. 除籍： 
次のいずれかに該当する者は研究科委員会の議を経て学長が除籍とする場合がある。 

（１） 授業料その他所定の学費を指定期日までに納入しない者 

（２） 学則第５条に定める在学年限（４年）を超えた者 

（３） 学則第32条に定める休学期間の限度を超え、なお就学できない者 

（４） 長期間にわたり行方不明の者 

（学則第35条） 
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６. 留学： 
本学の学生で、外国の大学院又はそれに準じる高等教育・研究機関等（以下「外国の大学院等」と

いう）に留学を志願する者は、学長の許可を得て留学することができる。 

許可を得て留学した者が、外国の大学院等で履修した授業科目について修得した単位は、10単位

を超えない範囲で、本大学院において認定される。 

（学則第29条） 

 

 

 

 

Ⅴ 学生生活上の諸事項について 
 

 

諸手続きについては別冊「SCHEDULE BOOK & CAMPUS GUIDE 2021」を参照のこと。大学院生向けの

事項は、基本的には学部の学生向けの事項を準用する。 

 
 
 
 

Ⅵ 大学院生の学校施設の利用について 
 

 

大学院生にはＤ棟３階に専用の研究室が用意されている。この研究室には各人に専用の机と書庫が配

備されており、各机には学内ＬＡＮに接続できる情報コンセントも装備されている。各自割り当てられた机・

書庫を使用すること。 

なお、この研究室を利用するためには、入学時に配布されるセキュリティーカードが必ず必要になるため、

常時、携帯するように心がけること。また、このカードにより、休日や夜間でも先生の研究室や大学院生専用

研究室のエリアには出入りが可能になるが、下記の定められた範囲以外は立ち入りができないので注意の

こと。万一、夜間に定められたエリア以外に立ち入ると防犯センサーが作動し、係員がかけつけるので注意

のこと。 

 

休日・夜間に大学院生が立ち入ることが可能な範囲 
 

Ｄ棟エレベータホール及び階段、Ｄ棟３階大学院生研究室、Ｄ棟３階廊下・トイレ、 
 

Ｄ棟４階及び５階 

 

大学院生は、図書館の３階の研究個室も利用することができる。個室を利用する場合は、図書館２階

のカウンターに学生証を提示の上、利用の申し込みをして、部屋の鍵を受け取ること。利用後は必ず鍵を

返却すること。 
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Ⅶ 担当者略歴紹介 
 

 

専任教員略歴一覧 

教員名 職名 専門分野 研究テーマ 略      歴 

佐藤 勝尚 
研究科長

教授 

生産政策／マネ

ジメント、マネジメ

ントシステム 

事業戦略の研究 

人的資本マネジメン

トの研究 

経営行動に関する

調査・研究 

上智大学理工学部物理学科卒

業、慶応義塾大学大学院経営管

理研究科経営学修士修了。 

京セラ（株）主任研究員、長野大

学産業社会学部専任講師、助教

授、教授を経て、平成８年度より本

学教授に就任。平成 15 年度より

研究科長。 

太原科技大学名誉教授。山西工

商学院名誉教授。 

日本ロジスティクスシステム学会理

事・副会長。国際環境マネジメント

学会常務理事。 

中野 聡 教授 
近現代ヨーロッパ

経済史・社会史 

EU 社会経済モデル

に関する研究 

EU 社会政策に関す

る研究 

慶応義塾大学経済学研究科単位

取得退学、ウォーリック大学(イギリ

ス)社会史研究所卒業(Ph.D.)。平

成 8 年度より本学経営情報学部講

師、平成１２年度より准教授、平成

17 年度より教授に就任。 

見目 喜重 教授 
エネルギー工学 

エネルギー経済学

再生可能エネルギ

ー・システムの最適

運用法・導入評価に

関する研究 

エネルギー・環境政

策に関する研究 

豊橋技術科学大学工学部電気・

電子工学課程卒業。豊橋技術科

学大学大学院工学研究科修士課

程電気・電子工学専攻修了。豊橋

技術科学大学大学院工学研究科

博士後期課程総合エネルギー工

学専攻修了。 

豊橋技術科学大学工学部電気・

電子工学系助手、本学短期大学

部非常勤講師を経て、平成 14 年

度より本学講師、平成 16 年度より

助教授に就任。平成 21 年度本学

教授に就任。博士（工学） （豊橋

技術科学大学）。 

今井 正文 教授 経営システム工学

経営システムのモデ

ル化に関する研究 

遺 伝 的 ア ル ゴ リ ズ

ム、ニューラルネット

ワーク、分散処理を

用いたカオス時系列

予測に関する研究 

東京都立科学技術大学工学部管

理工学科卒業。東京都立科学技

術大学大学院工学研究科電子情

報システム専攻及び工学システム

専攻修了。博士（工学）（東京都立

科学技術大学）。 

本学短期大学部講師を経て平成

12 年度より本学助教授。平成 19

年度より本学教授に就任。 

日本知能情報ファジィ学会及びシ

ステム制御情報学会正会員、日本

経営システム学会理事、国際環境

マネジメント学会常任理事。日本ロ

ジスティクスシステム学会理事。 
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Ⅶ 担当者略歴紹介 
 

 

専任教員略歴一覧 

教員名 職名 専門分野 研究テーマ 略      歴 

佐藤 勝尚 
研究科長

教授 

生産政策／マネ

ジメント、マネジメ

ントシステム 

事業戦略の研究 

人的資本マネジメン

トの研究 

経営行動に関する

調査・研究 

上智大学理工学部物理学科卒

業、慶応義塾大学大学院経営管

理研究科経営学修士修了。 

京セラ（株）主任研究員、長野大

学産業社会学部専任講師、助教

授、教授を経て、平成８年度より本

学教授に就任。平成 15 年度より

研究科長。 

太原科技大学名誉教授。山西工

商学院名誉教授。 

日本ロジスティクスシステム学会理

事・副会長。国際環境マネジメント

学会常務理事。 

中野 聡 教授 
近現代ヨーロッパ

経済史・社会史 

EU 社会経済モデル

に関する研究 

EU 社会政策に関す

る研究 

慶応義塾大学経済学研究科単位

取得退学、ウォーリック大学(イギリ

ス)社会史研究所卒業(Ph.D.)。平

成 8 年度より本学経営情報学部講

師、平成１２年度より准教授、平成

17 年度より教授に就任。 

見目 喜重 教授 
エネルギー工学 

エネルギー経済学

再生可能エネルギ

ー・システムの最適

運用法・導入評価に

関する研究 

エネルギー・環境政

策に関する研究 

豊橋技術科学大学工学部電気・

電子工学課程卒業。豊橋技術科

学大学大学院工学研究科修士課

程電気・電子工学専攻修了。豊橋

技術科学大学大学院工学研究科

博士後期課程総合エネルギー工

学専攻修了。 

豊橋技術科学大学工学部電気・

電子工学系助手、本学短期大学

部非常勤講師を経て、平成 14 年

度より本学講師、平成 16 年度より

助教授に就任。平成 21 年度本学

教授に就任。博士（工学） （豊橋

技術科学大学）。 

今井 正文 教授 経営システム工学

経営システムのモデ

ル化に関する研究 

遺 伝 的 ア ル ゴ リ ズ

ム、ニューラルネット

ワーク、分散処理を

用いたカオス時系列

予測に関する研究 

東京都立科学技術大学工学部管

理工学科卒業。東京都立科学技

術大学大学院工学研究科電子情

報システム専攻及び工学システム

専攻修了。博士（工学）（東京都立

科学技術大学）。 

本学短期大学部講師を経て平成

12 年度より本学助教授。平成 19

年度より本学教授に就任。 

日本知能情報ファジィ学会及びシ

ステム制御情報学会正会員、日本

経営システム学会理事、国際環境

マネジメント学会常任理事。日本ロ

ジスティクスシステム学会理事。 

 

 

非常勤教員略歴一覧 

教員名 職名 専門分野 研究テーマ 略      歴 

唐澤 豊 客員教授

ロジスティクス経

営管理 

情報システム工学

ロジスティクス工学

に関する研究 

情報工学に関する

研究 

経営システムに関

する研究 

神奈川大学名誉教授。工学博士 

早稲田大学卒業、京都大学工学

博士、専修大学教授、秋田国際

教養大学教授、東京大学非常勤

講師、早稲田大学非常勤講師、

神奈川大学大学院工学研究科教

授、日本ロジスティクスシステム学

会名誉会長 

 



20

 

Ⅷ 〔参考資料〕小論文（Essay）の書き方のポイント
 

 

１．論文の書き方の手順 
① まず主題（Subject）を選ぶ。 

② この主題の中からテーマ（Topic）を選ぶ。 

③ 論文を書く目的（Purpose）をはっきりさせる。 

（例） 

環境問題を主題に選び、その上で熱帯雨林というテーマに焦点を合わせることを決める。そして、こ

の論文を書く目的をはっきりさせる。この目的とは熱帯雨林というテーマについて何をいいたいかをひと

言で表現する。この表現をThesis Statementという。 

 

● 論文ではこの目的（Thesis Statement）を最初に書くこと 

 
２．目的の書き方（Thesis Statement） 

基本は次の４つのスタイルから選んで書く 

（１） 疑問を投げかける方法（Question） 

例えば｢熱帯雨林が減少することは何を意味しているか？｣と問いかけ、論文の中で事実関係を示

しながら、説明し答えていく。 

（２） 証明を求める方法（Purpose） 

例えば、｢熱帯雨林の減少が地球温暖化に影響を与えているか｣という仮説を投げかけて、論文の

中で事実を使いながらこの命題を証明するか、あるいは否定的に証明するもの。 

（３） ふたつ以上のものを比較して問題提起をする方法（Contrast） 

例えば｢熱帯雨林の保護に関して、先進国と発展途上国では利害も違うし、考え方も異なる｣とし

て論文の中でふたつの異なる立場を対比（Contrast）させながら説明する。 

（４） 主題に関しての要約を書く方法（Summary） 

例えば｢熱帯雨林の減少が、地球の気候やオゾン層に影響を与えているのではないかということに

関し、学者や政治家の協同作業が進められている｣という要約をする。 

 
３．資料の収集 

以上の問題意識をもとに資料を収集する。参照文献やインターネットで情報を集める。この情報をカード

に集積していくとよい。カードには次の事項もあわせて記入する必要がある。 

・ 著者名 

・ タイトル 

・ 出版社 

・ 出版年月 

これらは後で脚注（Footnote）や参考書目録（Bibliography）を作るために必要である。 

 

（１） カードの書き方 

① １枚のカードの表にはひとつの情報だけを書く。 

② このカードの裏には上記の著者名、タイトル、出版社名、出版年月を書く。 

③ 各カードには｢見出し｣あるいは｢質問｣を一番上に書くとよい。見出しは選んだTopicに沿って作る。 

④ カードの書き方は直接引用する場合はその部分を書き写す。しかし原則は対象となる部分を要

約してカードに書く。それも自分の言葉で要約することが大切。 

 

４．論文のアウトライン 
以上のカードをもとに次のようにアウトラインを作る。 

 

Ⅰ．Main Topic･･･恐竜が約6500万年前に絶滅したのはなぜか。 

A．Subtopic 

恐竜は約一億一千万年の間、地球に生息していた。 

B．Subtopic 

彼らが突然消えた理由はわからない。 

 

Ⅱ ．Main Topic･･･絶滅の原因が隕石の衝突だという説がある。 

A．Subtopic 

放射能を伴う大気の存在。 

B．Subtopic 

地球の環境が大きく変わった。 

１．Detail 食料の変化 

２．Detail 寒い気候 

 

Ⅲ．Main Topic･･･毛皮や羽毛に覆われた小動物は生き延びた。 

A．Subtopic 

大きさ：小さい方が便利 

１．Detail 穴の中にもぐりこむ 

２．Detail 食料も少なくてすむ 

B．Subtopic 

性質：寒さに強い 

１．Detail 毛皮は暖かい 

２．Detail 温血動物 

以上のような形でアウトラインを作っていくと小論文の体をなしてくる。さらにいくつかの単語だけで示され

たアウトラインの各見出しを簡潔な文章で書き直す。それらの文章は各トピックの中で中心的な位置づけと

なる。 

 

（１） 最後にアウトラインを何度か修正した上、導入部（Introduction）と結論（Conclusion）がきちんと入っ

ているか確認する。 

（２） 導入部にはこの小論文の目的が書かれていなければならない。 

（３） 結論の部分には小論文の重要なポイントが要約されていなくてはならない。そして、それらのポイント

が小論文の目的とどのような関係があるか示していなければならない。 
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Ⅷ 〔参考資料〕小論文（Essay）の書き方のポイント
 

 

１．論文の書き方の手順 
① まず主題（Subject）を選ぶ。 

② この主題の中からテーマ（Topic）を選ぶ。 

③ 論文を書く目的（Purpose）をはっきりさせる。 

（例） 

環境問題を主題に選び、その上で熱帯雨林というテーマに焦点を合わせることを決める。そして、こ

の論文を書く目的をはっきりさせる。この目的とは熱帯雨林というテーマについて何をいいたいかをひと

言で表現する。この表現をThesis Statementという。 

 

● 論文ではこの目的（Thesis Statement）を最初に書くこと 

 
２．目的の書き方（Thesis Statement） 

基本は次の４つのスタイルから選んで書く 

（１） 疑問を投げかける方法（Question） 

例えば｢熱帯雨林が減少することは何を意味しているか？｣と問いかけ、論文の中で事実関係を示

しながら、説明し答えていく。 

（２） 証明を求める方法（Purpose） 

例えば、｢熱帯雨林の減少が地球温暖化に影響を与えているか｣という仮説を投げかけて、論文の

中で事実を使いながらこの命題を証明するか、あるいは否定的に証明するもの。 

（３） ふたつ以上のものを比較して問題提起をする方法（Contrast） 

例えば｢熱帯雨林の保護に関して、先進国と発展途上国では利害も違うし、考え方も異なる｣とし

て論文の中でふたつの異なる立場を対比（Contrast）させながら説明する。 

（４） 主題に関しての要約を書く方法（Summary） 

例えば｢熱帯雨林の減少が、地球の気候やオゾン層に影響を与えているのではないかということに

関し、学者や政治家の協同作業が進められている｣という要約をする。 

 
３．資料の収集 

以上の問題意識をもとに資料を収集する。参照文献やインターネットで情報を集める。この情報をカード

に集積していくとよい。カードには次の事項もあわせて記入する必要がある。 

・ 著者名 

・ タイトル 

・ 出版社 

・ 出版年月 

これらは後で脚注（Footnote）や参考書目録（Bibliography）を作るために必要である。 

 

（１） カードの書き方 

① １枚のカードの表にはひとつの情報だけを書く。 

② このカードの裏には上記の著者名、タイトル、出版社名、出版年月を書く。 

③ 各カードには｢見出し｣あるいは｢質問｣を一番上に書くとよい。見出しは選んだTopicに沿って作る。 

④ カードの書き方は直接引用する場合はその部分を書き写す。しかし原則は対象となる部分を要

約してカードに書く。それも自分の言葉で要約することが大切。 

 

４．論文のアウトライン 
以上のカードをもとに次のようにアウトラインを作る。 

 

Ⅰ．Main Topic･･･恐竜が約6500万年前に絶滅したのはなぜか。 

A．Subtopic 

恐竜は約一億一千万年の間、地球に生息していた。 

B．Subtopic 

彼らが突然消えた理由はわからない。 

 

Ⅱ ．Main Topic･･･絶滅の原因が隕石の衝突だという説がある。 

A．Subtopic 

放射能を伴う大気の存在。 

B．Subtopic 

地球の環境が大きく変わった。 

１．Detail 食料の変化 

２．Detail 寒い気候 

 

Ⅲ．Main Topic･･･毛皮や羽毛に覆われた小動物は生き延びた。 

A．Subtopic 

大きさ：小さい方が便利 

１．Detail 穴の中にもぐりこむ 

２．Detail 食料も少なくてすむ 

B．Subtopic 

性質：寒さに強い 

１．Detail 毛皮は暖かい 

２．Detail 温血動物 

以上のような形でアウトラインを作っていくと小論文の体をなしてくる。さらにいくつかの単語だけで示され

たアウトラインの各見出しを簡潔な文章で書き直す。それらの文章は各トピックの中で中心的な位置づけと

なる。 

 

（１） 最後にアウトラインを何度か修正した上、導入部（Introduction）と結論（Conclusion）がきちんと入っ

ているか確認する。 

（２） 導入部にはこの小論文の目的が書かれていなければならない。 

（３） 結論の部分には小論文の重要なポイントが要約されていなくてはならない。そして、それらのポイント

が小論文の目的とどのような関係があるか示していなければならない。 
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５．論文の基本構成 
まず、最初に結論を書く。そしてその理由を３つ書く。それら３つの理由の中に具体的な例示や補強材

料を３つ入れる。そして、再び最後に結論を書く。 

 

（構成例） 

｢日本経済の将来というテーマ｣で構成すると次のようになる。 

結論：日本経済は長期下降局面にある 

 

理由１：少子高齢化問題 

例１：労働人口の減少 

例２：女性の社会進出を阻む壁（企業内での差別と保育政策の貧困） 

例３：国の借金680兆円はもはや返せない 

 

理由２：キャッチアップ効果が期待できない 

例１：技術貿易は既に受け取り超過 

例２：労働生産性はアメリカの半分程度 

例３：ソフトウェア分野は弱い 

 

理由３：規制改革が進まない 

例１：バラマキ政治 

例２：既得権益グループのエゴ 

例３：優秀な人材、企業の海外流出 

 

結論：日本経済の生産性の向上に見込めず21世紀半ばには経済力は衰えてくる 



５．論文の基本構成 
まず、最初に結論を書く。そしてその理由を３つ書く。それら３つの理由の中に具体的な例示や補強材

料を３つ入れる。そして、再び最後に結論を書く。 

 

（構成例） 

｢日本経済の将来というテーマ｣で構成すると次のようになる。 

結論：日本経済は長期下降局面にある 

 

理由１：少子高齢化問題 

例１：労働人口の減少 

例２：女性の社会進出を阻む壁（企業内での差別と保育政策の貧困） 

例３：国の借金680兆円はもはや返せない 

 

理由２：キャッチアップ効果が期待できない 

例１：技術貿易は既に受け取り超過 

例２：労働生産性はアメリカの半分程度 

例３：ソフトウェア分野は弱い 

 

理由３：規制改革が進まない 

例１：バラマキ政治 

例２：既得権益グループのエゴ 

例３：優秀な人材、企業の海外流出 

 

結論：日本経済の生産性の向上に見込めず21世紀半ばには経済力は衰えてくる 
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開講年度・開講学期 2021 年度 春学期～秋学期 授業コード 50010

科目 5001 現代経済特論 授業種別
春学期（週間授業）、秋学期（週間
授業）

担当教員 中野　聡 単位数 4

その他担当者

授業概要

経済のグローバル化がさらなる進展を遂げ、先進資本主義緒国の経済・社会政策が自由主義的
転回を遂げるにつれ、多様な社会的課題（少子高齢化、労働市場の分断、格差と貧困、福祉国
家の危機、環境問題など）が改めてクローズアップされるようになった。本講座では、戦後体
制の考察を通して、その民主的遺産を次世代に繋げる可能性を検討する。特に、将来の社会経
済システムの構想が時代的に求められていることに鑑み、欧州 (EU と加盟諸国）における、ま
たグローバル経済における（代替的）社会と経済、公共政策のあり方を学び、その評価を試みる。
授業では、読書と輪読、レポートの作成、報告を通し、参加者が各自の視点を形成することを
支援する。また、論文構成の方法を学び、修士論文に繋げる。

ディプロマポリシー DP1 DP2 DP3

ディプロマポリシーと
の関連性

◎

授業の到達目標
現代資本主義論の習得やディスカッションを通し、① 先進諸国の戦後社会経済体制の基本的構
成要素、② 1980 年代以降の新自由主義の時代におけるその変化、③ そうした変化の妥当性に
関する理解を、学習者各自が獲得すること。

テキスト（教科書） 英文テキストを開講時に指示する。

参考書および参考文献

受講条件 洋書講読（英文）に支障がないこと。

事前・事後学習 (内容・
時間）

予習・復習の内容（各コマあたり 4時間相当）
指示された論文・著書等の次回学ぶ箇所を要約し、授業中に議論すべき論点を整理する。

成績評価 授業参加および中間、期末論文による評価。

評価項目 割合 評価基準

授業参加 20％ 学修準備がされていること

中間および期末論文 80％ 論文の適切性

授業の実施方法と授業
計画

現代資本主義に関する著書の輪読と考察。特に、多様な資本主義 (varieties of capitalism)
とグローバリゼーションに関する著書（英文）の中から、受講生の関心等に鑑みて複数のテキ
ストを選択する。授業は自主学習（アクティブラーニング）ベースで進め、ディスカッション
を伴う。

・B. Hancke ed.(2009) Debating Varieties of Capitalism, Oxford: Oxford University Press.
・C. Crouch (1999) Social Change in Western Europe, Oxford: Oxford University Press.
・レスター・サロー「知識資本主義」（ダイヤモンド社、2004.9、1800 円）
・クライブ・ハミルトン「経済成長神話からの脱却」（アスペクト、2004.11、1600 円）

複数回レポートを課し、要約と議論の論点の整理と議論を行う。最終論文の作成を通し、基礎
的な研究倫理を再学習する。なお、レポートと論文に関しては、フィードバック（校正と再提出）
を行う。

ナンバリング EIAM5001
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開講年度・開講学期 2021 年度 春学期～秋学期 授業コード 50220

科目 5022 国際経営特論 授業種別
春学期（週間授業）、秋学期（週間
授業）

担当教員 唐澤　豊 単位数 4

その他担当者

授業概要

　国際経営を多国籍企業を中心としてその経営の基本、特徴並びに日本企業との比較につい
ての理解を第一義的な目的とする。次いで、国際経済日本における外資系企業の経営特性並
びにその課題を通して國際経営上のコンフリクトと克服策を検討する。特に、現地化政策

（Localization) と中央管理 (Centralization) について夫々の特徴と今後の方向性について論
点を絞る。具体的には多国籍企業の全般的な経営について言及し、次いでサブシステムである
販売、マーケティング、生産、資材購買・国際調達、ロジスティクス、人事労務、情報及び財
務等について考察し、日本企業との比較を通して多国籍企業経営の本質を理解すると共に多国
籍化を展開する際の経営上の問題点である文化、風土、価値観、社会生成環境、経済、政治等
について日本における過去の事例に基づいて考察する。最後に、多国籍企業の経営戦略の構造
体系である環境分析、目標設定、戦略策定、隘路事項、影響要因、資源の検討、新規事業の機
会を習得し、経営戦略展開の基本と実態を理解する。更に、関連する分野に就いては、定量的
並びに定性的なケース研究を行い補足する。　

ディプロマポリシー DP1 DP2 DP3

ディプロマポリシーと
の関連性

◎

授業の到達目標

基本的に下記に準拠する：
　① Q&A
　② Home Work
　③プレゼンテーション及びディスカッション
　④ Small Test 及びディスカッション　

テキスト（教科書）
講義ノート、経営戦略ケースマニュアル
其の他補足資料を随時指示する。

参考書および参考文献
　：基本資料は随時配布する。参考文献：「外資系企業の限界」　唐澤豊　著　有斐閣
　補足資料：｢. 多国籍企業の定義」、「日中米その他の経営特性の比較」 等必要に応じ随時配布

受講条件 特になし

事前・事後学習 (内容・
時間）

予習・復習の内容（各コマあたり 4時間相当）
・講義と共に個人別に予習、発表、議論、コメントの授業形式を採用する。

成績評価 ・レポートの提出及び通常点に依って評価する。但し、全講義の 70％以上の出席を条件とする。

評価項目 割合 評価基準

レポート 50％ 講義内容の理解度

通常点 50％ 通常点

授業の実施方法と授業
計画

国際経営特論の授業計画は下記の通りである。特にわが国に於ける国際企業のオペレーション
を日米比較を通して、その特徴を論じる。
 1. 国際企業・多国籍企業：定義、発展プロセス、経営基盤の比較　～ 3回
 2. 外資系企業の実態：現況、参入・撤退、位置、成功要国、戦略　～１回
 3. 経営戦略：基本的な考え方、戦略策定、評価方法　～ 3回
 4. 雇用並びに人事組織：終身雇用制度、ジョブホッピング制度、組織、給与制度、採用　～3回
 5. マーケティング：基本的な考え方、戦略、流通チャネル、グローバルシステムの特徴、組織、 
　　評価方法　～ 3回
 6. グローバル生産システムの特徴、戦略、評価方法　～ 2回
 7. グローバル調達戦略と基本管理方式～ 2回
 8. グローバルロジスティクスシステムの特徴、戦略、評価方法　～ 3回
 9. グローバル研究開発システムの特徴、戦略、評価方法　～ 2回
10. グローバル財務システムの特徴、戦略、制度及び財務監査と業務監査　～ 2回
11. 意思決定プロセス：基本的な考え方、メカニズム、グローバルシステムの特徴、構造～ 2回
12. 多国籍企業の経営戦略の体系と展開～ 4回
基本項目ごとに発表とディスカッション形式を採用。

ナンバリング EIBM5002

開講年度・開講学期 2021 年度 春学期～秋学期 授業コード 50250

科目 5025 人的資源管理特論 授業種別
春学期（週間授業）、秋学期（週間
授業）

担当教員 佐藤　勝尚 単位数 4

その他担当者

授業概要

本科目では、組織における人的資源管理について理解を深めることを目的とする。企業をはじ
めとする組織は、組織を構成する一人一人によって支えられている。その組織の存続やその組
織が掲げる目標を達成することができるかは、組織メンバーがやる気を持って、よりよく働く
ことができるかどうかにかかっている。
講義を通じて、組織メンバーがやる気を持ってよりよく働く組織を作り上げるための知識につ
いて学習していく。

ディプロマポリシー DP1 DP2 DP3

ディプロマポリシーと
の関連性

◎

授業の到達目標
1. 人的資源管理の基本的な理論を習得する
2. 理論を用いて、身の回りの組織を分析・理解・説明できるようになる
3. 学習したことを研究や論文の執筆に活かす

テキスト（教科書） 履修者の興味関心に合わせてテキストを決定します。

参考書および参考文献

受講条件

事前・事後学習 (内容・
時間）

適宜指示する。

成績評価 授業における報告内容や、ディスカッションに対する貢献度を総合的に評価する。

評価項目 割合 評価基準

授業における報告内容 70％ 講義内容の理解度

ディスカッションに対
する貢献度

30％ ディスカッションに対する貢献度

授業の実施方法と授業
計画

受講生は，各自がテキストを分担、報告し、その内容についてクラス全体で討論する。

【前期】
第 1回　イントロダクション
第 2回～第 14 回　人的資源管理論に関する文献輪読
第 15 回　まとめ

【後期】
第 1回　イントロダクション
第 2回～第 14 回　人的資源管理論に関する文献輪読
第 15 回　まとめ

なお、受講生に応じ、授業内容の一部が変更されることがある。

ナンバリング
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開講年度・開講学期 2021 年度 春学期～秋学期 授業コード 50220

科目 5022 国際経営特論 授業種別
春学期（週間授業）、秋学期（週間
授業）

担当教員 唐澤　豊 単位数 4

その他担当者

授業概要

　国際経営を多国籍企業を中心としてその経営の基本、特徴並びに日本企業との比較につい
ての理解を第一義的な目的とする。次いで、国際経済日本における外資系企業の経営特性並
びにその課題を通して國際経営上のコンフリクトと克服策を検討する。特に、現地化政策
（Localization) と中央管理 (Centralization) について夫々の特徴と今後の方向性について論
点を絞る。具体的には多国籍企業の全般的な経営について言及し、次いでサブシステムである
販売、マーケティング、生産、資材購買・国際調達、ロジスティクス、人事労務、情報及び財
務等について考察し、日本企業との比較を通して多国籍企業経営の本質を理解すると共に多国
籍化を展開する際の経営上の問題点である文化、風土、価値観、社会生成環境、経済、政治等
について日本における過去の事例に基づいて考察する。最後に、多国籍企業の経営戦略の構造
体系である環境分析、目標設定、戦略策定、隘路事項、影響要因、資源の検討、新規事業の機
会を習得し、経営戦略展開の基本と実態を理解する。更に、関連する分野に就いては、定量的
並びに定性的なケース研究を行い補足する。　

ディプロマポリシー DP1 DP2 DP3

ディプロマポリシーと
の関連性

◎

授業の到達目標

基本的に下記に準拠する：
　① Q&A
　② Home Work
　③プレゼンテーション及びディスカッション
　④ Small Test 及びディスカッション　

テキスト（教科書）
講義ノート、経営戦略ケースマニュアル
其の他補足資料を随時指示する。

参考書および参考文献
　：基本資料は随時配布する。参考文献：「外資系企業の限界」　唐澤豊　著　有斐閣
　補足資料：｢. 多国籍企業の定義」、「日中米その他の経営特性の比較」 等必要に応じ随時配布

受講条件 特になし

事前・事後学習 (内容・
時間）

予習・復習の内容（各コマあたり 4時間相当）
・講義と共に個人別に予習、発表、議論、コメントの授業形式を採用する。

成績評価 ・レポートの提出及び通常点に依って評価する。但し、全講義の 70％以上の出席を条件とする。

評価項目 割合 評価基準

レポート 50％ 講義内容の理解度

通常点 50％ 通常点

授業の実施方法と授業
計画

国際経営特論の授業計画は下記の通りである。特にわが国に於ける国際企業のオペレーション
を日米比較を通して、その特徴を論じる。
 1. 国際企業・多国籍企業：定義、発展プロセス、経営基盤の比較　～ 3回
 2. 外資系企業の実態：現況、参入・撤退、位置、成功要国、戦略　～１回
 3. 経営戦略：基本的な考え方、戦略策定、評価方法　～ 3回
 4. 雇用並びに人事組織：終身雇用制度、ジョブホッピング制度、組織、給与制度、採用　～3回
 5. マーケティング：基本的な考え方、戦略、流通チャネル、グローバルシステムの特徴、組織、 
　　評価方法　～ 3回
 6. グローバル生産システムの特徴、戦略、評価方法　～ 2回
 7. グローバル調達戦略と基本管理方式～ 2回
 8. グローバルロジスティクスシステムの特徴、戦略、評価方法　～ 3回
 9. グローバル研究開発システムの特徴、戦略、評価方法　～ 2回
10. グローバル財務システムの特徴、戦略、制度及び財務監査と業務監査　～ 2回
11. 意思決定プロセス：基本的な考え方、メカニズム、グローバルシステムの特徴、構造～ 2回
12. 多国籍企業の経営戦略の体系と展開～ 4回
基本項目ごとに発表とディスカッション形式を採用。

ナンバリング EIBM5002

開講年度・開講学期 2021 年度 春学期～秋学期 授業コード 50250

科目 5025 人的資源管理特論 授業種別
春学期（週間授業）、秋学期（週間
授業）

担当教員 佐藤　勝尚 単位数 4

その他担当者

授業概要

本科目では、組織における人的資源管理について理解を深めることを目的とする。企業をはじ
めとする組織は、組織を構成する一人一人によって支えられている。その組織の存続やその組
織が掲げる目標を達成することができるかは、組織メンバーがやる気を持って、よりよく働く
ことができるかどうかにかかっている。
講義を通じて、組織メンバーがやる気を持ってよりよく働く組織を作り上げるための知識につ
いて学習していく。

ディプロマポリシー DP1 DP2 DP3

ディプロマポリシーと
の関連性

◎

授業の到達目標
1. 人的資源管理の基本的な理論を習得する
2. 理論を用いて、身の回りの組織を分析・理解・説明できるようになる
3. 学習したことを研究や論文の執筆に活かす

テキスト（教科書） 履修者の興味関心に合わせてテキストを決定します。

参考書および参考文献

受講条件

事前・事後学習 (内容・
時間）

適宜指示する。

成績評価 授業における報告内容や、ディスカッションに対する貢献度を総合的に評価する。

評価項目 割合 評価基準

授業における報告内容 70％ 講義内容の理解度

ディスカッションに対
する貢献度

30％ ディスカッションに対する貢献度

授業の実施方法と授業
計画

受講生は，各自がテキストを分担、報告し、その内容についてクラス全体で討論する。

【前期】
第 1回　イントロダクション
第 2回～第 14 回　人的資源管理論に関する文献輪読
第 15 回　まとめ

【後期】
第 1回　イントロダクション
第 2回～第 14 回　人的資源管理論に関する文献輪読
第 15 回　まとめ

なお、受講生に応じ、授業内容の一部が変更されることがある。

ナンバリング



28

開講年度・開講学期 2021 年度 春学期～秋学期 授業コード 50280

科目 5028 生産マネジメント特論 授業種別
春学期（週間授業）、秋学期（週間
授業）

担当教員 佐藤　勝尚 単位数 4

その他担当者

授業概要
本コースは企業活動全体の中で「生産機能」が果たす役割を生産システムとしてとらえ、①生産に関す
る主要な基本知識の体系的な理解をはかり、②生産システムに関連した主要な管理システムを解説する。

ディプロマポリシー DP1 DP2 DP3

ディプロマポリシーと
の関連性

◎

授業の到達目標

①生産の概要が詳細に説明できる
②生産方式と生産方式のタイプを説明できる
③生産計画と統制の方法が説明できる
④資材管理、品質管理など生産に関わる主要な管理方式が説明できる
⑤ JIT 生産を詳細に説明できる
⑥生産情報のシステム化の概要が説明できる
⑦グローバル化におけるメーカーの進むべき方向を解説できる
⑧上記①から⑦における改善案を提示できる
⑨経営における生産の果たす役割を環境、競争、商品などの観点より説明できる

テキスト（教科書） 適宜講義なかで紹介する

参考書および参考文献 適宜、参考文献を紹介する。

受講条件 なし

事前・事後学習 (内容・
時間）

①予習・復習の内容（各コマあたり 2時間相当）
　事前に指定した文献を熟読しておくこと。また、講義後に再度講義内容を復讐しておくこと。
②自分の好きな製品の構造をネットで調べておくこと。
③近年、アジア諸国へのメーカー（生産企業）の進出が著しいが、また一方では国内への回帰も見ら 
　れる。これら企業の動向を「日本経済新聞」や「日経ビジネス」等を読んで理解しておくこと。

成績評価 授業の到達目標の達成度を評価する。

評価項目 割合 評価基準

中間試験 30％ 講義内容の理解度

定期試験 40％ 講義内容の理解度

課題レポート 30％ 課題に対する内容の適切度

授業の実施方法と授業
計画

Ⅰ部生産マネジメントの基本
第 １回　イントロダクション　－生産概念の理解（物造りとは何だろうか）
第 ２回　経営における生産機能　－経営活動における物造りの役割とは－
第 ３回　生産方式と生産方式のタイプ　－物造りのタイプとその方式－
第 ４回　生産計画　－生産活動を計画するとは何をすることか－
第 ５回　生産統制　－生産活動のコントロールの方法
第 ６回　資材管理　－資材の種類とその管理方法－
第 ７回　総合的品質管理　－日本的品質管理の特徴と TQM
第 ８回　日本型生産システムの特徴　－日本の生産システムの特徴
第 ９回　国際資材管理　－グローバルの中での資材物流と資材管理－
第 10 回　FA　－工場の自動化のあり方－
第 11 回　JIT と MRP(1) －トヨタ生産方式の特徴とジャスト・イン・タイムの本質－
第 12 回　JIT と MRP(2) －資材の所要量の計画と処理計算－
第 13 回　生産情報管理（POP システム）－生産における情報の管理はいかにするべきか－
第 14 回　CIM　－コンピュータによる統合的生産管理のシステム化－
第 15 回　グローバル化時代のメーカーの進むべき道－
Ⅱ部　生産システムの改善
第 １回　生産システムの競争力
第 ２回　開発と生産のプロセス分析１
第 ３回　開発と生産のプロセス分析２
第 ４回　生産の歴史分析
第 ５回　生産の競争力の管理
第 ６回　生産性管理と改善
第 ７回　納期改善・工程改善１
第 ８回　納期改善・工程改善２
第 ９回　品質改善
第 10 回　フレキシビリティ１ー部品
第 11 回　フレキシビリティ２－工程
第 12 回　生産戦略１
第 13 回　グローバル化に「おける生産戦略」
第 14 回　総合商品力と生産
第 15 回　生産と環境問題　
ただし、受講学生の習熟度により授業計画を変更することがある
なお、授業の節目。節目において課題レポートを課すので、翌週にレポートを提出すること。フィー
ドバックは、提出されたその日に解説をする。

ナンバリング EIBM5007

開講年度・開講学期 2021 年度 春学期～秋学期 授業コード 50290

科目 5029 経営情報特論 授業種別
春学期（週間授業）、秋学期（週間
授業）

担当教員 唐澤　豊 単位数 4

その他担当者

授業概要

　経営情報システムの特質と経営情報システム設計の本質的な課題についての理解を第一義的な目的
とする。具体的には経営構造と情報システムについて言及し、経営における戦略情報、計画情報、管
理情報並びに業務情報の基本をマクロ並びにサブシステムベースで理解する。
 経営情報システム設計の基本スタンスは金額的価値をベースとした理論が中心であったが、物の流
れを軸としたシステム設計論（唐澤理論）を提案し、研究を重ねている。更に、経営情報システムを
情報の循環理論（唐澤理論）をベースとして展開している点が本講義の最大の特徴である。本講義は、
経営情報システムをその基礎理論から、具体的な展開の仕方について検討することにある。併せて、
意思決定理論の基本理論を理解する。具体的な内容は以下の通りである。
①経営情報システムの基本的な定義
②経営情報システムの発展
③経営構造と情報システム
④意思決定支援システムと意思決定理論の基本
⑤システム設計論
⑥経営情報システム設計の基本スタンス
⑦経営情報システムの設計の推進方法
上記講義により、経営における情報循環理論をベースに実践的な経営情報システムの設計方法を理解する。

ディプロマポリシー DP1 DP2 DP3

ディプロマポリシーと
の関連性

◎

授業の到達目標

1. 経営情報システム関連理論の理解
2. 経営情報システム設計の基本スタンスの理解
3. システム設計論の理解
4. 情報循環理論の理解
5. 経営戦略・経営計画・経営管理・経営業務等の仕組みの理解
6. 経営情報システム設計の基本の理解
7. 実社会における経営情報システム設計の基本となる事項の理解
8. 業務・管理・計画・戦略に於ける相互簡構造マトリックスをベースとした基本データ構造の理解
9. 意思決定システムと基礎理論の理解

テキスト（教科書）

　テキスト：「情報システムの分析・設計」 唐沢豊著  オーム社  
　講義ノート：経営情報システムの定義、経営情報システムの設計、経営情報システムの発展、経営
　　　　　　　情報システム設計の唐澤理論、経営計画システムの構造的体系、意思決定理論の全般、
　　　　　　　意思決定理論の理解と計算問題、その他。
　但し、 原則として講義時に配布する。
　参考文献： 特になし

参考書および参考文献「経営情報システムの設計と分析」　唐澤豊著　オーム社、都度指示

受講条件 特になし

事前・事後学習 (内容・
時間）

予習・復習の内容（各コマあたり 4時間相当）
・基本部分は講義形式をとる。
・予習・発表・議論・考察の授業形式とする。
・特に、ディスカッションを通じて理解を深める。

成績評価
1. レポートの提出とその内容 ,Small Test、Presentation 及び Q&A 等に依って評価する。
   但し、全講義の 70％以上の出席を条件とする。
2. 授業外の学習方法：テキストによる予習及び復習を都度指示する。

評価項目 割合 評価基準

レポート

Small Test

Presentation 及び Q＆ A

授業の実施方法と授業
計画

経営情報システムの授業計画は下記の通りである。
1. 経営情報システムの基本：情報の定義、種類、経営情報システムの定義  ～ 2 回
2. 経営情報システムの発展：経営情報システムと経営思想、企業経営、意思決定支援システム ～ 2回
3. 経営構造と情報システム：経営戦略の枠組と基本構造、経営計画とシステム、情報循環理論                         
　　　　　　　　　　　　　　の展開、経営情報システム設計の枠組  ～ 4 回
4. 意思決定支援システム：意思決定支援システムの歴史・定義、リレーショナル型意思決定論の概要・
　　　　　　　　　　　　基本理論の理解と計算～ 6回
5. システム設計の接近方法と経営戦略システムの構造と設計～ 1回
6. 総合計画の構造と分析と設計～ 2回
7. 個別長期計画の分析と設計 ：販売計画、長期生産計画、長期購買計画、長期ロジスティクス 計画、
　 長期研究開発計画、長期人事・組織計画、長期経理・財務計画～ 10 回
8. 基本管理システムの構造と分析・設計～１回
9. 基本業務システムの構造と分析・設計～ 1回
10. システム設計の要点 ：演繹法と帰納法、ミクロとマクロ分析～ 1回

ナンバリング EIBM5008
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開講年度・開講学期 2021 年度 春学期～秋学期 授業コード 50280

科目 5028 生産マネジメント特論 授業種別
春学期（週間授業）、秋学期（週間
授業）

担当教員 佐藤　勝尚 単位数 4

その他担当者

授業概要
本コースは企業活動全体の中で「生産機能」が果たす役割を生産システムとしてとらえ、①生産に関す
る主要な基本知識の体系的な理解をはかり、②生産システムに関連した主要な管理システムを解説する。

ディプロマポリシー DP1 DP2 DP3

ディプロマポリシーと
の関連性

◎

授業の到達目標

①生産の概要が詳細に説明できる
②生産方式と生産方式のタイプを説明できる
③生産計画と統制の方法が説明できる
④資材管理、品質管理など生産に関わる主要な管理方式が説明できる
⑤ JIT 生産を詳細に説明できる
⑥生産情報のシステム化の概要が説明できる
⑦グローバル化におけるメーカーの進むべき方向を解説できる
⑧上記①から⑦における改善案を提示できる
⑨経営における生産の果たす役割を環境、競争、商品などの観点より説明できる

テキスト（教科書） 適宜講義なかで紹介する

参考書および参考文献 適宜、参考文献を紹介する。

受講条件 なし

事前・事後学習 (内容・
時間）

①予習・復習の内容（各コマあたり 2時間相当）
　事前に指定した文献を熟読しておくこと。また、講義後に再度講義内容を復讐しておくこと。
②自分の好きな製品の構造をネットで調べておくこと。
③近年、アジア諸国へのメーカー（生産企業）の進出が著しいが、また一方では国内への回帰も見ら 
　れる。これら企業の動向を「日本経済新聞」や「日経ビジネス」等を読んで理解しておくこと。

成績評価 授業の到達目標の達成度を評価する。

評価項目 割合 評価基準

中間試験 30％ 講義内容の理解度

定期試験 40％ 講義内容の理解度

課題レポート 30％ 課題に対する内容の適切度

授業の実施方法と授業
計画

Ⅰ部生産マネジメントの基本
第 １回　イントロダクション　－生産概念の理解（物造りとは何だろうか）
第 ２回　経営における生産機能　－経営活動における物造りの役割とは－
第 ３回　生産方式と生産方式のタイプ　－物造りのタイプとその方式－
第 ４回　生産計画　－生産活動を計画するとは何をすることか－
第 ５回　生産統制　－生産活動のコントロールの方法
第 ６回　資材管理　－資材の種類とその管理方法－
第 ７回　総合的品質管理　－日本的品質管理の特徴と TQM
第 ８回　日本型生産システムの特徴　－日本の生産システムの特徴
第 ９回　国際資材管理　－グローバルの中での資材物流と資材管理－
第 10 回　FA　－工場の自動化のあり方－
第 11 回　JIT と MRP(1) －トヨタ生産方式の特徴とジャスト・イン・タイムの本質－
第 12 回　JIT と MRP(2) －資材の所要量の計画と処理計算－
第 13 回　生産情報管理（POP システム）－生産における情報の管理はいかにするべきか－
第 14 回　CIM　－コンピュータによる統合的生産管理のシステム化－
第 15 回　グローバル化時代のメーカーの進むべき道－
Ⅱ部　生産システムの改善
第 １回　生産システムの競争力
第 ２回　開発と生産のプロセス分析１
第 ３回　開発と生産のプロセス分析２
第 ４回　生産の歴史分析
第 ５回　生産の競争力の管理
第 ６回　生産性管理と改善
第 ７回　納期改善・工程改善１
第 ８回　納期改善・工程改善２
第 ９回　品質改善
第 10 回　フレキシビリティ１ー部品
第 11 回　フレキシビリティ２－工程
第 12 回　生産戦略１
第 13 回　グローバル化に「おける生産戦略」
第 14 回　総合商品力と生産
第 15 回　生産と環境問題　
ただし、受講学生の習熟度により授業計画を変更することがある
なお、授業の節目。節目において課題レポートを課すので、翌週にレポートを提出すること。フィー
ドバックは、提出されたその日に解説をする。

ナンバリング EIBM5007

開講年度・開講学期 2021 年度 春学期～秋学期 授業コード 50290

科目 5029 経営情報特論 授業種別
春学期（週間授業）、秋学期（週間
授業）

担当教員 唐澤　豊 単位数 4

その他担当者

授業概要

　経営情報システムの特質と経営情報システム設計の本質的な課題についての理解を第一義的な目的
とする。具体的には経営構造と情報システムについて言及し、経営における戦略情報、計画情報、管
理情報並びに業務情報の基本をマクロ並びにサブシステムベースで理解する。
 経営情報システム設計の基本スタンスは金額的価値をベースとした理論が中心であったが、物の流
れを軸としたシステム設計論（唐澤理論）を提案し、研究を重ねている。更に、経営情報システムを
情報の循環理論（唐澤理論）をベースとして展開している点が本講義の最大の特徴である。本講義は、
経営情報システムをその基礎理論から、具体的な展開の仕方について検討することにある。併せて、
意思決定理論の基本理論を理解する。具体的な内容は以下の通りである。
①経営情報システムの基本的な定義
②経営情報システムの発展
③経営構造と情報システム
④意思決定支援システムと意思決定理論の基本
⑤システム設計論
⑥経営情報システム設計の基本スタンス
⑦経営情報システムの設計の推進方法
上記講義により、経営における情報循環理論をベースに実践的な経営情報システムの設計方法を理解する。

ディプロマポリシー DP1 DP2 DP3

ディプロマポリシーと
の関連性

◎

授業の到達目標

1. 経営情報システム関連理論の理解
2. 経営情報システム設計の基本スタンスの理解
3. システム設計論の理解
4. 情報循環理論の理解
5. 経営戦略・経営計画・経営管理・経営業務等の仕組みの理解
6. 経営情報システム設計の基本の理解
7. 実社会における経営情報システム設計の基本となる事項の理解
8. 業務・管理・計画・戦略に於ける相互簡構造マトリックスをベースとした基本データ構造の理解
9. 意思決定システムと基礎理論の理解

テキスト（教科書）

　テキスト：「情報システムの分析・設計」 唐沢豊著  オーム社  
　講義ノート：経営情報システムの定義、経営情報システムの設計、経営情報システムの発展、経営
　　　　　　　情報システム設計の唐澤理論、経営計画システムの構造的体系、意思決定理論の全般、
　　　　　　　意思決定理論の理解と計算問題、その他。
　但し、 原則として講義時に配布する。
　参考文献： 特になし

参考書および参考文献「経営情報システムの設計と分析」　唐澤豊著　オーム社、都度指示

受講条件 特になし

事前・事後学習 (内容・
時間）

予習・復習の内容（各コマあたり 4時間相当）
・基本部分は講義形式をとる。
・予習・発表・議論・考察の授業形式とする。
・特に、ディスカッションを通じて理解を深める。

成績評価
1. レポートの提出とその内容 ,Small Test、Presentation 及び Q&A 等に依って評価する。
   但し、全講義の 70％以上の出席を条件とする。
2. 授業外の学習方法：テキストによる予習及び復習を都度指示する。

評価項目 割合 評価基準

レポート

Small Test

Presentation 及び Q＆ A

授業の実施方法と授業
計画

経営情報システムの授業計画は下記の通りである。
1. 経営情報システムの基本：情報の定義、種類、経営情報システムの定義  ～ 2 回
2. 経営情報システムの発展：経営情報システムと経営思想、企業経営、意思決定支援システム ～ 2回
3. 経営構造と情報システム：経営戦略の枠組と基本構造、経営計画とシステム、情報循環理論                         
　　　　　　　　　　　　　　の展開、経営情報システム設計の枠組  ～ 4 回
4. 意思決定支援システム：意思決定支援システムの歴史・定義、リレーショナル型意思決定論の概要・
　　　　　　　　　　　　基本理論の理解と計算～ 6回
5. システム設計の接近方法と経営戦略システムの構造と設計～ 1回
6. 総合計画の構造と分析と設計～ 2回
7. 個別長期計画の分析と設計 ：販売計画、長期生産計画、長期購買計画、長期ロジスティクス 計画、
　 長期研究開発計画、長期人事・組織計画、長期経理・財務計画～ 10 回
8. 基本管理システムの構造と分析・設計～１回
9. 基本業務システムの構造と分析・設計～ 1回
10. システム設計の要点 ：演繹法と帰納法、ミクロとマクロ分析～ 1回
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開講年度・開講学期 2021 年度 春学期～秋学期 授業コード 50300

科目 5030 起業論特論 授業種別
春学期（週間授業）、秋学期（週間
授業）

担当教員 佐藤　勝尚 単位数 4

その他担当者

授業概要
本コースはアントレプレナーシップを体系的に検討する。事業機会の発見から事業の育成、そ
して刈り取りにいたるまで企業内外でアントレプレナーに必要とされる知見を体系的に講義し、
検討するものである。

ディプロマポリシー DP1 DP2 DP3

ディプロマポリシーと
の関連性

◎

授業の到達目標

①起業家精神のあり方を自己の思いで記述できる。
②事業創造のあり方を詳細に経営機能との関わりで解説できる
③起業という観点より知的資本、インキュベーションの課題を提示できその解決方法を説明できる。
④ベンチャー企業の特徴を事例を通して解説できる。

テキスト（教科書）

①『アントレプレナーシップ』日経 BP 社　ISBN:9784822247294
②『イノベーションとベンチャー企業』　野中郁次郎他　八千代出版　ISBN:9784842912240
③『イノベーション創出の経営学』藤末健三他　白桃書房　ISBN:9784561161523
④その他、プリントを配布する。

参考書および参考文献 適宜、必要文献を紹介する。

受講条件 なし

事前・事後学習 (内容・
時間）

①予習・復習の内容（各コマあたり合計 2時間）
　・指定した教科書を事前に熟読しておくこと
　・講義において、講義内容をまとめておくこと
②日経ビジネスが図書館にあるのでそれに目を通しておくこと。

成績評価 授業の到達目標に対する達成度　

評価項目 割合 評価基準

中間試験 30％ 講義内容の理解度

定期試験 40％ 講義内容の理解度

課題レポート 30％ 課題に対する適切度

授業の実施方法と授業
計画

授業計画　以下の内容を主にとりあげる。
第Ⅰ部　起業家精神と事業創造
　１　起業のプロセス
　２　起業家の成功とは
　３　市場の機会とマーケティング１
　４　市場の機会とマーケティング２
　５　財務計画１
　６　財務計画２
　７　財務予測
　８　ベンチャー・キャピタルとは
　９　フランチャイズ
１０　ハーベスティング
１１　起業家とインターネット
１２　ビジネスプランの事例研究１（グループワーク）
１３　ビジネスプランの事例研究２（グループワーク）
１４　ビジネスプランの基礎１
１５　ビジネスプランの基礎２　
第Ⅱ部 知的資本とインキュベーション　
　１　知的資本とは
　２　企業の再編
　３　企業価値評価
　４　知的資本の考え方
　５　知的資本の評価モデル
　６　知的資本時代における企業モデル
　７　アセットマネジメント
　８　アセットの有効活用とベンチャー企業
　９　ベンチャー・インキュベーション
１０　日本のベンチャー・インキュベーションの課題
１１　日米のベンチャー企業
１２　中国のベンチャー企業
１３　ベンチャーキャピタルの特徴と動向
１４　中国のベンチャーキャピタル
１５　中国のベンチャー企業の事例分析（グループワーク）
ただし、受講学生の習熟度により授業計画を変更することがある
なお、課題レポートを授業の節目、節目において課すので翌週提出すること。フィードバック
は提出後に解説をする。

ナンバリング EIBM5009

開講年度・開講学期 2021 年度 春学期～秋学期 授業コード 50530

科目 5053 ディシジョンメイキング特論 授業種別
春学期（週間授業）、秋学期（週間
授業）

担当教員 今井　正文 単位数 4

その他担当者

授業概要
企業の経営プロセスにおいて、適確なる行動をとる為には適確な意思決定をしなければならない。この講
義では、その為の適確な経営情報を取得する最適化の方法の理解と把握を中心に述べていく。 　

ディプロマポリシー DP1 DP2 DP3

ディプロマポリシーと
の関連性

授業の到達目標
・意思決定論の基礎と基礎的な各種最適化の方法を理解する。
・上記を前提とした応用レベルの最適化手法について理解する。
・データを用いた演習から理論から実践への注意点を理解する。

テキスト（教科書）
特に指定しない。
各回の資料を配布します。

参考書および参考文献

1 中島ー「意思決定入門」日系文庫
2 林「意思決定の基礎」朝倉書店
3 社会科学の数理「ファジイ理論入門」華房
4 宮沢「経済分析と決定理論」東洋経済
5 倉都「カオスで挑む金融市場」講談社

受講条件 特に設定しないが、線形数学などの基礎程度の数学の理解を前提とする。

事前・事後学習 (内容・
時間）

各回の内容について、配布資料に目を通し、課題をやっておくようにしてください（各回 90 分）。各回の
提出された課題について、修正指示をだすので、授業後に修正して再提出してください（各回 90 分）。 
※授業の資料（授業資料、課題ファイル等）は、Classroom にも公開するので、事前に資料に目を通し予習
をして授業にのぞみ、また、授業中にも参照すること。

成績評価 成績は、課題についてのレポートの提出内容によって評価します。　

評価項目 割合 評価基準

課題レポート 100％ 提出内容によって評価します。

授業の実施方法と授業
計画

第 1回
（テーマ）：経営システム工学特論の概論
（内　容）：一般に最適な意思決定の基本的情報・知識を得る方法は、最適化手法が要求される。このコースでは、数理的
　　　　　な理論は、最小限に止め、手法の結果を中心に講義する。原則として各テーマについて，講義と演習を行う。
第 2,3 回
（テーマ）：マネジメントにおける意思決定
（内　容）：マネジメントに要求される意思決定のプロセスと問題解決のプロセス。
第 4,5 回
（テーマ）：意思決定の原理
（内　容）：意思決定の基本として、意思決定の原理を述べる。
第 6,7 回
（テーマ）：AHP(Analytical Hierarchy Process) における意思決定
（内　容）：数学的な手法を適用しない意思決定として有効性が高く、意思決定者の判断基準を考慮した優れた意思決定手
　　　　　法を事例と共に解説する。
第 8,9 回
（テーマ）：感度分析の効用
（内　容）：利益、数量、などの資源配分に関する計画変更を適格に行う方法の決定について、シンプレックス法を使用し
　　　　　て考察する。
第 10,11 回
（テーマ）：多目的計画と AHP
（内  容）：意思決定の目的が、１つでなく多目的である時、目的の整合性を取り最適化する場合を考察する。
第 12,13 回
（テーマ）：Bayesian 意思決定
（内　容）：Bayesian　Approach を適用し、意思決定者の持つ主観的情報を客観的情報に変換する情報修正の方法を考察する。
第 14,15 回
（テーマ）： 階層化意思決定
（内　容）：Interpretive Structural Modeling を適用して、意思決定者が階層構造をより客観的な方法で最適構造を決定
　　　　　する事を考察する。
第 16,17 回
（テーマ）：不測事態に対処する問題解決
（内　容）：経営システムにおける Contigency planning 方法により、どのように問題を解決するかそのアルゴリズムを学
　　　　　習する。
第 18,19 回
（テーマ）：観測データの処理
（内　容）：マルコフチェンを適用したネットワーク上の最適ルート決定を考察する。
第 20,21 回
（テーマ）：時間の計画
（内　容）：プロジェクトにおける所要時間の短縮方法について考察する。
第 22,23 回
（テーマ）：複雑性と soft computing　
（内　容）：複雑なシステムを現象と把握し、それを解決する最近の方法について、soft computing を適用するモデル化が
　　　　　hard computing による方法よりする有効性が大きい事を考察する。
第 24,25 回
（テーマ）：Data mining
（内　容）：多くのデータ群から情報としての知見を得る方法として、 Data mining の適用を述べる。
第 26,27 回
（テーマ）：対象システムの機能評価
（内　容）：対象製品に関する機能を評価し、その価値決定のアプローチについて事例から考察する。
第 28,29 回
（テーマ）：意思決定と数学モデル
（内　容）：数学モデルの意思決定における有効性につぃて、computer との役割の関連性について解説
第 30 回
（テーマ）：まとめ
（内　容）：意思決定と意思決定者の判断構造について　
各回の課題・レポートについては、修正指示をフィードバックするので各自で修正して再提出すること。授業内外での質
問等には毎回の授業でフィードバックを行う。
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開講年度・開講学期 2021 年度 春学期～秋学期 授業コード 50300

科目 5030 起業論特論 授業種別
春学期（週間授業）、秋学期（週間
授業）

担当教員 佐藤　勝尚 単位数 4

その他担当者

授業概要
本コースはアントレプレナーシップを体系的に検討する。事業機会の発見から事業の育成、そ
して刈り取りにいたるまで企業内外でアントレプレナーに必要とされる知見を体系的に講義し、
検討するものである。

ディプロマポリシー DP1 DP2 DP3

ディプロマポリシーと
の関連性

◎

授業の到達目標

①起業家精神のあり方を自己の思いで記述できる。
②事業創造のあり方を詳細に経営機能との関わりで解説できる
③起業という観点より知的資本、インキュベーションの課題を提示できその解決方法を説明できる。
④ベンチャー企業の特徴を事例を通して解説できる。

テキスト（教科書）

①『アントレプレナーシップ』日経 BP 社　ISBN:9784822247294
②『イノベーションとベンチャー企業』　野中郁次郎他　八千代出版　ISBN:9784842912240
③『イノベーション創出の経営学』藤末健三他　白桃書房　ISBN:9784561161523
④その他、プリントを配布する。

参考書および参考文献 適宜、必要文献を紹介する。

受講条件 なし

事前・事後学習 (内容・
時間）

①予習・復習の内容（各コマあたり合計 2時間）
　・指定した教科書を事前に熟読しておくこと
　・講義において、講義内容をまとめておくこと
②日経ビジネスが図書館にあるのでそれに目を通しておくこと。

成績評価 授業の到達目標に対する達成度　

評価項目 割合 評価基準

中間試験 30％ 講義内容の理解度

定期試験 40％ 講義内容の理解度

課題レポート 30％ 課題に対する適切度

授業の実施方法と授業
計画

授業計画　以下の内容を主にとりあげる。
第Ⅰ部　起業家精神と事業創造
　１　起業のプロセス
　２　起業家の成功とは
　３　市場の機会とマーケティング１
　４　市場の機会とマーケティング２
　５　財務計画１
　６　財務計画２
　７　財務予測
　８　ベンチャー・キャピタルとは
　９　フランチャイズ
１０　ハーベスティング
１１　起業家とインターネット
１２　ビジネスプランの事例研究１（グループワーク）
１３　ビジネスプランの事例研究２（グループワーク）
１４　ビジネスプランの基礎１
１５　ビジネスプランの基礎２　
第Ⅱ部 知的資本とインキュベーション　
　１　知的資本とは
　２　企業の再編
　３　企業価値評価
　４　知的資本の考え方
　５　知的資本の評価モデル
　６　知的資本時代における企業モデル
　７　アセットマネジメント
　８　アセットの有効活用とベンチャー企業
　９　ベンチャー・インキュベーション
１０　日本のベンチャー・インキュベーションの課題
１１　日米のベンチャー企業
１２　中国のベンチャー企業
１３　ベンチャーキャピタルの特徴と動向
１４　中国のベンチャーキャピタル
１５　中国のベンチャー企業の事例分析（グループワーク）
ただし、受講学生の習熟度により授業計画を変更することがある
なお、課題レポートを授業の節目、節目において課すので翌週提出すること。フィードバック
は提出後に解説をする。

ナンバリング EIBM5009

開講年度・開講学期 2021 年度 春学期～秋学期 授業コード 50530

科目 5053 ディシジョンメイキング特論 授業種別
春学期（週間授業）、秋学期（週間
授業）

担当教員 今井　正文 単位数 4

その他担当者

授業概要
企業の経営プロセスにおいて、適確なる行動をとる為には適確な意思決定をしなければならない。この講
義では、その為の適確な経営情報を取得する最適化の方法の理解と把握を中心に述べていく。 　

ディプロマポリシー DP1 DP2 DP3

ディプロマポリシーと
の関連性

授業の到達目標
・意思決定論の基礎と基礎的な各種最適化の方法を理解する。
・上記を前提とした応用レベルの最適化手法について理解する。
・データを用いた演習から理論から実践への注意点を理解する。

テキスト（教科書）
特に指定しない。
各回の資料を配布します。

参考書および参考文献

1 中島ー「意思決定入門」日系文庫
2 林「意思決定の基礎」朝倉書店
3 社会科学の数理「ファジイ理論入門」華房
4 宮沢「経済分析と決定理論」東洋経済
5 倉都「カオスで挑む金融市場」講談社

受講条件 特に設定しないが、線形数学などの基礎程度の数学の理解を前提とする。

事前・事後学習 (内容・
時間）

各回の内容について、配布資料に目を通し、課題をやっておくようにしてください（各回 90 分）。各回の
提出された課題について、修正指示をだすので、授業後に修正して再提出してください（各回 90 分）。 
※授業の資料（授業資料、課題ファイル等）は、Classroom にも公開するので、事前に資料に目を通し予習
をして授業にのぞみ、また、授業中にも参照すること。

成績評価 成績は、課題についてのレポートの提出内容によって評価します。　

評価項目 割合 評価基準

課題レポート 100％ 提出内容によって評価します。

授業の実施方法と授業
計画

第 1回
（テーマ）：経営システム工学特論の概論
（内　容）：一般に最適な意思決定の基本的情報・知識を得る方法は、最適化手法が要求される。このコースでは、数理的
　　　　　な理論は、最小限に止め、手法の結果を中心に講義する。原則として各テーマについて，講義と演習を行う。
第 2,3 回

（テーマ）：マネジメントにおける意思決定
（内　容）：マネジメントに要求される意思決定のプロセスと問題解決のプロセス。
第 4,5 回

（テーマ）：意思決定の原理
（内　容）：意思決定の基本として、意思決定の原理を述べる。
第 6,7 回

（テーマ）：AHP(Analytical Hierarchy Process) における意思決定
（内　容）：数学的な手法を適用しない意思決定として有効性が高く、意思決定者の判断基準を考慮した優れた意思決定手
　　　　　法を事例と共に解説する。
第 8,9 回

（テーマ）：感度分析の効用
（内　容）：利益、数量、などの資源配分に関する計画変更を適格に行う方法の決定について、シンプレックス法を使用し
　　　　　て考察する。
第 10,11 回

（テーマ）：多目的計画と AHP
（内  容）：意思決定の目的が、１つでなく多目的である時、目的の整合性を取り最適化する場合を考察する。
第 12,13 回

（テーマ）：Bayesian 意思決定
（内　容）：Bayesian　Approach を適用し、意思決定者の持つ主観的情報を客観的情報に変換する情報修正の方法を考察する。
第 14,15 回

（テーマ）： 階層化意思決定
（内　容）：Interpretive Structural Modeling を適用して、意思決定者が階層構造をより客観的な方法で最適構造を決定
　　　　　する事を考察する。
第 16,17 回

（テーマ）：不測事態に対処する問題解決
（内　容）：経営システムにおける Contigency planning 方法により、どのように問題を解決するかそのアルゴリズムを学
　　　　　習する。
第 18,19 回

（テーマ）：観測データの処理
（内　容）：マルコフチェンを適用したネットワーク上の最適ルート決定を考察する。
第 20,21 回

（テーマ）：時間の計画
（内　容）：プロジェクトにおける所要時間の短縮方法について考察する。
第 22,23 回

（テーマ）：複雑性と soft computing　
（内　容）：複雑なシステムを現象と把握し、それを解決する最近の方法について、soft computing を適用するモデル化が
　　　　　hard computing による方法よりする有効性が大きい事を考察する。
第 24,25 回

（テーマ）：Data mining
（内　容）：多くのデータ群から情報としての知見を得る方法として、 Data mining の適用を述べる。
第 26,27 回

（テーマ）：対象システムの機能評価
（内　容）：対象製品に関する機能を評価し、その価値決定のアプローチについて事例から考察する。
第 28,29 回

（テーマ）：意思決定と数学モデル
（内　容）：数学モデルの意思決定における有効性につぃて、computer との役割の関連性について解説
第 30 回

（テーマ）：まとめ
（内　容）：意思決定と意思決定者の判断構造について　
各回の課題・レポートについては、修正指示をフィードバックするので各自で修正して再提出すること。授業内外での質
問等には毎回の授業でフィードバックを行う。

ナンバリング EIBM5003



32

開講年度・開講学期 2021 年度 春学期～秋学期 授業コード 50580

科目 5058 ネットワークシステム特論Ⅰ 授業種別
春学期（週間授業）、秋学期（週間
授業）

担当教員 今井　正文 単位数 4

その他担当者

授業概要

企業の経営プロセスにおいて、情報ネットワークは不可欠な存在となっており、ネットワーク
に関する知識および技術は非常に重要なものとなっています。この講義では、シスコネットワー
キングアカデミープログラムを通して、コンピュータおよびネットワークの知識を深めます。
CCNP1 カリキュラムを実施し CCNP1（CISCO Certified Network professional,BSCI）程度の知識
の修得を目指します。　

ディプロマポリシー DP1 DP2 DP3

ディプロマポリシーと
の関連性

授業の到達目標
・CCNP1 カリキュラムの小テスト問題を通じて CCNP1 レベルの基礎知識を身につける。
・Final Exam を通じて知識試験合格レベルの知識を修得する。
・Skill Exam を通じて実技試験合格レベルの知識を修得する。

テキスト（教科書） 特に指定しない。　

参考書および参考文献

1 Diane Teare and Catherine Paquet, Authorized Self-Study Guide: Building Scalable 　
　Cisco Internetworks (BSCI),Cisco Systems
2 Gene/ 松田千賀 ,Cisco CCNP BSCI テキスト 642-901, 日経 BP 社
3 倉橋 かおり ,新版 徹底攻略 Cisco CCNP BSCI 問題集 [642-901J], インプレスジャパン

受講条件
特に設定しないが、CCNA 合格程度の知識を前提とします。また、教材および試験等は全て英語
ですので注意してください。　

事前・事後学習 (内容・
時間）

各回の内容について、配布資料に目を通し、課題をやっておくようにしてください（各回 90 分）
各回の提出された課題について、修正指示をだすので、授業後に修正して再提出してください

（各回 90 分）。 
※授業の資料（授業資料、課題ファイル等）は、Classroom にも公開するので、事前に資料に
　目を通し予習をして授業にのぞみ、また、授業中にも参照すること。

成績評価 成績評価はオンライン試験：50％と実技試験：50％によって評価します。

評価項目 割合 評価基準

オンライン試験 50％ オンライン試験によって理解度を評価する

実技試験 50％
課題に対して適切な設定内容・結果として正常な動作になっているか
で評価する

授業の実施方法と授業
計画

CCNP1
 1 Module 1: Scalable Network Design   
 2 Lab Exercises
 3 Module Exam
 4 Module 2: EIGRP  
 5 Lab Exercises
 6 Module Exam
 7 Module 3: OSPF   
 8 Lab Exercises
 9 Module Exam
10 Module 4: Integrated IS-IS   
11 Lab Exercises
12 Module Exam
13 Module 5: Route Optimization   
14 Lab Exercises
15 Module Exam
16 Module 6: BGP   
17 Lab Exercises
18 Module Exam
19 Module 7: IP Multicasting   
20 Lab Exercises
21 Module Exam
22 Module 8: IPv6   
23 Lab Exercises
24 Module Exam
25 Case Studies (OSPF Five Routers Optional)    
26 Case Studies(BGP)
27 Online Test Excercises
28 Final Exam
29 Skill Exam Exercises
30 Skill Exam　
各回の演習については、電子資料で配布し作業してもらうので、毎回必ず iPad やノート PC 等を持参する
こと。修正指示をフィードバックするので各自で修正して再提出すること。Web 小テスト、授業内外での質
問等には毎回の授業でフィードバックを行う。

ナンバリング EIDM5004

開講年度・開講学期 2021 年度 春学期～秋学期 授業コード 50721

科目 5072 特別研究Ⅱ 授業種別
春学期（週間授業）、秋学期（週間
授業）

担当教員 佐藤　勝尚 単位数 4

その他担当者

授業概要
特別研究Ⅰで習得した知見をベースに、学生が自ら問題意識を持つ研究テーマについて研究を
進め修士論文としてまとめあげることを目的とする。

ディプロマポリシー DP1 DP2 DP3

ディプロマポリシーと
の関連性

◎ ◎

授業の到達目標

①主要な先行研究を説明できる
②論文の書き方・作法のポイントを説明できる
③論文の構成とそのつながりを解説できる
④論文の内容をわかり易く説明できる
⑤研究内容を修士論文として仕立てあげられる

テキスト（教科書）
『創造的論文の書き方』（伊丹敬之　有斐閣）。 ISBN:9784641076495
また、研究テーマに沿った参考文献や参考書を紹介する。

参考書および参考文献 適宜、修士論文に関する文献を紹介する。

受講条件 特別研究Ⅰの単位を取得していること。

事前・事後学習 (内容・
時間）

『創造的論文の書き方』（伊丹敬之　有斐閣）を読み、論文の作法、研究の進めかたの理解を深
めておくこと。　

成績評価 修士論文の内容を評価する。

評価項目 割合 評価基準

修士論文の内容 100％ 修士論文の出来栄え

授業の実施方法と授業
計画

以下のプロセスにより研究を進め , 修士論文としてまとめあげる（個別に指導する）. 学生各
人は研究のいくつかの節目（少なくとも５回）において合同で報告・プレゼンテーションをし
情報を交換する。
　①研究テーマに関する先行研究を幅広く体系的にレビューする。
　②問題を明確にして、その解明・解釈のための枠組みを構築し、基本的な仮説を設定する。
　③現象や事例にアプローチしてデータや事実を収集する。
　④データや事実を研究の枠組みに基づいて、分析し仮説の検証あるいは反証をする。
　⑤以上を総合的に検討して、モデル構築、システムを開発あるいは政策を提案する。

研究の方法論は研究テーマにより事例研究などの定性的方法、あるいはアンケート調査、デー
タ分析などによる解析をする定量的方法をとる。　

ナンバリング EIEM5002
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開講年度・開講学期 2021 年度 春学期～秋学期 授業コード 50580

科目 5058 ネットワークシステム特論Ⅰ 授業種別
春学期（週間授業）、秋学期（週間
授業）

担当教員 今井　正文 単位数 4

その他担当者

授業概要

企業の経営プロセスにおいて、情報ネットワークは不可欠な存在となっており、ネットワーク
に関する知識および技術は非常に重要なものとなっています。この講義では、シスコネットワー
キングアカデミープログラムを通して、コンピュータおよびネットワークの知識を深めます。
CCNP1 カリキュラムを実施し CCNP1（CISCO Certified Network professional,BSCI）程度の知識
の修得を目指します。　

ディプロマポリシー DP1 DP2 DP3

ディプロマポリシーと
の関連性

授業の到達目標
・CCNP1 カリキュラムの小テスト問題を通じて CCNP1 レベルの基礎知識を身につける。
・Final Exam を通じて知識試験合格レベルの知識を修得する。
・Skill Exam を通じて実技試験合格レベルの知識を修得する。

テキスト（教科書） 特に指定しない。　

参考書および参考文献

1 Diane Teare and Catherine Paquet, Authorized Self-Study Guide: Building Scalable 　
　Cisco Internetworks (BSCI),Cisco Systems
2 Gene/ 松田千賀 ,Cisco CCNP BSCI テキスト 642-901, 日経 BP 社
3 倉橋 かおり ,新版 徹底攻略 Cisco CCNP BSCI 問題集 [642-901J], インプレスジャパン

受講条件
特に設定しないが、CCNA 合格程度の知識を前提とします。また、教材および試験等は全て英語
ですので注意してください。　

事前・事後学習 (内容・
時間）

各回の内容について、配布資料に目を通し、課題をやっておくようにしてください（各回 90 分）
各回の提出された課題について、修正指示をだすので、授業後に修正して再提出してください
（各回 90 分）。 
※授業の資料（授業資料、課題ファイル等）は、Classroom にも公開するので、事前に資料に
　目を通し予習をして授業にのぞみ、また、授業中にも参照すること。

成績評価 成績評価はオンライン試験：50％と実技試験：50％によって評価します。

評価項目 割合 評価基準

オンライン試験 50％ オンライン試験によって理解度を評価する

実技試験 50％
課題に対して適切な設定内容・結果として正常な動作になっているか
で評価する

授業の実施方法と授業
計画

CCNP1
 1 Module 1: Scalable Network Design   
 2 Lab Exercises
 3 Module Exam
 4 Module 2: EIGRP  
 5 Lab Exercises
 6 Module Exam
 7 Module 3: OSPF   
 8 Lab Exercises
 9 Module Exam
10 Module 4: Integrated IS-IS   
11 Lab Exercises
12 Module Exam
13 Module 5: Route Optimization   
14 Lab Exercises
15 Module Exam
16 Module 6: BGP   
17 Lab Exercises
18 Module Exam
19 Module 7: IP Multicasting   
20 Lab Exercises
21 Module Exam
22 Module 8: IPv6   
23 Lab Exercises
24 Module Exam
25 Case Studies (OSPF Five Routers Optional)    
26 Case Studies(BGP)
27 Online Test Excercises
28 Final Exam
29 Skill Exam Exercises
30 Skill Exam　
各回の演習については、電子資料で配布し作業してもらうので、毎回必ず iPad やノート PC 等を持参する
こと。修正指示をフィードバックするので各自で修正して再提出すること。Web 小テスト、授業内外での質
問等には毎回の授業でフィードバックを行う。

ナンバリング EIDM5004

開講年度・開講学期 2021 年度 春学期～秋学期 授業コード 50721

科目 5072 特別研究Ⅱ 授業種別
春学期（週間授業）、秋学期（週間
授業）

担当教員 佐藤　勝尚 単位数 4

その他担当者

授業概要
特別研究Ⅰで習得した知見をベースに、学生が自ら問題意識を持つ研究テーマについて研究を
進め修士論文としてまとめあげることを目的とする。

ディプロマポリシー DP1 DP2 DP3

ディプロマポリシーと
の関連性

◎ ◎

授業の到達目標

①主要な先行研究を説明できる
②論文の書き方・作法のポイントを説明できる
③論文の構成とそのつながりを解説できる
④論文の内容をわかり易く説明できる
⑤研究内容を修士論文として仕立てあげられる

テキスト（教科書）
『創造的論文の書き方』（伊丹敬之　有斐閣）。 ISBN:9784641076495
また、研究テーマに沿った参考文献や参考書を紹介する。

参考書および参考文献 適宜、修士論文に関する文献を紹介する。

受講条件 特別研究Ⅰの単位を取得していること。

事前・事後学習 (内容・
時間）

『創造的論文の書き方』（伊丹敬之　有斐閣）を読み、論文の作法、研究の進めかたの理解を深
めておくこと。　

成績評価 修士論文の内容を評価する。

評価項目 割合 評価基準

修士論文の内容 100％ 修士論文の出来栄え

授業の実施方法と授業
計画

以下のプロセスにより研究を進め , 修士論文としてまとめあげる（個別に指導する）. 学生各
人は研究のいくつかの節目（少なくとも５回）において合同で報告・プレゼンテーションをし
情報を交換する。
　①研究テーマに関する先行研究を幅広く体系的にレビューする。
　②問題を明確にして、その解明・解釈のための枠組みを構築し、基本的な仮説を設定する。
　③現象や事例にアプローチしてデータや事実を収集する。
　④データや事実を研究の枠組みに基づいて、分析し仮説の検証あるいは反証をする。
　⑤以上を総合的に検討して、モデル構築、システムを開発あるいは政策を提案する。

研究の方法論は研究テーマにより事例研究などの定性的方法、あるいはアンケート調査、デー
タ分析などによる解析をする定量的方法をとる。　

ナンバリング EIEM5002
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開講年度・開講学期 2021 年度 春学期～秋学期 授業コード 50820

科目 5082 特別演習Ⅰ 授業種別
春学期（週間授業）、秋学期（週間
授業）

担当教員 唐澤　豊 単位数 4

その他担当者

授業概要

授業内容とその基本を下記に列挙する :

① MBA の基本となる経営全般の基礎知識の習得とその応用に就いて理解する事を目的とする。
②基本となる現代経営の基本、経営全般の仕組み、クリティカルシンキング、企業会計、財務
　会計と管理会計、企業組織、販売管理、生産管理、資材管理、SCM、人事管理、企業戦略等個
　別学習。
③販売、生産、ロジステイクス、資材購買等に関連する数値計算並びにケース研究
④修論に就いて、修論のアプローチの仕方、修論テーマの絞り方、修論の書き方、修士論文の
　作成の仕方、聴会発表用 P.P.T. の作成方法、その他個別修論の指導・相談、etc.

ディプロマポリシー DP1 DP2 DP3

ディプロマポリシーと
の関連性

授業の到達目標

下記に準ずる：
①テーマに基づき、プレゼンテーション＆ディスカッション
② Small Test
③ Report の提出

テキスト（教科書）

テキストに就いて：
(1)M.B.A. 基本
　講義時に関連資料を配布する。
(2) 修論指導
　テーマに応じ指導。

参考書および参考文献
(1) 通勤大学 MBA、青井倫一監修、総合法令出版株式会社
(2) その他必要に応じて指示

受講条件 特になし

事前・事後学習 (内容・
時間）

下記に準じる :
① Home Wor 用資料の適時配付
② Presentation & Discussion
③ Q&A

成績評価

下記に準ずる :
① Small Test
② Home Wor の提出
③ Presentation の回数と内容

評価項目 割合 評価基準

Swall Test 40％ 講義の理解度

Home Wor の提出 30％ Home Wor の提出状況

Presentationの回数と
内容

30％ Presentation の回数と内容

授業の実施方法と授業
計画

下記に準じる：
① MBA 経営学に就いては、主要 12 科目を前期講義にて終了する。
②修士指導に就いては後期に集中する。但し、指導は必要に応じて随時行う。

ナンバリング

開講年度・開講学期 2021 年度 春学期～秋学期 授業コード 50830

科目 5083 特別演習Ⅱ 授業種別
春学期（週間授業）、秋学期（週間
授業）

担当教員 佐藤　勝尚 単位数 4

その他担当者

授業概要

　本科目は、基本的な経営戦略手法について理解・習得するとともに、ビジネスモデルの分析を理解し、
定量的な経営戦略の基本的遂行能力の育成を目的とする。斯かる目的から、ケース研究と演習を通して、
数値解析を行い、実践的且つ経営戦略遂行の基本とその応用をの理論と実践方法を習得する。
　従って、本科目の基本講義形態は、講義・例題・数値解析・発表・講評及び議論と云う形式に準拠する。
前期は、短期経営計画の立案、意思決定理論及び経済性工学をベースとした採算計算等マクロ的な講義と
数値計算に基づくケース研究を中心としている。後期は時系列予測、立地、在庫、配送等ミクロ戦略の手
法を軸とした講義とケース研究を実施し、企業経営における戦略展開の具体的な手法と実施についての総
合的な理解の一助とすることを狙っている。

ディプロマポリシー DP1 DP2 DP3

ディプロマポリシーと
の関連性

◎

授業の到達目標

・経営戦略およびビジネスモデルに関する基本的知見と能力。
・経営戦略計画の基本的な立案、実施、評価を出来る知識と能力。
・各種ミクロ的な経営戦略手法の理解と解析並びに評価できる知識と能力。
・定量的な経営戦略の展開を可能にする基本的な数値計算の知識と能力。
・経営戦略を定量的に展開できる基本的な能力。

テキスト（教科書）

指定図書：特になし
講義ノート方式を採用するので、ケース問題等は全て演習時に都度配布する。
演習はハンドシミュレーションが主体の為電卓の持参を義務づける。
参考文献：
・経済性分析、千住鎮雄編、日本規格協会
・中小会社の利益計画、唐澤豊著、ぎょうせい
・在庫活性化の戦略、唐澤豊著、ぎょうせい
・物流概論、唐澤豊著、有斐閣

参考書および参考文献 講義において適宜指定する。

受講条件 特になし。

事前・事後学習 (内容・
時間）

予習・復習の内容（各コマあたり 4時間相当）
事前にテキストを読み、説明できるようにしておく。

成績評価 各回のレポートの内容と発表内容の総合評価

評価項目 割合 評価基準

レポート 50％ 講義の理解度

発表内容 50％ 発表内容の適切性

授業の実施方法と授業
計画

講義ノート及び演習問題に従い、全 30 回で講義・演習を行う。
＜前期＞
第 01 回　ガイダンス
第 02 回　経営戦略概論
第 03 回　トップダウン型経営計画とその演習
第 04 回　ボトムアップ型経営計画とその演習
第 05 回　費用特性ミスの BEP への影響・計画の弾力性・マクロとミクロ計画・長短等
第 06 回　経済性工学の基本
　　　　 原価管理の基本と演習 7
第 07 回　原価決定に影響を与える要素　
　　　　 配賦基準・材料費・材料消費価格の決定と演習：FIFO/FILO/ 移動平均法、etc
第 08 回　採算計算と経済性分析の基本
　　　　 採算計算の手法・経済計算の基本と演習
第 09 回　設備投資の種類・取替投資・拡大投資・近代化投資・戦略的投資の基本と演習
第 10 回　終価法の基本と演習
第 11 回　年価法の基本と演習
第 12 回　現価法と差額法の問題の基本と演習
第 13 回　意思決定論の概要とリスク下における意思決定
　　　　 ①期待地原理、②最尤未来原理、③要求水準原理及び、④期待値分散原理（安定性原理）の基本と演習
第 14 回　不確実性下における意思決定
         ①ラプラス (Laplace) の原理、②マクシミン (Maximin) or ミニマックス (Minimax) の原理
　　　　 ③マキシマックス (Maximax) or ミニミン (Minimin) の原理、④ハーヴィッツ (Hurwiez) の原理、
　　　　 ⑤ミニマックス後悔 (Minimax Regret) の原理
第 15 回　ベイズ理論 (Bayesian Decision Theory) の基本と演習
＜後期＞
第 16 回・第 17 回経営における経営科学の役割
第 18 回・第 19 回  予測手法の基本と最小二乗法の演習
第 20 回・第 21 回  指数平滑法の基本と演習
第 22 回・第 23 回  立地選定の基本とシミュレーションのケーススタディ
第 24 回・第 25 回  在庫管理の基本と在庫のケーススタディ
第 26 回・第 27 回  輸・配送計画の基本と配送シミュレーション
第 28 回・第 29 回  戦略・改善の演習問題
第 30 回・経営科学の総括
ただし、受講学生の習熟度により、授業計画の適宜変更を検討する。

ナンバリング EIEM5004
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開講年度・開講学期 2021 年度 春学期～秋学期 授業コード 50820

科目 5082 特別演習Ⅰ 授業種別
春学期（週間授業）、秋学期（週間
授業）

担当教員 唐澤　豊 単位数 4

その他担当者

授業概要

授業内容とその基本を下記に列挙する :

① MBA の基本となる経営全般の基礎知識の習得とその応用に就いて理解する事を目的とする。
②基本となる現代経営の基本、経営全般の仕組み、クリティカルシンキング、企業会計、財務
　会計と管理会計、企業組織、販売管理、生産管理、資材管理、SCM、人事管理、企業戦略等個
　別学習。
③販売、生産、ロジステイクス、資材購買等に関連する数値計算並びにケース研究
④修論に就いて、修論のアプローチの仕方、修論テーマの絞り方、修論の書き方、修士論文の
　作成の仕方、聴会発表用 P.P.T. の作成方法、その他個別修論の指導・相談、etc.

ディプロマポリシー DP1 DP2 DP3

ディプロマポリシーと
の関連性

授業の到達目標

下記に準ずる：
①テーマに基づき、プレゼンテーション＆ディスカッション
② Small Test
③ Report の提出

テキスト（教科書）

テキストに就いて：
(1)M.B.A. 基本
　講義時に関連資料を配布する。
(2) 修論指導
　テーマに応じ指導。

参考書および参考文献
(1) 通勤大学 MBA、青井倫一監修、総合法令出版株式会社
(2) その他必要に応じて指示

受講条件 特になし

事前・事後学習 (内容・
時間）

下記に準じる :
① Home Wor 用資料の適時配付
② Presentation & Discussion
③ Q&A

成績評価

下記に準ずる :
① Small Test
② Home Wor の提出
③ Presentation の回数と内容

評価項目 割合 評価基準

Swall Test 40％ 講義の理解度

Home Wor の提出 30％ Home Wor の提出状況

Presentationの回数と
内容

30％ Presentation の回数と内容

授業の実施方法と授業
計画

下記に準じる：
① MBA 経営学に就いては、主要 12 科目を前期講義にて終了する。
②修士指導に就いては後期に集中する。但し、指導は必要に応じて随時行う。

ナンバリング

開講年度・開講学期 2021 年度 春学期～秋学期 授業コード 50830

科目 5083 特別演習Ⅱ 授業種別
春学期（週間授業）、秋学期（週間
授業）

担当教員 佐藤　勝尚 単位数 4

その他担当者

授業概要

　本科目は、基本的な経営戦略手法について理解・習得するとともに、ビジネスモデルの分析を理解し、
定量的な経営戦略の基本的遂行能力の育成を目的とする。斯かる目的から、ケース研究と演習を通して、
数値解析を行い、実践的且つ経営戦略遂行の基本とその応用をの理論と実践方法を習得する。
　従って、本科目の基本講義形態は、講義・例題・数値解析・発表・講評及び議論と云う形式に準拠する。
前期は、短期経営計画の立案、意思決定理論及び経済性工学をベースとした採算計算等マクロ的な講義と
数値計算に基づくケース研究を中心としている。後期は時系列予測、立地、在庫、配送等ミクロ戦略の手
法を軸とした講義とケース研究を実施し、企業経営における戦略展開の具体的な手法と実施についての総
合的な理解の一助とすることを狙っている。

ディプロマポリシー DP1 DP2 DP3

ディプロマポリシーと
の関連性

◎

授業の到達目標

・経営戦略およびビジネスモデルに関する基本的知見と能力。
・経営戦略計画の基本的な立案、実施、評価を出来る知識と能力。
・各種ミクロ的な経営戦略手法の理解と解析並びに評価できる知識と能力。
・定量的な経営戦略の展開を可能にする基本的な数値計算の知識と能力。
・経営戦略を定量的に展開できる基本的な能力。

テキスト（教科書）

指定図書：特になし
講義ノート方式を採用するので、ケース問題等は全て演習時に都度配布する。
演習はハンドシミュレーションが主体の為電卓の持参を義務づける。
参考文献：
・経済性分析、千住鎮雄編、日本規格協会
・中小会社の利益計画、唐澤豊著、ぎょうせい
・在庫活性化の戦略、唐澤豊著、ぎょうせい
・物流概論、唐澤豊著、有斐閣

参考書および参考文献 講義において適宜指定する。

受講条件 特になし。

事前・事後学習 (内容・
時間）

予習・復習の内容（各コマあたり 4時間相当）
事前にテキストを読み、説明できるようにしておく。

成績評価 各回のレポートの内容と発表内容の総合評価

評価項目 割合 評価基準

レポート 50％ 講義の理解度

発表内容 50％ 発表内容の適切性

授業の実施方法と授業
計画

講義ノート及び演習問題に従い、全 30 回で講義・演習を行う。
＜前期＞
第 01 回　ガイダンス
第 02 回　経営戦略概論
第 03 回　トップダウン型経営計画とその演習
第 04 回　ボトムアップ型経営計画とその演習
第 05 回　費用特性ミスの BEP への影響・計画の弾力性・マクロとミクロ計画・長短等
第 06 回　経済性工学の基本
　　　　 原価管理の基本と演習 7
第 07 回　原価決定に影響を与える要素　
　　　　 配賦基準・材料費・材料消費価格の決定と演習：FIFO/FILO/ 移動平均法、etc
第 08 回　採算計算と経済性分析の基本
　　　　 採算計算の手法・経済計算の基本と演習
第 09 回　設備投資の種類・取替投資・拡大投資・近代化投資・戦略的投資の基本と演習
第 10 回　終価法の基本と演習
第 11 回　年価法の基本と演習
第 12 回　現価法と差額法の問題の基本と演習
第 13 回　意思決定論の概要とリスク下における意思決定
　　　　 ①期待地原理、②最尤未来原理、③要求水準原理及び、④期待値分散原理（安定性原理）の基本と演習
第 14 回　不確実性下における意思決定
         ①ラプラス (Laplace) の原理、②マクシミン (Maximin) or ミニマックス (Minimax) の原理
　　　　 ③マキシマックス (Maximax) or ミニミン (Minimin) の原理、④ハーヴィッツ (Hurwiez) の原理、
　　　　 ⑤ミニマックス後悔 (Minimax Regret) の原理
第 15 回　ベイズ理論 (Bayesian Decision Theory) の基本と演習
＜後期＞
第 16 回・第 17 回経営における経営科学の役割
第 18 回・第 19 回  予測手法の基本と最小二乗法の演習
第 20 回・第 21 回  指数平滑法の基本と演習
第 22 回・第 23 回  立地選定の基本とシミュレーションのケーススタディ
第 24 回・第 25 回  在庫管理の基本と在庫のケーススタディ
第 26 回・第 27 回  輸・配送計画の基本と配送シミュレーション
第 28 回・第 29 回  戦略・改善の演習問題
第 30 回・経営科学の総括
ただし、受講学生の習熟度により、授業計画の適宜変更を検討する。

ナンバリング EIEM5004



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Ⅹ 豊橋創造大学大学院

諸　規　程　集

●　学則

●　豊橋創造大学学位規程

●　豊橋創造大学大学院　長期履修生に関する規程

●　豊橋創造大学大学院　研究生規程

●　豊橋創造大学大学院　外国人研究生規程

       ●　豊橋創造大学大学院　単位認定に関する規程
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平成12年4月1日制定  平成20年4月1日  平成27年4月1日

改正平成15年4月1日  平成22年4月1日  平成29年4月1日

　　平成19年4月1日  平成24年4月1日  平成30年4月1日

　　平成14年4月1日  平成25年4月1日   2020年3月4日  

　　平成16年4月1日 平成26年4月1日　　　　　　　　　　　　　　 

 

豊橋創造大学大学院学則 

 
 

 

 

 

   

 

   

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この学則は、豊橋創造大学（以下「本大学」という。）に設置する大学院について、必要な事項を

定める。 

第２条 本大学に設置する大学院（以下「本大学院」という。）は、学術の理論及び応用を教授研究し、そ

の深奥をきわめて、人類社会の発展に貢献し得る人材を養成するとともに文化の進展に寄与することを目

的とする。 

２ 経営情報学研究科は、「創造性豊かな次世代社会の担い手を育成する」という建学の基本理念に則り、

「専門経営者、特に同後継者、起業家の教育・育成」という実践的な高度の専門職業人の養成を目的とす

る。 

３ 健康科学研究科は、保健・医療・看護・介護・福祉等の健康増進に係る専門分野において、総合的かつ

多角的な視点を有し、指導的役割を果たせる専門的職業人ならびに関連する課題を主体的に解決するため

の研究能力を有する人材を養成するとともに、健康科学分野の研究成果を社会に還元することを目的とす

る。 

（課程及び修業年限） 

第３条 本大学院の課程は、修士課程とする。 

  修士課程の標準修業年限は、2年とする。なお、大学院設置基準第16条第1項ただし書きによる修業年限

の短縮の場合は「1年以上」とすることができる。 

２ 第４１条の３に基づき、長期にわたる教育課程の履修を認められた者（以下「長期履修生」という。）

は、許可された年限とする。 

第４条 修士課程は、広い視野にたって清深な学識を教授し、専攻分野における研究能力又は高い専門性を

要する職業に必要な、高度の能力を養うものとする。 

（在学年限） 

第５条 本大学院における最長在学年限は、修士課程においては4年とする。 

第２章 研究科 

（研究科及び専攻） 

第６条 本大学院に次の研究科及び専攻を置く。 

 

研 究 科 修士課程 

 経営情報学研究科  起業・経営情報専攻 

 健康科学研究科  健康科学専攻 

 

（学生定員） 

第７条 前条の研究科及び専攻の学生定員は、次のとおりとする。 

 

研究科名 専 攻 名 入学定員 収容定員 

 経営情報学研究科  起業・経営情報専攻 15 30 

 健康科学研究科  健康科学専攻  6 12 
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第３章 運営組織及び教職員 

（組織） 

第８条 本大学院研究科に研究科長を置く。 

２ 研究科長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 

第９条 本大学院の研究科に研究科委員会を置く。 

２ 研究科委員会は、研究科ごとに開催する。 

３ 本大学院に運営幹部会を置く。 

（研究科委員会） 

第１０条 研究科委員会は、研究科長と教授をもって構成する。但し、必要のある場合はその他の教職員を

加えることができる。 

２ 運営幹部会は、理事長、学長、副学長、研究科長、事務局長をもって組織する。 

第１１条 研究科委員会は、学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。 

(1) 学生の入学、卒業及び課程の修了 

(2) 学位の授与 

(3) 前二号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、研究科委員会の意見を聴くことが

必要なものとして学長が定めるもの 

２ 研究科委員会は、前項に規定するもののほか、学長等がつかさどる教育研究に関する事項について審議

し、及び 学長等の求めに応じ、意見を述べることができる。  

３ 運営幹部会は次の事項を審議する。 

(1) 学則その他必要な規程の制定改廃に関する事項 

(2) 教育、研究、学生指導に関する大学としての基本方針に関する事項 

(3) 主要な大学行事に関する事項 

(4) 主要な施設等の新設・改廃に関する事項 

(5) 豊橋創造大学及び同短期大学部と共有する施設の運営や共同で実施する行事に関する事項 

(6) その他大学全般に関わる重要な事項 

（教員） 

第１２条 本大学院における授業及び研究指導を担当する教員は、大学院担当教員資格を有する本学の教授

をもってこれに充て、その他必要があるときは、准教授又は講師をもってこれに充てることができる。 

２ 大学院担当教員の資格認定基準は、別に定める。 

（職員） 

第１３条 本大学院の事務運営のため担当の職員を置く。 

第４章 客員研究員 

（客員研究員） 

第１４条 本大学院において、特定の事項について研究を志望する国内外の教育・研究者があるときは、研

究科の教育・研究に支障がない場合に限り、研究科委員会の議を経て、客員研究員として許可することが

ある。 

２ 客員研究員に関する規定は、別に定める。 

第５章 教育課程 

（授業及び研究指導） 

第１５条 本大学院の教育は、授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導（以下研究指導」という。）

によって行うものとする。 

第１６条 研究科の専攻に応じ、教育上必要な授業科目を開設する。 

２ 授業科目の名称、分類、単位数及び履修方法は、別表1のとおりとする。 

第１７条 研究科の授業科目の単位数の計算は、1単位の授業科目を45時間の学習を必要とする内容をもって

構成することを標準とし、講義及び特別研究については、15時間の授業をもって1単位とする。 

第６章 課程の修了要件及び学位 

（学科試験） 

第１８条 本大学院において、所定の授業科目を履修した者に対して学科試験を行う。 

２ 試験の方法は、研究委員会が定める。 

第１９条 授業科目の試験等の成績は、優、良、可、不可の4種類の評価をもって表し、優、良、可を合格とする。 
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２ 合格した授業科目については、所定の単位を与える。 

（その他単位の認定） 

第２０条 他の大学院において履修した授業科目について修得した単位を、本学における授業科目の履修に

より修得したものとみなすことができる。 

２ 前項に関する規程は、別に定める。 

（修士課程の修了要件） 

第２１条 修士課程の修了の要件は、大学院に2年以上在学し、30単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導

を受けた上、本大学院の行う修士論文の審査及び試験に合格することとする。ただし、期間に関しては、

優れた業績を上げた者については、大学院に1年以上在学すれば足りるものとする。 

２ 前項の場合において、修士課程の目的に応じ適当と認められるときは、特定の課題についての研究の成

果をもって修士論文の審査に代えることができる。 

（修士の学位） 

第２２条 修士の学位は、第21条の修士課程を修了した者に授与する。 

第２３条 修士の学位は、次のとおりとする。 

  経営情報学研究科 修士（経営情報学） 

  健康科学研究科  修士（健康科学） 

２ 本大学院において学位を授与された者は、学位の名称を用いるときは、本大学名を付記するものとする。 

第７章 入学、留学、休学、退学及び除籍 

（入学の時期） 

第２４条 入学の時期は、毎学年の初めを原則とする。 

（入学資格） 

第２５条 修士課程に入学できる者は、次の各号の一に該当する者とする。 

(1) 学士の学位を有する者 

(2) 外国において学校教育における16年の課程を修了した者 

(3) 文部科学大臣の指定した者 

(4) 本大学院において、大学に3年以上在学し、所定の単位を優れた成績をもって修得したものと認め

た者 

(5) 本大学院において、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者 

（入学試験） 

第２６条 入学志願者に対しては、入学試験を行う。 

２ 入学試験の方法、時期等については、研究科委員会の定めるところによる。 

第２７条 入学志願者は、所定の書類に入学検定料を添えて、指定の期日までに提出しなければならない。 

（入学の手続） 

第２８条 入学を許可された者は、誓約書、その他大学院の必要とする書類及び所定の学納金を指定の期日

までに提出・納付しなければならない。 

（留学） 

第２９条 外国の大学院又はそれに準ずる高等教育・研究機関等（以下「外国の大学院等」という。）に留

学を志願する者は、学長の許可を得て留学することができる。 

２ 許可を得て留学した者が、外国の大学院等で履修した授業科目について修得した単位は、10単位を超え

ない範囲で、本大学院において修得したものとして取り扱うことができる。 

３ 留学の手続きその他実施に関する規程は、別に定める。 

（休学） 

第３０条 病気、その他の事由のため3か月以上修学を中止しようとする者は、その事由を付して保証人連署

のうえ休学を願い出て、学長の許可を得なければならない。ただし、病気の場合は、医師の診断書を添付

しなければならない。 

第３１条 特殊な病気のため長期の療養を必要と認めた場合、学長は休学を命じることができる。 

第３２条 休学期間は半年間又は、1年間とし、休学開始の時期は各学期の初めとする。ただし、入学後最初

の学期は原則として休学することができない。 

２ 休学期間は、通算して2年を超えることはできない。 

３ 休学期間は、在学期間に算入しない。 

第３３条 休学していた者が復学しようとする場合は、保証人連署のうえ願い出て学長の許可を得なければ

ならない。ただし、病気のため休学していた者が復学しようとする場合は、就学に支障のない旨の医師の

診断書を添付しなければならない。 
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（退学） 

第３４条 病気その他やむを得ない事由により退学しようとする者は、保証人連署のうえ退学願を学生証と

ともに提出し、学長の許可を得なければならない。 

（除籍） 

第３５条 次の各号の－に該当する者は、研究科委員会の議を経て学長が除籍することができる。 

(1) 授業料その他所定の学費を指定期日までに納入しない者 

(2) 第5条に定める在学年限を超えた者 

(3) 第32条に定める休学期間の限度を超え、なお就学できない者 

(4) 長期間にわたり行方不明の者 

（再入学） 

第３６条 第31条により退学した者及び第32条第1号により除籍された者が、再入学を願い出た場合には、研

究科委員会の議を経て許可することがある。ただし、再入学の時期は、学年の初めとする。 

第８章 学年、学期及び休業日 

（学年） 

第３７条 学年は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 

（学期） 

第３８条 学年を分けて、次の2期とする。 

  春学期  4月1日から  9月15日まで 

  秋学期  9月16日から 翌年3月31日まで 

（休業日） 

第３９条 休業日は、次のとおりとする。 

(1) 日曜日 

(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日 

(3) 春期休業 2月下旬から  3月下旬まで 

(4) 夏期休業 7月21日から  9月15日まで 

(5) 冬期休業 12月25日から 翌年1月10日まで 

２ 休業日については、必要に応じて学長は前項の休業日を臨時に変更し、又は臨時の休業日を定めること

ができる。 

第９章 学納金等 

（学納金等） 

第４０条 学納金及び手数料は、別表２に定めるとおりとする。 

２ 学納金は、年2期に分けて指定の期日までに分納することを原則とする。 

３ 学納金及び手数料は、指定の期日までに納付しなければならない。 

４ 一旦納入した学納金は、原則として返還しない。ただし、入学試験による合格者であって特に指定した

日までに取り消し願い出書を提出した者については、納入した学納金のうちから事情により授業料及び教

育充実費を返還することができる。 

５ 前４項に定めるもののほか学納金等納付金の納入に関し必要な事項は、別に定めるところによる。 

第１０章 科目等履修生、特別聴講学生、長期履修生、研究生及び外国人留学生 

（科目等履修生） 

第４１条 本大学院の学生以外の者で1又は複数の授業科目について履修を希望する者があるときは、研究科

の教育・研究に支障のない限り、選考のうえ科目等履修生として履修を許可する。 

２ 科目等履修生に関する規定は、別に定める。 

（特別聴講学生）  

第４１条の２ 他大学院等（外国の大学院等を含む。）の者で、本大学院の授業科目の履修を希望する者が

ある時は、研究科の教育・研究に支障のない限り、当該大学院等との協定等に基づき特別聴講学生として

入学を許可する。 

２ 特別聴講学生に関する規定は、別に定める。 

第４１条の３ 学長は、職業を有している等の事情により、第３条に規定する標準修業年限を超えて一定の

期間にわたり計画的に教育課程を履修し、課程を修了しようとする学生が、その旨を申し出たときは、そ

の計画的な履修を認めることができる。ただし、在学期間は、第５条に定めるとおりとする。  

２ 長期履修生に関する規定は、別に定める。 
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（研究生） 

第４２条 本大学院において、特別の事項について研究を志願する者があるときは、研究科の教育・研究に

支障がない場合に限り、選考のうえ研究生として許可することがある。 

２ 研究生に関する規定は、別に定める。 

（外国人留学生） 

第４３条 本大学院に外国人で留学生として入学を志望する者があるときは、選考のうえ、外国人留学生と

して入学を許可することがある。 

２ 外国人留学生に関する規定は、別に定める。 

第１１章 図書館等 

（図書館等） 

第４４条 学生は、研究のために本大学の図書館、その他研究施設を利用することができる。 

２ 前項の規定は、科目等履修生、研究生及び外国人留学生等に準用する。 

第１２章 厚生保健施設 

（厚生保健施設） 

第４５条 学生は本大学の厚生保健施設を利用することができる。 

２ 前項の規定は、科目等履修生、研究生及び外国人留学生等に準用する。 

第１３章 賞罰 

（表彰） 

第４６条 学生に善行があって、模範とするに足る者がある場合には、研究科委員会の議を経て、学長がこ

れを表彰することができる。 

（懲戒） 

第４７条 学生が学則に反し、又は本学の秩序を乱し、その他学生の本分にもとる行為をした者は、研究科

委員会の議を経て、学長がこれを懲戒することができる。 

２ 前項の懲戒は、次のとおりとする。 

(1) 戒告 

(2) 停学 

(3) 退学 

３ 前項の退学は、次の各号の一に該当する者に対して行うことができる。 

(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者 

(2) 学業を怠り修了の見込みがないと認められる者 

(3) 正当な理由がなく、出席常でない者 

(4) 本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に著しく反した者 

第１４章 自己評価等 

（自己評価等） 

第４８条 本大学院は、教育研究水準の向上を図り、本大学院の目的及びその社会的使命を達成するため、

教育研究活動の状況について、自ら点検及び評価を行う。 

２ 前項の点検及び評価を行うにあたっては、別に専門委員会を設置する。 

附則 

  この学則は、平成12年4月1日から施行する。 

附則 

  この学則は、平成14年4月1日から施行し、改正後の別表1は平成13年度入学生から適用できるものとする。 

附則 

  この学則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、平成15年度以前の入学生については、別表1のうち、

入学年次の旧教育課程にない新設科目を適用できるものとする。 
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附則 

  この学則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、平成16年度以前の入学生については、別表1のうち、

入学年次の旧教育課程にない新設科目を適用できるものとする。 

附則 

  この学則は、平成19年4月1日から施行する。 

附則 

１ この学則は、平成20年4月1日から施行する。 

２ 別表2 学納金及び手数料内訳表については、平成20年度入学生から適用する。 

附則 

１ この学則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、経営情報学研究科の平成22年度以前の入学生につ

いては、別表1のうち、入学年次の教育課程にない新設科目を適用できるものとする。 

２ 別表2 学納金及び手数料内訳表については、平成22年度入学生から適用する。 

附則 

１ この学則は、平成24年4月1日から施行する。 

附則 

１ この学則は、平成25年4月1日から施行する。 

２ 経営情報学研究科の平成24年度以前の入学生については、別表1のうち、入学年次の教育課程にない新設

科目を適用できるものとする。 

３ 健康科学研究科については、改正後の別表1は平成25年度入学生から適用できるものとする。 

附則 

１ この学則は、平成26年4月1日から施行する。 

附則  

１ この学則は、平成27年4月1日から施行する。  

２ 履修の細則については、修得必要単位数等を別に定め、これによって履修を行う。  

附則 

１ この学則は、平成29年4月1日から施行する。 

２ 履修の細則については、修得必要単位数等を別に定め、これによって履修を行う。  

附則 

１ この学則は、平成30年4月1日から施行する。  

附則  

１ この学則は、2020年4月1日から施行する。  

  

別表１・別表２ 経営情報学研究科 省略 

別表１・別表２ 健康科学研究科 省略 
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豊橋創造大学学位規程 

 
制定 

平成11年 4月 1日 

改正 

平成12年 4月 1日 

平成14年10月 1日 

平成18年 9月 1日 

平成19年 4月 1日 

平成22年 4月 1日 

平成25年 4月 1日 

2019年11月 1日  

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この規程は、豊橋創造大学及び豊橋創造大学大学院学則の定めるところにより豊橋創造大学（以下

「本学」という。）において授与する学位に関し、必要な事項を定める。 

２ この規程に定めのない事項については、学士については教授会、修士については研究科委員会の定める

ところによる。 

（学位の種類） 

第２条 本学において授与する学位は、学士、修士とする。 

（専攻分野の名称） 

第３条 前条の学位には、以下の専攻分野の名称を付記するものとする。 

(1) 学士の学位に付記する専攻分野の名称 

  学士（情報ビジネス学） 

  学士（理学療法学） 

  学士（看護学） 

  学士（経営学）  

(2) 修士の学位に付記する専攻分野の名称 

  修士（経営情報学） 

  修士（健康科学） 

（学位の名称） 

第４条 本学から学位を授与された者は、学位の名称を付記する場合には、豊橋創造大学の名称を付記しな

ければならない。 

第２章 学士の学位 

（学位授与の要件） 

第５条 学士の学位は本大学において卒業を認定された者に授与する。 

２ 本学に4年以上在学し、所定の単位を修得した者については、教授会の議を経て学長が卒業を認定し、学

位記（様式第1）を授与する。 

第３章 修士の学位 

（学位授与の条件） 

第６条 修士の学位は、本学の大学院学則第21条の修士課程の修了要件を充たした者に授与する。 

（学位論文の提出） 

第７条 修士の学位論文は、1年次に「修士論文テーマ報告書」（経営情報学研究科：様式第3-1）又は「修

士論文題目報告書」（健康科学研究科：様式第3-2）を提出した後、2年次以上の所定の時期に学位授与申

請書（経営情報学研究科：様式第4-1、健康科学研究科：様式第4-2）及び論文の要旨を添えて、研究科委

員会に提出するものとする。 

２ 前項による学位論文は1編とし、正本1部を含む3部を提出するものとする。 

（審査委員会） 

第８条 研究科委員会は前条により学位論文を受理した場合には研究科委員会により選出された研究科所属
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教員3名以上からなる審査委員会を設けるものとする。 

２ 審査委員会は、審査のため必要を認める場合には研究科委員会の議を経て審査委員以外の本学教員ある

いは他の大学院の教員、又は大学院有資格教員を審査委員に加えることができる。 

３ 審査委員のうち1名は主査となり、他は副査となる。なお、主査は教授でなければならない。 

（審査の方法） 

第９条 審査委員会は論文の審査及び最終試験を行う。 

２ 最終試験は、提出論文を中心として口述又は筆記によって行うものとする。 

３ 審査委員会は、その在学期間中に学位論文の審査及び最終試験を終了しなければならない。 

（審査及び学位授与の決定） 

第１０条 審査委員会は、学位論文の審査結果及び最終試験の結果を研究科委員会に報告する。 

２ 研究科委員会は、前項の報告にもとづき、学位授与の可否を審議して学長に報告する。なお、学位授与

を行うには、研究科委員会構成員の3分の2以上が出席し、出席者の3分の2以上の同意を必要とする。 

３ 学長は研究科委員会の報告に基づき、学位授与の可否を決定し、学位を授与すべき者には、学位記（様

式第2）を授与する。 

第４章 学位の取消・その他 

（修士の学位の取消） 

第１１条 修士の学位を授与された者が、次の各号の一に該当する場合には、学長は研究科委員会の議を経

て学位の授与を取消し、学位記を返還させ、かつその旨を公表するものとする。 

(1) 不正の方法により学位を受けた事実が判明したとき 

(2) 名誉を汚す行為があったとき 

第１２条 この規程の定めるところにより審査をし、修士の学位を授与した学位論文の原本は、本学図書館

に保存するものとする。 

（学位記の再交付） 

第１３条 学位記の再交付はしない。 

（その他） 

第１４条 この規程の改廃は、学士については教授会、修士については研究科委員会の議を経て行う。 

附則 

  この規程は、平成11年4月1日から施行する。 

附則 

  この規程は、平成12年4月1日から施行する。 

附則 

  この規程は、平成14年10月1日から施行する。 

附則 

  この規程は、平成17年12月1日から施行する。 

附則 

  この規程は、平成18年9月1日から施行する。 

附則 

  この規程は、平成19年4月1日から施行する。 

附則 

  この規程は、平成22年4月1日から施行する。 

附則 

  この規程は、平成２５年４月１日から施行する。 

附則 

  この規程は、２０１９年１１月１日から施行する。  
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様式第1　 （第5条第2項による授与する学位記の様式）

第　　 号

学 位 記

氏　　　名

年　月　日生

年　月　日

本学　 ○   ○   学部   ○   ○   学科

所定の課程を修め本学を卒業したので学士

 （　 ○　 ○　 ）の学位を授与する

豊橋創造大学

学長　○○○○
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様式第2　 （第10条第3項による授与する学位記の様式）

第　　 号

学 位 記

氏　　　名

年　月　日生

年　月　日

本学大学院　○   ○  学研究科  ○   ○

専攻の修士課程において所定の単位を修得

し、学位論文の審査及び最終試験に合格し

たので修士（　○　 ○　）の学位を授与

する

豊橋創造大学

学長　○○○○
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様式第3-1　 （経営情報学研究科）修士論文テーマ報告書

修士論文テーマ報告書

豊橋創造大学大学院
　 ○○○○研究科長

年　 月   日

○○○○○研究科
　　 学籍番号

氏　名 印

印

印

修士論文テーマ名

テーマの概要

指導教授名

研究科長

※提出の際には、事前に指導教授の承認を得ること。
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様式第3-2　 （健康科学研究科）修士論文題目報告書

修士論文題目報告書

豊橋創造大学大学院

　 ○○○○研究科長

年　 月   日

○○○○○研究科

　　 学籍番号

氏　名 印

印

印

修士論文題目

指導教授名

研究科長

※提出の際には、事前に指導教授の承認を得ること。
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様式第4-1 （経営情報学研究科）第7条による学位授与申請書（修士）

学　位　授　与　申　請　書

豊橋創造大学大学院

年　　月　　日

〇〇〇〇〇研究科長

〇〇〇〇〇研究科

〇〇〇〇〇専攻

学籍番号

氏　　名 印

印

　豊橋創造大学学位規定第 7 条の規定に基づき、下記のとおり修士（〇〇〇

〇〇）の学位を申請いたします。

論　文　題　目

生　年　月　日

指導教授記入欄 副 査 名

※太枠内は、本人が記入すること。

※提出の際には、事前に指導教授の承認を得ること。

研究科長
印

年　月　日 年度入学

論文 ３部（正１部含む）

４部論文要旨

年在学

区　　分

専修科目：ゼミ担当

専修科目：演習（特
　　　　 別研究Ⅰ・
　　　　 Ⅱ）

授業科目（一般講義
　　　　　科目）

者講義料

目

既修得

単位 単位

単位単位

単位 単位

単位

登録 計

修　得　単　位

登　録　単　位

指　導　教　授　名
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様式第4-2 （健康科学研究科）第7条による学位授与申請書（修士）

学　位　授　与　申　請　書

豊橋創造大学大学院

年　　月　　日

〇〇〇〇〇研究科長

〇〇〇〇〇研究科

〇〇〇〇〇専攻

学籍番号

氏　　名 印

印

　豊橋創造大学学位規定第 7 条の規定に基づき、下記のとおり修士（〇〇〇

〇〇）の学位を申請いたします。

論　文　題　目

生　年　月　日

指導教授記入欄 副 査 名

※太枠内は、本人が記入すること。

※提出の際には、事前に指導教授の承認を得ること。

※提出の際には、単位修得見込証明書を添付すること。

研究科長
印

年　月　日 年度入学

論文 ３部（正１部含む）

４部論文要旨

年在学

指　導　教　授　名
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豊橋創造大学大学院長期履修生に関する規程 

 
平成22年 4月 1日 制定 

改正 平成24年 4月 1日  

改正 平成26年 4月 1日  

改正 平成30年 4月 1日  

 

（目的） 

第１条 この規程は、豊橋創造大学大学院学則第４１条の３に規定する長期履修生に関し、必要な事項

を定める。 

（資格） 

第２条 長期履修生となることができる者は、次の各号の一に該当する者とする。 

(1) 企業等の常勤の職員又は自ら事業を行っている者 

(2) 出産・育児・介護等を行う必要がある者 

(3) その他長期履修することが必要と認められる者 

２ 前項の規定にかかわらず、標準修業年限における最終年次又は課程を修了する予定の年次に在学し

ている者は、長期履修を願い出ることはできない。  

（長期履修生の期間） 

第３条 長期履修生の期間は、標準修業年限を含めて４年以内とする。 

（申請手続） 

第４条 長期履修生となることを希望する者は、次に掲げる書類を添えて、学長に申請するものとする。 

(1) 長期履修生申請書（別紙様式第１号） 

(2) 在職証明書又は就業が確認できる書類 

(3) その他本学が必要と認める書類 

２ 前項の申請書類の提出期限は、次のとおりとする。 

(1) 入学予定者は、入学手続案内で定める時期。 

(2) 在学生は、長期履修開始前年度の2月末日。 

（許可） 

第５条 前条の申請があった場合には、本大学院研究科委員会の議を経て学長が許可する。 

２ 長期履修を許可した場合は、長期履修許可書（別紙様式第3号）により通知するものとする。  

（長期履修期間の変更） 

第６条 長期履修生が、履修期間の延長または短縮を希望する場合は、長期履修期間変更申請書（別紙

様式第２号）に指導教員の意見を添えて、学長に申請するものとする。ただし、期間の変更について

は、1回に限り延長（3年を4年に）または短縮（4年を3年）することができる。 

２ 在学中の新規申請および既に許可された長期履修期間の変更については、1回に限り延長（3年を4年）

または短縮（4年を3年）することができるものとする。  

３ 長期履修期間の変更許可等は、前条の規定を準用する。  

（長期履修の許可の取消し）  

第７条 長期履修生が学生としての本分に反する行為をしたとき又は長期履修に関し虚偽の申請をした

ことが判明したときは、学長は本大学院研究科委員会の議を経て、長期履修の許可を取り消すことが

できる。 

（長期履修生の学納金） 

第８条 前条の申請に対しては、本大学院研究科委員会の議を経て、学長が許可する。 

２ 長期履修期間の変更が許可された場合の学納金の納入額については、標準修業年限の学納金を基準

として、変更する履修期間に応じて調整する。  

３ 長期履修生がやむを得ない事情により退学する場合の学納金は、標準修業年限の学納金を基準とし

て、当該学生の在学期間に応じて不足分の学納金を追加納付しなければならない。なお、追加納付分

の学納金が未納の場合は、退学申請を受理せず、学納金未納により除籍とする。  

（改廃） 

第９条 この規程の改廃は、本大学院研究科委員会において行う。 
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附則 

この規程は、平成22年4月1日から施行する。 

附則  

この規程は、平成24年4月1日から施行する。  

附則  

この規程は、平成26年4月1日から施行する。  

附則 

この規程は、平成30年4月1日から施行する。 
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附則 

この規程は、平成22年4月1日から施行する。 

附則  

この規程は、平成24年4月1日から施行する。  

附則  

この規程は、平成26年4月1日から施行する。  

附則 

この規程は、平成30年4月1日から施行する。 

  

別　 紙　 様　 式　 １

別紙様式１　長期履修生申請書

長　期　履　修　生　申　請　書

豊橋創造大学大学院学長　殿

下記の通り、長期履修生を希望したいので申請します。

受験番号（学籍番号）

入学年月日　　　　　　修了予定年月日　　　　　 修業予定年数

年　　月入学　　　　　　年　　月修了　　　　　　　　　　　年

現　　 住　　 所

勤　　 務　　 先

申　 請　 理　 由

指導教員 の意見

〒

℡　　　　－　　　　－

勤務先名（職種）

所在地　〒

℡　　　　－　　　　－

長期履修の必要性

指導教員の意見　　

　　　　　　　　　　 指導教員氏名　　　　　　　　　印

研究科　　　　　　 専攻

氏名　　　　　　　　　　　　 印
ふりがな

年　　月　　日

記
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別　 紙　 様　 式　 2

別紙様式 2　 長期履修期間変更申請書

長　期　履　修　期　間　変　更　申　請　書

豊橋創造大学大学院学長　殿

下記の通り、長期履修期間を変更したいので申請します。

学　　籍　　番　　号

年　　月入学

年　　月修了

年　　月から

年　　月まで（　　年）

年　　月修了

年　　月から

年　　月まで（　　年）

長期履修期間変更を必要とする理由

変更種別　　 延長・　短縮　※該当種別に○をつけること。

指導教員の意見　　

　　　　　　　　　　 指導教員氏名　　　　　　　　　印

研究科　　　　　　 専攻

氏名　　　　　　　　　　　　 印
ふりがな

年　　月　　日

記

入 学 年 月

現 在 の 修 了

予 定 年 月

現 在 の

履 修 期 間

変 更 後 の 修 了

予 定 年 月

変 更 後 の

履 修 期 間

申 請 理 由

指 導 教 員 の 意 見
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別　 紙　 様　 式　 2

別紙様式 2　 長期履修期間変更申請書

長　期　履　修　期　間　変　更　申　請　書

豊橋創造大学大学院学長　殿

下記の通り、長期履修期間を変更したいので申請します。

学　　籍　　番　　号

年　　月入学

年　　月修了

年　　月から

年　　月まで（　　年）

年　　月修了

年　　月から

年　　月まで（　　年）

長期履修期間変更を必要とする理由

変更種別　　 延長・　短縮　※該当種別に○をつけること。

指導教員の意見　　

　　　　　　　　　　 指導教員氏名　　　　　　　　　印

研究科　　　　　　 専攻

氏名　　　　　　　　　　　　 印
ふりがな

年　　月　　日

記

入 学 年 月

現 在 の 修 了

予 定 年 月

現 在 の

履 修 期 間

変 更 後 の 修 了

予 定 年 月

変 更 後 の

履 修 期 間

申 請 理 由

指 導 教 員 の 意 見

豊橋創造大学大学院　研究生　規程　

 （趣旨）

第１条　この規程は、豊橋創造大学大学院学則（以下「学則」という。）第 42 条に基づき、研究

　　　生に関して必要な事項を定める。

　　２　外国人の研究生に関する規程は、別に定める。

 ( 区分 )

第２条　豊橋創造大学大学院（以下「本大学院」という。）の研究生は、次に掲げる研究生に区分する。

　　　　(1)　研究生

　　　　(2)　特別研究生

 （入学資格）

第３条　豊橋創造大学大学院（以下「本大学院」という。）の研究生の入学資格は、以下の通りとする。

　　　　（1）経営情報学研究科

　　　　　研究生　学士の学位を有する者又はこれと同等以上の学力があると認められるものと

　　　　する。

　　　　（2）健康科学研究科

　　　　　イ　研究生　大学院修士課程の修了者又はこれと同等以上の学力があると認められる

　　　　　　者とする。

　　　　　ロ　特別研究生　他の大学院又は外国の大学院に在学している者とする。

 （定員）

第４条　研究生の定員は次の各号の通りとする。

　　　　（1）経営情報学研究科

　　　　　研究生　若干名

　　　　（2）健康科学研究科

　　　　　イ　研究生　若干名

　　　　　ロ　特別研究生　若干名

 （入学の時期）

第５条　入学の時期は、年度又は学期の始めとする。ただし、特別の理由があるときは、この限

　　　りでない。

 （出願手続）

第６条　研究生として入学を志願する者は、あらかじめ指導教員の内諾を得て、所定の書類を、　

　　　指定された期日までに学長に願い出なければならない。

 （選考）

第７条　研究生の選考は、指導教員の所属する当該研究科委員会の議を経て行う。

 （入学の許可）

第８条　前条の選考に合格した者で、所定の日までに入学金を支払い、指定書類を提出した者に

　　　ついて、学長は入学を許可する。

 （研究期間）

第９条　研究期間は、入学を許可された年度内とする。ただし、引き続き研究を希望する者は、　
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　　　指導教員の承諾を得た後、学長の許可を受け１年を限度として研究期間を延長することが

　　　できる。

 （授業科目の聴講）

第10条　研究生は、指導教員が必要と認める場合は、担当教員の許可を得て研究に関連する授業

　　　科目を聴講することができる。ただし，単位の認定は行わない。

 （除籍）

第11条　学長は、研究成果の向上が認められない者又は研究期間の延長を認められた者で指導料

　　　の納入の義務を怠ったものについて、研究科委員会の議を経て除籍することができる。

 （入学金および指導料）

第12条　研究生の入学金および指導料は、以下の通りとする。

　　　研究生　入学金 10,000 円、指導料 105,000 円（半期）　

　　　ただし、本大学院修士課程の修了者は、入学金を免除する。

　　　特別研究生　入学金および指導料は、徴収しない。

 （実験実習費）

第13条　実験実習に要する費用は、研究生の負担とする。

 （既納の入学金、指導料及び実験実習費について）

第14条　既納した入学金、指導料及び実験実習費は返納しない。

 （規定の準用）

第15条　この規程に定めるもののほか、研究生に関して必要な事項については、本大学院学則の

　　　規定を準用する。

附 則

　　１　この規程は、平成 24 年４月１日から施行する。

　　２　この規程は、平成 25 年４月１日から施行する。
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　　　指導教員の承諾を得た後、学長の許可を受け１年を限度として研究期間を延長することが

　　　できる。

 （授業科目の聴講）

第10条　研究生は、指導教員が必要と認める場合は、担当教員の許可を得て研究に関連する授業

　　　科目を聴講することができる。ただし，単位の認定は行わない。

 （除籍）

第11条　学長は、研究成果の向上が認められない者又は研究期間の延長を認められた者で指導料

　　　の納入の義務を怠ったものについて、研究科委員会の議を経て除籍することができる。

 （入学金および指導料）

第12条　研究生の入学金および指導料は、以下の通りとする。

　　　研究生　入学金 10,000 円、指導料 105,000 円（半期）　

　　　ただし、本大学院修士課程の修了者は、入学金を免除する。

　　　特別研究生　入学金および指導料は、徴収しない。

 （実験実習費）

第13条　実験実習に要する費用は、研究生の負担とする。

 （既納の入学金、指導料及び実験実習費について）

第14条　既納した入学金、指導料及び実験実習費は返納しない。

 （規定の準用）

第15条　この規程に定めるもののほか、研究生に関して必要な事項については、本大学院学則の

　　　規定を準用する。

附 則

　　１　この規程は、平成 24 年４月１日から施行する。

　　２　この規程は、平成 25 年４月１日から施行する。

豊橋創造大学大学院　外国人研究生　規程

平成 25 年 4 月 1 日制定

 （趣旨）

第１条　この規程は、豊橋創造大学大学院学則（以下「学則」という。）第 42 条に基づき、外国

　　　人の研究生（以下「外国人研究生」という。）について必要な事項を定める。

 ( 区分 )

第２条　豊橋創造大学大学院（以下「本大学院」という。）の外国人研究生は、次に掲げる研究生

　　　に区分する。

　　　　(1)　研究生

　　　　(2)　特別研究生

 （入学資格）

第３条　外国人研究生の入学資格は、次の各号の通りとする。

　　　　（1）　経営情報学研究科

　　　　　　 研究生　学士の学位を有する者又はこれと同等以上の学力があると認められるもの

　　　　　 とする。

　　　　（2）　健康科学研究科

　　　　　　 イ　研究生　大学院修士課程の修了者又はこれと同等以上の学力があると認められ

　　　　　　　　る者とする。

　　　　　　 ロ　特別研究生　他の大学院又は外国の大学院に在学している者とする。

 （定員）　

第４条　外国人研究生の定員は、次の各号の通りとする。

　　　　（1）経営情報学研究科

　　　　　　研究生　若干名

　　　　（2）健康科学研究科

　　　　　　イ　研究生　若干名

　　　　　　ロ　特別研究生　若干名

 （入学の時期）

第５条　外国人研究生の入学の時期は、年度又は学期の始めとする。ただし、特別の理由がある

　　　ときは、この限りでない。

 （出願手続）

第６条　外国人研究生として入学を志願する者は、あらかじめ指導教員の内諾を得て、次の各号

　　　に掲げる書類を、指定された期日までに学長に願い出なければならない。

　　　　(1)　履歴書（所定の様式）

　　　　(2)　本学教員推薦書（所定の様式）

　　　　(3)　最終学歴の卒業証明書又は卒業見込証明書（日本語又は英語で作成）

　　　　(4)　健康診断書

　　　　(5)　経費支弁能力を証明する書類（出願者名義による預金残高証明書、もしくはスポン

　　　　　 サーによる在学中の経費を支弁する旨、記載された書類及びスポンサーの預金残高証明書）
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　　　　　 （健康科学研究科は除く）

　　　　(6)　日本語能力を証明する書類（健康科学研究科は除く）

　　　　(7)　パスポートの写し

 （選考）

第７条　外国人研究生の選考は、指導教員の所属する当該研究科委員会の議を経て行う。

 （入学の許可）

第８条　前条の選考に合格した者で、所定の日までに入学金を支払い、指定書類を提出した者に

　　　ついて、学長は、入学を許可する。

 （研究期間）

第９条　研究期間は、入学を許可された年度内とする。ただし、引き続き研究を希望する者は、　

　　　指導教員の承諾を得た後、学長の許可を受け１年を限度として研究期間を延長することができる。

 （授業科目の聴講）

第10条　外国人研究生は、指導教員が必要と認める場合は、担当教員の許可を得て研究に関連す

　　　る授業科目を聴講することができる。ただし、単位の認定は行わない。

　　２　在留資格の取得を要する場合は、研究期間を通して週に 7 科目以上聴講しなければなら

　　　ない。（健康科学研究科は除く）

 （除籍）

第11条　学長は、研究成果の向上が認められない者又は研究期間の延長を認められた者で指導料

　　　の納入の義務を怠ったものについて、研究科委員会の議を経て除籍することができる。

 （入学金および指導料）

第12条　外国人研究生の入学金および指導料は、以下の通りとする。

　　　研究生　入学金 10,000 円、指導料 105,000 円（半期）　

　　　ただし、豊橋創造大学卒業者又は本大学院修士課程の修了者は、入学金を免除する。

　　　特別研究生　入学金および指導料は、徴収しない。

 （実験実習費）

第13条　実験実習に要する費用は、研究生の負担とする。

 （既納の入学金、指導料および実験実習費について）

第14条　既納した入学金、指導料および実験実習費は返納しない。

 （規定の準用）

第15条　この規程に定めるもののほか、外国人研究生に関して必要な事項については、　本大学院

　　　学則の規定を準用する。

附 則

　１ この規程は、平成 25 年４月１日から施行する。
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　　　　　 （健康科学研究科は除く）

　　　　(6)　日本語能力を証明する書類（健康科学研究科は除く）

　　　　(7)　パスポートの写し

 （選考）

第７条　外国人研究生の選考は、指導教員の所属する当該研究科委員会の議を経て行う。

 （入学の許可）

第８条　前条の選考に合格した者で、所定の日までに入学金を支払い、指定書類を提出した者に

　　　ついて、学長は、入学を許可する。

 （研究期間）

第９条　研究期間は、入学を許可された年度内とする。ただし、引き続き研究を希望する者は、　

　　　指導教員の承諾を得た後、学長の許可を受け１年を限度として研究期間を延長することができる。

 （授業科目の聴講）

第10条　外国人研究生は、指導教員が必要と認める場合は、担当教員の許可を得て研究に関連す

　　　る授業科目を聴講することができる。ただし、単位の認定は行わない。

　　２　在留資格の取得を要する場合は、研究期間を通して週に 7 科目以上聴講しなければなら

　　　ない。（健康科学研究科は除く）

 （除籍）

第11条　学長は、研究成果の向上が認められない者又は研究期間の延長を認められた者で指導料

　　　の納入の義務を怠ったものについて、研究科委員会の議を経て除籍することができる。

 （入学金および指導料）

第12条　外国人研究生の入学金および指導料は、以下の通りとする。

　　　研究生　入学金 10,000 円、指導料 105,000 円（半期）　

　　　ただし、豊橋創造大学卒業者又は本大学院修士課程の修了者は、入学金を免除する。

　　　特別研究生　入学金および指導料は、徴収しない。

 （実験実習費）

第13条　実験実習に要する費用は、研究生の負担とする。

 （既納の入学金、指導料および実験実習費について）

第14条　既納した入学金、指導料および実験実習費は返納しない。

 （規定の準用）

第15条　この規程に定めるもののほか、外国人研究生に関して必要な事項については、　本大学院

　　　学則の規定を準用する。

附 則

　１ この規程は、平成 25 年４月１日から施行する。

豊橋創造大学大学院　単位認定に関する規程

平成 15 年 4 月 1 日制定

改正平成 26 年 4 月 1 日

 （目的）

第１条　豊橋創造大学大学院学則第 20 条に基づく単位の認定については、この規程の定めるとこ

　　　ろによる。

　　２　単位の認定は、研究科委員会の議を経て研究科長が認定する。

 （1年次に入学した者の既修得単位の認定）

第２条　本大学院に入学を許可された者が、次の各号に該当する単位を有する場合、本大学院に

　　　おける授業料目の履修により修得したものとみなすことができる。

　　　　(1) 国内の大学院を卒業又は中途退学し、新たに本学 1 年次に入学した者が当該大学院

　　　　　で履修した授業科目について修得した単位

　　　　(2) 大学院設置基準第 15 条に規定する科目等履修生として修得した単位

　　２  前項の規定により認定できる単位は本大学院で開設する授業料目と同一名称又は内容に

　　　類似性が認められる科目に限り 10 単位を上限に認定し、成績評価は「認定」とする。

 （再入学生の単位の認定）

第３条　再入学生が再入学以前に本大学院において修得した単位について、再入学した学年の学

　　　生と同様の教育課程の履修により修得したものとみなすことができる。

　　２　前項の規定により認定できる単位は、共通名称の同一科目については全て認定し、その

　　　成績評価は既得のままとする。また、その他の科目については講義科目として包括認定し、

　　　成績評価は「認定」とする。

 （他大学院授業科目の履修等）　

第４条　教育上有益と認めるときは、他大学院との協議に基づき、当該大学院の授業科目を履修

　　　させることができる。

　　２　前項の規定により修得した単位については、研究科委員会の議に基づき、修了の要件と

　　　なる単位として認めることができる。

　　３　前第 2項の規定は、外国の大学院に留学する場合に準用する。

 （本大学院以外で修得した単位数の認定の上限）

第５条　本大学院以外で修得した単位のうち、認定できる単位数の上限は、第 2条第 2項、第 4

　　　条第 2 項により本大学院において修得したものとみなす単位数とあわせて 10 単位を超えな

　　　いものとする。

 （補則）

第６条　この規程の運用に必要な事項は、別に定めることができる。

　　　　　　　　 

附　則　この規程は、平成 15 年 4 月 1 日から施行する。

附　則　この規程は、平成 26 年 4 月 1 日から施行する。
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巻 末

履修登録下書き用紙
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