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Most of the classes are "online" and "face-to-face" is held once a month.

*The delivery mode is subject to change due to various reasons.

Wed.／08:45 - 10:15

ITO, Sachiko

(1) Learning basic ideas and technical terms of business administration and marketing 

theory in Japanese.

(2) Studying case studies of companies and summarizing them in Japanese.

(1) To understand basic ideas and technical terms of business administration and 

marketing theory in Japanese, and to be able to use them correctly.

(2) Using them, to be able to analyze the actual cases of companies and summarize them 

in Japanese.

(1) Reading literature on business administration and marketing theory to understand the 

method of case studies.

(2) Following that method to practice corporate case studies individually or in groups.

    Repeat steps (1) and (2) three times. 

(3) Apart from the above, learning about the company itself and the industry or business 

to which the company belongs. (corporate research, business research)

(4) Doing a final case study. 

Read literature provided in advance, and be sure to check terms designated by the 

instructor.

Make a preliminary investigation for a case study.

(1) Homework for reading literature　25％

(2) Case study practice　30％

(3) Corporate research and business research, homework for overseas cases　15％

(4) Final case study　30％

No textbooks to buy or bring. Materials will be provided by the instructor.

Be sure to attend the first class because the next material will be provided and the next 

homework will be given.

Other precautions will be explained in the first class.

business administration studies terminology, marketing terms, case studies, Japanese 

expression in business administration and marketing theory
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日本語演習（企業のケーススタディ入門）

「オンライン」がメインで、「対面」を月に１回行なう。
※様々な理由により授業形式が変更となることがある。
水／08:45～10:15

伊藤　祥子
（1）経営学やマーケティング論の基礎的な知識や専門用語を日本語で学ぶ。
（2）自ら企業の事例を調べ、日本語で調査内容をまとめる（企業のケーススタ

ディを行う）。
（1）経営学やマーケティング論の基礎的な知識や専門用語を日本語で理解でき、

それらを正しく使用することができる。
（2）経営学やマーケティング論の知識や専門用語を用いて、実際の企業の事例

を分析し、日本語でまとめることができる。
（1）経営学やマーケティング論の文献を読み、ケーススタディの方法を理解す

る。
（2）その方法にしたがって、個人またはグループで企業のケーススタディの練

習を行う。
（1）と（2）を3回行なう。
（3）上記とは別に、企業そのものについて、企業が属す業界について学ぶ。

（企業研究・業界研究）
（4）最終ケーススタディを行なう。
事前に配布する文献を読み、指定された用語を調べておく。
事例研究のための事前調査をする。
（1）文献講読に関する課題　25％
（2）ケーススタディの練習　30％
（3）企業研究・業界研究、海外事例の課題　15％
（4）最終ケーススタディ　30％
特になし。必要な資料は配布する。
・第１回の授業で、次回の予習資料を配布し、課題も出すので、必ず出席する
　こと。
・受講にあたっての注意点などは、第1回の授業で説明する。
経営学の専門用語、マーケティング論の専門用語、ケーススタディ、経営学や
マーケティング論における日本語表現

科　　目
か もく

授業形式

曜日／時間
担 当 者
授業の目標

到達目標

授業計画

準備学習

成績評価の基準と方法

テキスト・教科書
備　　考

キーワード

い  とう さち  こ

　　  じゅぎょうけいしき

　　よう  び　　  じ かん

　　  たん　 とう　 しゃ

　　じゅぎょう　　　もく ひょう

　　　とう たつもく ひょう

　　  じゅぎょうけいかく

　　 じゅん び がく しゅう

せいせきひょうか　　  きじゅん　  ほう ほう

　　　　　　　 きょう　か　しょ

　　　 び　　　　 こう
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