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「実践経営管理」

授業名

担当者（担当講師）
＃

開講日

森田

時間

喜芳
講義内容

担当
（ｹﾞｽﾄ・ｽﾋﾟｰｶｰ）

１

4 月 6 日（木）

４時限

講義の狙いと計画、受講生の留意点などの説明

森田 喜芳

２

4 月 13 日（木）

４時限

企業の営業・販売の戦略的展開の事例紹介と理解

井上 紘

３

4 月 20 日（木）

４時限

４

4 月 27 日（木）

４時限

５

5 月 11 日（木）

４時限

６

5 月 18 日（木）

４時限

７

5 月 25 日（木）

４時限

6 月 1 日（木）

４時限

９

6 月 8 日（木）

４時限

１０

6 月 15 日（木）

４時限

１１

6 月 22 日（木）

４時限

１２

6 月 29 日（木）

４時限

１３

7 月 6 日（木）

４時限

１４

7 月 13 日（木）

４時限

１５

7 月 20 日（木）

４時限

８

※４時限＝14:20～16:10

上記をインバスケット方式による類似ケースを
グループスタディにてまとめ発表会、Q&A
企業の生産・品質管理のノウハウの事例紹介と理解
上記をインバスケット方式による類似ケースを
グループスタディにてまとめ発表会、Q&A
CSR 企業の社会的責任とは？（実例紹介）
上記をインバスケット方式による類似ケースを
グループスタディにてまとめ発表会、Q&A
倒産から学ぶ企業経営の事例紹介と理解
上記をインバスケット方式による類似ケースを
グループスタディにてまとめ発表会、Q&A
企業の環境管理の実態の事例紹介と理解
上記をインバスケット方式による類似ケースを
グループスタディにてまとめ発表会、Q&A
人材マネジメントの仕組みの事例紹介と理解
上記をインバスケット方式による類似ケースを
グループスタディにてまとめ発表会、Q&A

井上 紘
釜澤 直美
釜澤 直美
安倉 史典
安倉 史典
青樹 道弘
青樹 道弘
皆川 秀己
皆川 秀己
平賀 浩子
平賀 浩子

グローバルビジネス対応と諸外国の文化の違いとの

森田 喜芳

実例紹介＆実践語学（英語）

宮原 早苗

最終まとめと今後の展開（紹介）

森田 喜芳

※教室＝Ｃ３０３
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※教科書情報＝毎時間テキストを配布する

担当（ゲスト・スピーカー）
森田 喜芳

井上

Morita Nobuyoshi

紘

Hiroshi Inoue

嘉悦大学非常勤講師
モリタ＆アソシエイツ 代表
元 ホンダ技研工業株式会社
デルファイオートモーティブ（GM 系）
アメリカ滞在 25 年間。アメリカ・デトロイト市にてコンサル
タント業。主にグローバルビジネスと工場見学を担当
日本大学大学院 国際情報学部修士（MBA）
本講座の総責任者

釜澤 直美

中小企業経営支援アドバイザー
ゼフィロス経営コンサルティング代表
元 伊藤忠商事株式会社にて
中近東・欧州・タイ国駐在を通し体得した異文化間
のビジネス経験を活かし、海外営業、与信管理、
経営企画、事業経営全般をサポート

安倉

Kamazawa Naomi

史典

Fuminori Yasukura

ぐろーあっぷマネジメント 代表
元 いすゞ自動車株式会社
主に中小零細企業に於ける品質改善、
並びに、人材育成面をモノ造り現場の目線でサポート

オフィス ＦＹＣ 代表
元 株式会社 東芝
東芝コンシューマーマーケティング株式会社
常勤監査役

青樹 道弘

皆川

Michihiro Aoki

秀己

Hideki Minagawa
情報処理技術者
現 環境関連社長
株式会社 環研テクノサービス
代表取締役
中小零細企業向けＡＰＰソフトウェア開発
情報技術を駆使した経営分析・業務管理
環境メンテナンス関連・衛生管理業務
（空気・給水・排水・害虫・廃棄物・浄化槽）
ビルメンテナンス用品の開発・製造・販売

中小企業経営支援アドバイザー
株式会社ラポールＫＡＩＺＥＮ代表取締役
一般社団法人中小企業経営再生協会 代表理事
倒産を経験した元中小企業経営者
主に中小企業業務改善、企業再生をサポート
荒川区高度特定分野登録専門家
ミラサポ登録専門家
立教大学理学部化学科

平賀 浩子

宮原

Hiroko Hiraga

早苗

Sanae Miyahara

一般社団法人日本産業カウンセラー協会
キャリア・コンサルタント
一般社団法人日本産業カウンセラー協会
産業カウンセラー
元 株式会社ワールドホールディングス
産業能率大学大学院 経営学修士（ＭＢＡ）
アパレルメーカーにて生産技術・ＣＡＤ・知財戦略等、
服作り全般を経験後、人事企画部にて専門職の人事、
知財戦略等、服作り全般を経験

森田喜芳アシスタント
元 FCA(ﾌｨｱｯﾄ･ｸﾗｲｽﾗｰ)、ｸﾞｯﾄﾞｲﾔｰ
社長秘書、他外資系会社役員秘書を永年経験
成蹊大学文学部英米文学科卒
森宮クラブ英語塾講師
英検 1 級
TOEIC 945 点
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業界の第一線で活躍している経営コンサルタントによるそれぞれの専門領域における
高度な知識と経験をもとにした授業と事例研究（グループ・ワーク）を行う。



実践的経営コンサルタントの経験をふんだんに取り込んだ講義内容。



各企業で 10 年以上経験した講師メンバーによる実践した経営を元にした講義内容。



（ホンダ、伊藤忠、いすゞ、東芝、大手部品製造業社長、現 現場関連企業社長、
ワ ー ル ド、FCA《フ ィアット・クライス ラー 》、グッドイヤ ー、デルファイ等の
外資企業社長秘書。

オプションコース（日程別途）
1.

会社訪問、工場見学（2016 年度＝6 回実施済）
1. 企業訪問し、実態の確認
2. 就職活動
3. 先輩の企業訪問
※オプションコースの会社訪問、工場見学への出席者は正規講座内容に
プラス評価を加える!!

2.

3.

講座内容
1. 企業家（若手）の経験からくる実例
2. 海外進出の実態調査～現地進出（生産・販売）
3. 企業における実践語学（外国語＝English)
4. 社会人としてのエチケット
5. 企業訪問の仕方
懇親会‥‥‥‥最終回に実施予定

＜以上＞
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