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留学先で履修した授業科目 

記入日：2021年 8月 10 日 

学習レポート（留学先で履修した科目ごとに記入してください） 

1)留学先 ヴィクトリア大学 

2)留学先で取得した単位数 31.5 

3)本学で認定された単位数 

☐   単位 

☒現在単位認定中（認定予定の単位数：  ） 

☐単位認定はしません 

(理由：               ) 

4）留学先で履修した科目について 

履修した授業科目名① 

COM 315 Financial Accounting 

科目設置学部 BCom 

履修期間 Sep.- Dec. 2018 

留学先の単位数 1.5 

帰国後の単位認定 ☐  単位認定※本学で認定された単位数を書いて下さい。 ☐単位認定しません 

授業形態 ☒講義形式 ☐チュートリアル ☐その他（     ） 

授業時間数 １回 80 分の授業が週 2 回 

担当教授 Susan Brenna-Smith 

授業内容 

 

Introduces financial accounting concepts in a manner that prepares managers to use information 

presented in Balance Sheets, Income Statements, and Cash Flow statements for making relevant 

financial decisions in a global environment. In addition to a review of the above financial 

statements, topics include understanding financial statement analysis. 

 

試験・課題など 

 

Company Report Project – Part 1 [Individual]: 6% 

Company Report Project – Part 2 [Individual]: 6% 

Wiley Plus Prep Work [Individual]: 5% 

Participation [Individual]: 10% 

Midterm Exam [Individual]: 25% 

Final Exam [Individual]: 48% 

 

感想を自由記入 

 

Wiley Plus というオンラインでする宿題が出されるのですが私はその存在を知らず、初回からしばらく経

って周りがやっていることに気付き慌てて開始することになりました。その後も再試で Fail をギリギリ

免れるなど、留学の現実を味わった授業でした。 

 

履修した授業科目名② 

COM 321 Leading People + Organizations 1 

科目設置学部 BCom 

履修期間 Sep. - Dec. 2018 

留学先の単位数 1.5 

帰国後の単位認定 ☐  単位認定※本学で認定された単位数を書いて下さい。 ☐単位認定しません 
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授業形態 ☒講義形式 ☐チュートリアル ☐その他（     ） 

授業時間数 １回 80 分の授業が週 2 回 

担当教授 Stacey Fitzsimmons, Vivien Corwin 

授業内容 

 

Examines the behaviours of individuals, groups and organizations and the issues associated with 

managing the employment relationship. Topics include leadership, values, motivation, recruitment 

and hiring, feedback, communication, conflict management and teams. 

 

試験・課題など 

 

Learning Log (1,200 word * 5) [Individual]: 35% 

Participation [Individual]: 10% 

Team Presentation & Report [Group]: 25% 

Final Exam [Individual]: 30% 

 

感想を自由記入 

 

モチベーションや人(HR)についてについて学ぶ授業です。 

決まった正解がないため、ディスカッション中心で授業が進んでいきます。北米式の大学の授業といえ

ば、というような形です。 

 

履修した授業科目名③ 

COM 351 Marketing Principles + Management 

科目設置学部 BCom 

履修期間 Sep. - Dec. 2018 

留学先の単位数 1.5 

帰国後の単位認定 ☐  単位認定※本学で認定された単位数を書いて下さい。 ☐単位認定しません 

授業形態 ☒講義形式 ☐チュートリアル ☐その他（     ） 

授業時間数 １回 80 分の授業が週 2 回 

担当教授 Linda Shi 

授業内容 

 

Students learn and apply basic marketing theory, concepts and tools to make and defend key marketing 

decisions relating to: market segmentation, positioning, product development and management, pricing, 

distribution management and marketing communications. Emphasis is placed on both the fundamental 

principles of marketing and their application in a variety of industry and international contexts. 

 

試験・課題など 

 

Participation [Individual]: 10% 

Class Contribution [Individual]: 10% 

Midterm Exam [Individual]: 25% 

Final Exam [Individual]: 25% 

Case Analysis Report [Individual]: 5% 

Group Project (Presentation & Report) : 25% 

 

感想を自由記入 

 

マーケティングなので自分なりの考えをうまく言った者勝ちであり、自分たちのチームも含め発表は勢

いでやってしまう雰囲気でした。実際のビジネスらしい”Fake it til you make it”の部分を学べる授業でし

た。 

 

履修した授業科目名④ 

COM 362 Business & Sustainability 

科目設置学部 BCom 

履修期間 Sep. - Dec. 2018 
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留学先の単位数 1.5 

帰国後の単位認定 ☐  単位認定※本学で認定された単位数を書いて下さい。 ☐単位認定しません  

授業形態 ☒講義形式 ☐チュートリアル ☐その他（     ） 

授業時間数 １回 80 分の授業が週 2 回 

担当教授 Heather Ranson 

授業内容 

 

Introduces the changing role of business as managers face many social, political, economic, and 

ecological forces. Examines how these forces pressure businesses to question existing traditional 

operating approaches. Introduces key concepts of corporate social responsibility, business and 

sustainability, sustainable development, and social entrepreneurship. Examines how firms respond to 

calls for more sustainable economic, social, and ecological operating approaches. Introduces concepts, 

tools and frameworks that assist businesses to effect transition to more sustainable practices. 

 

試験・課題など 

 

Participation [Individual]: 20% 

Midterm Exam [Individual]: 25% 

Final Exam [Individual]: 45% 

Report [Individual]: 10% 

 

感想を自由記入 

 

いわゆるリベラル色が強く、教師陣もトピックに関しては一方的な論調だったためビジネスというより

は環境問題を教える授業、そんなイメージでした。 

UVic の特徴が現れていた授業とも言えます。 

 

履修した授業科目名⑤ 

COM 371 Management Finance 

科目設置学部 BCom 

履修期間 Sep. - Dec. 2018 

留学先の単位数 1.5 

帰国後の単位認定 ☐  単位認定※本学で認定された単位数を書いて下さい。 ☐単位認定しません 

授業形態 ☒講義形式 ☐チュートリアル ☐その他（     ） 

授業時間数 １回 80 分の授業が週 2 回 

担当教授 Stuart Snaith 

授業内容 

 

Serves as an introduction to corporate financial management. The primary objective is to provide a 

framework, concepts, and tools for analyzing financial decisions. Main topics include discounted cash 

flow techniques, the valuation of financial assets, financial statement analysis, capital budgeting 

decisions, risk and return tradeoffs, diversification, capital market efficiency, and the cost of capital to the 

firm. 

 

試験・課題など 

 

Participation [Individual]: 15% 

Midterm Exam [Individual]: 30% 

Final Exam [Individual]: 40% 

Excel Test [Individual]: 10% 

Quiz [Individual]: 5% 

 

感想を自由記入 

 

数字を多用する授業で、自分のように内容に追いてかれるのが簡単な授業です。しかし先生は親切なの

で、わからない部分を正直に言えば何度でもわかるまで教えてくれることは間違いないはずです。 

 

履修した授業科目名⑥ 
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COM 316 Management Accounting 

科目設置学部 BCom 

履修期間 Jan – Apr. 2019 

留学先の単位数 1.5 

帰国後の単位認定 ☐  単位認定※本学で認定された単位数を書いて下さい。 ☐単位認定しません  

授業形態 ☒講義形式 ☐チュートリアル ☐その他（     ） 

授業時間数 １回 80 分の授業が週 2 回 

担当教授 Chris Graham 

授業内容 

 

Presents an introduction to the managerial accounting tools and models available to managers for use in 

their planning, controlling, and global decision-making functions. Topics include the behaviour of costs, 

the differential concept, short-run choice decisions, cost-volume-profit relationships, variance analysis, 

and the management control process. 

 

試験・課題など 

 

Connect Assignment [Individual]: 5% 

Participation [Individual]: 5% 

Midterm Exam [Individual]: 30% 

Final Exam [Individual]: 50%  

Case Submission [Individual]: 5% 

KPMG Simulation [Group]: 5% 

 

感想を自由記入 

 

私は前学期に単位を落としかけ基礎を固める必要があったため、先生から違うクラスで accounting が得意

な生徒を紹介され教えてもらいました。もちろん先生も質問に対しては時間の限り答えてくれます。 

 

履修した授業科目名⑦ 

COM 322 Leading People + Organizations 2 

科目設置学部 BCom 

履修期間 Jan – Apr. 2019 

留学先の単位数 1.5 

帰国後の単位認定 ☐  単位認定※本学で認定された単位数を書いて下さい。 ☐単位認定しません  

授業形態 ☒講義形式 ☐チュートリアル ☐その他（     ） 

授業時間数 １回 80 分の授業が週 2 回 

担当教授 Brian Leacock 

授業内容 

 

Examines the behaviours of individuals, groups and organizations from an organizational design 

perspective, and the issues associated with managing the employment relationship. Topics include 

organizational goals, structure and growth; organizational culture; power and politics; retention practices; 

performance review; compensation; and selected employment and human rights legislation. 

 

試験・課題など 

 

Report [Individual]: 10% 

Midterm Exam [Individual]: 30% 

Final Exam [Individual]: 40% 

Experiential Project [Group]: 20% 

 

感想を自由記入 

 

最終グループ課題のプレゼンテーションは 1 スライド 20 秒固定の Pecha Kucha style だったことが印象的

でした。この授業もグループで取り組むことが多い授業の 1 つです。 
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履修した授業科目名⑧ 

COM 331 Introduction to Management Info System 

科目設置学部 BCom 

履修期間 Jan – Apr. 2019 

留学先の単位数 1.5 

帰国後の単位認定 ☐  単位認定※本学で認定された単位数を書いて下さい。 ☐単位認定しません 

授業形態 ☒講義形式 ☐チュートリアル ☐その他（     ） 

授業時間数 １回 80 分の授業が週 2 回 

担当教授 Dale Ganley 

授業内容 

 

The use of computer-based information systems in achieving the information objectives of the 

organization. Fundamentals of hardware, software, networks, electronic commerce and business 

applications. Focus is on the responsible use of information systems and technology to support business 

strategy, operations and decision making. Includes the use of, but not instruction in, computer-based 

productivity tools. 

 

試験・課題など 

 

Report [Individual]: 10% 

Midterm Exam [Individual]: 30% 

Final Exam [Individual]: 40% 

Experiential Project [Group]: 20% 

 

感想を自由記入 

 

グループの課題はグループごとに割り振られたお題でプレゼンを作るという形でした。 

ゲーム形式で Kahoot というプラットフォームを使うのが流行っていました。 

 

履修した授業科目名⑨ 

COM 341 Operations Management 

科目設置学部 BCom 

履修期間 Jan – Apr. 2019 

留学先の単位数 1.5 

帰国後の単位認定 ☐  単位認定※本学で認定された単位数を書いて下さい。 ☐単位認定しません 

授業形態 ☒講義形式 ☐チュートリアル ☐その他（     ） 

授業時間数 １回 80 分の授業が週 2 回 

担当教授 Liana Victorino 

授業内容 

 

Introduction to both the broad strategic and tactical decisions of operations management. Topics covered 

include project planning/management, process choice, process flow analysis, location and layout of 

facilities, capacity and resource planning, job design, inventory control, scheduling, supply chain 

management, quality management and quality control. The link between operations management and 

other functional areas of business are evaluated. 

 

試験・課題など 

 
Participation [Individual]: 10% 
Midterm Exam [Individual]: 35% 
Final Exam [Individual]: 45% 
In-class Quiz [Individual]: 10% 
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感想を自由記入 

 

生産性を学ぶイントロダクションとして、工程が幾つか別れた折り紙を分業で作るという作業からサイ

クルやボトルネックを学びました。この科目については熱意を持っていて教えることも好き、というこ

とが初回から分かる先生です。 

 

履修した授業科目名⑩ 

COM 361 International Business 

科目設置学部 BCom 

履修期間 Jan – Apr. 2019 

留学先の単位数 1.5 

帰国後の単位認定 ☐  単位認定※本学で認定された単位数を書いて下さい。 ☐単位認定しません  

授業形態 ☒講義形式 ☐チュートリアル ☐その他（     ） 

授業時間数 １回 80 分の授業が週 2 回 

担当教授 Kristin Brandl 

授業内容 

 

Focuses on key aspects of doing business globally, including: the forces of globalization; how business 

conditions and practices differ from country to country; free trade and protectionism; exporting, licensing, 

and foreign direct investment; exchange rates and the complications that arise when dealing with multiple 

currencies; and strategic and organizational issues for firms operating in international markets. 

 

試験・課題など 

 
Participation [Individual]: 15% 
Midterm Exam [Individual]: 30% 
Report [Individual]: 15% 
Report #1 [Group]: 10% 
Report #2 [Group]: 30% 
 

感想を自由記入 

 

課題のレポートも多く、試験も暗記が多い授業だった記憶があります。そのためか中間試験に対する不

服申し立てが生徒側からあり、授業内で交渉が行われることもありました。 

 

履修した授業科目名⑪ 

COM 400 Strategic Management 

科目設置学部 BCom 

履修期間 May. – Aug. 2019 

留学先の単位数 1.5 

帰国後の単位認定 ☐  単位認定※本学で認定された単位数を書いて下さい。 ☐単位認定しません  

授業形態 ☒講義形式 ☐チュートリアル ☐その他（     ） 

授業時間数 １回 160 分の授業が週 1 回 

担当教授 Sara Elias 

授業内容 

A series of integrative management case studies that illustrate the application and integration of 

management functions. Focuses on organizational strategy and strategic management including the 

process of choosing and defining goals, formulating and implementing strategies, and monitoring 

strategic performance. Normally students are required to take this course in their final academic term. 

試験・課題など 

 

Participation [Individual]: 15% 
Report #1 [Group]: 20% 
Report #2 [Group]: 30%  
Report #3 [Group]: 20% 
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Final Exam [Individual]: 15% 
 

感想を自由記入 

 

Entrepreneurship 専攻は COM 400 と ENT 科目 4 つの計 5 授業がセットになったプログラムで、学期が終

わるまでにベンチャーを立ち上げることが目標です。 

違法なことをしなければ内容は完全に生徒の自由なので、やりたいビジネスを始めることができます。 

この授業は組織と戦略を取り扱いますが、各 specializationに合わせた内容になっていきます。私の選択

した entrepreneurship の場合は、ビジネスを立ち上げる時に組織としての方向性やサイズアップの方法な

どビジネスモデルを作りながら考えていきます。 

過去には夜のおもちゃを販売するベンチャーで一学期通したチームもある、と授業内で紹介もあり、ク

リエイティブな発想や行動力はジャンルを問わず評価されます。 

このプログラムは他 specialization より重めですが、課題は自分のやるベンチャーを成長させるために進

んでいくので苦ではありません。クラスメイトと先生の雰囲気も楽しく、かつお金を稼ぐこともできる

ので達成感のある学期になることは間違いないでしょう。 

 

履修した授業科目名⑫ 

ENT 410 Venture Market Expertise 

科目設置学部 BCom 

履修期間 May. – Aug. 2019 

留学先の単位数 1.5 

帰国後の単位認定 ☐  単位認定※本学で認定された単位数を書いて下さい。 ☐単位認定しません  

授業形態 ☒講義形式 ☐チュートリアル ☐その他（     ） 

授業時間数 １回 160 分の授業が週 1 回 

担当教授 Brock Smith 

授業内容 

 

As part of the integrated Entrepreneurship Core, this course material is designed to help students develop 

the conceptual tools and techniques needed for market scanning, opportunity recognition, product 

development, market acceptance and the establishment and maintenance of venture stakeholder 

relationships. This element of the Entrepreneurship area of specialization helps students develop skills in 

identifying and building the market relationships upon which successful entrepreneurship is based 

 

試験・課題など 

 
Participation [Individual]: 15% 
Report #1 [Individual]: 20% 
Pitch presentation [Individual] 5% 
Report #2 [Group]: 25%  
Report #3 [Group]: 20% 
Final Exam [Individual]: 15% 
 

感想を自由記入 

 

マーケティング＝売る なのでこのプログラム最初の課題として、チームで 1 週間稼げるだけ稼げ、と

いうチャレンジから始まります。 

もちろん何をするも自由で、不用品を facebook で売ったり家々を回って草刈りをしたり、とにかく自分

でお金を生み出してみよう、という練習でした。私の場合はバイオリンの路上演奏でお金をもらえてい

たので、チームに助けてもらいながら稼ぎに貢献しました。 

他にも投資家へ向けたピッチ（1, 2 分の短い時間でビジネスコンセプトを伝える）をする課題や、価値提

供のためのコンセプトを考えてレポートにする課題もあり、売ることに焦点を当てたクラスでした。 

 

履修した授業科目名⑬ 

ENT 411 Venture Plan/Finance Expertise 

科目設置学部 BCom 

履修期間 May. – Aug. 2019 
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留学先の単位数 1.5 

帰国後の単位認定 ☐  単位認定※本学で認定された単位数を書いて下さい。 ☐単位認定しません  

授業形態 ☒講義形式 ☐チュートリアル ☐その他（     ） 

授業時間数 １回 160 分の授業が週 1 回 

担当教授 Mia Maki 

授業内容 

As part of the integrated Entrepreneurship Core, this course material is designed to help students develop 

the conceptual tools and techniques necessary to identify critical venture attributes and processes, and the 

consequent financial outcomes of venture creation decisions. This element of the Entrepreneurship area of 

specialization helps students develop skills in recognizing the decision points and enacting the choice 

patterns that lead to relevant venture outcomes. 

試験・課題など 

 

Participation [Individual]: 15% 
Report #1 [Individual]: 20% 
Report #2 [Group]: 15%  
Report #3 [Group]: 35% 
Final Exam [Individual]: 15% 
 

感想を自由記入 

 

このクラスは主にお金関連を扱っていきます。 

どのように収益を得ていくかと収益の予想から始め、お金を調達する方法（自分の貯金を使う・家族友

達から調達する・キックスターターを使うなど）、キャッシュフローの予想、値段設定など順を追って

学んでいきます。 

自分の行うベンチャーのお金の流れを考えていくツールを身につけることができます。 

 

履修した授業科目名⑭ 

ENT 412 Acquire Venture Cognition 

科目設置学部 BCom 

履修期間 May. – Aug. 2019 

留学先の単位数 1.5 

帰国後の単位認定 ☐  単位認定※本学で認定された単位数を書いて下さい。 ☐単位認定しません  

授業形態 ☒講義形式 ☐チュートリアル ☐その他（     ） 

授業時間数 １回 160 分の授業が週 1 回 

担当教授 Brent Mainprize 

授業内容 

 

As part of the integrated Entrepreneurship Core, this course is designed to provide an overarching 

conceptual framework within which to integrate the other course materials that students encounter within 

the Entrepreneurship specialization. Students examine the process and content (sequence and norms) of 

New Venture Expert Scripts, creating their own master and sub-scripts that enable them to become 

independent economic actors. Students create individual verbal and written searching, screening, 

planning, financing, start-up and harvesting scripts. 

 

試験・課題など 

 

Participation [Individual]: 15% 
Mini-presentation [Group]: 5% 
Report #1 [Group]: 15% 
Presentation [Group]: 25% 
Report #2 [Group]: 25%  
Final Exam [Individual]: 15% 
 

感想を自由記入 

 

Entrepreneurship とは何か、そして entrepreneur にある考えを実際のケースから学びます。 

Stretch the rule ということを繰り返し訴え、今までの慣習に囚われないマインドセットを教えてくれまし

た。先生自身の例として、売った家を地面から丸ごと持ち上げて他の島へ移送したストーリーを授業で

話してくれ、自由でクリエイティブな発想で生徒の行うベンチャーを助けてくれます。 
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実際に自分が最終プレゼンのアイデアで行き詰まった際もシンプルに説明すれば良いとアドバイスをく

れ、安心して自信を持って発表できたことを覚えています。 

映画で見るような北米スタイルの entrepreneurship を体感できます。 

 

履修した授業科目名⑮ 

ENT 413 Portfolio Practicum 

科目設置学部 BCom 

履修期間 May. – Aug. 2019 

留学先の単位数 1.5 

帰国後の単位認定 ☐  単位認定※本学で認定された単位数を書いて下さい。 ☐単位認定しません  

授業形態 ☒講義形式 ☐チュートリアル ☐その他（     ） 

授業時間数 １回 160 分の授業が週 1 回 

担当教授 Sara Elias 

授業内容 

 

As part of the integrated Entrepreneurship Core, this course helps students to further integrate into 

practice the concepts experienced within the Entrepreneurship specialization. Students participate in 

industry tours, networking sessions, start-up experiences, visits from guest speakers, case studies and 

industry immersions. From these experiences, students create a portfolio that demonstrates to instructors, 

investors and other stakeholders their mastery of new venture skills and abilities, and the practical 

integration of knowledge sets acquired in the Entrepreneurship Specialization. 

 

試験・課題など 

 
Participation [Individual]: 15% 
Report #1 [Group]: 35% 
Reflection Assignment [Individual]: 35%  
Final Exam [Individual]: 15% 
 

感想を自由記入 

 

この授業は学期中にどんなベンチャーをするのかを決め、それに向かって組織を作っていくプロセスを

手助けしてくれます。 

最初の 3 週間ほどは事前に組まれたチームで動いていきますが、それ以降はやりたいベンチャーごとの

チームに分かれます（もちろん自分一人だけでも可）。そして、そのチームに何がある・何がないかの

分析をします。その一つとして、チーム全体としての強みと各人のスキルや経験をベンチャー内容と照

らし合わせることをします。これはチームとベンチャーの相性が合うかを見るためで、そこから別のチ

ームに移ることも可能です。実際に、チームから抜けて自分のベンチャーを始めた人もいました。 

組織作りとして、組織内の文化/雰囲気を重視して取り組んでいくので、先生もチーム内でうまくやって

いるか気にかけてくれ、相談にもよく乗ってくれます。 

 

履修した授業科目名⑯ 

COM 402 Legal Issues: Management 

科目設置学部 BCom 

履修期間 Sep. – Dec. 2019 

留学先の単位数 1.5 

帰国後の単位認定 ☐  単位認定※本学で認定された単位数を書いて下さい。 ☐単位認定しません  

授業形態 ☒講義形式 ☐チュートリアル ☐その他（     ） 

授業時間数 １回 80 分の授業が週 2 回 

担当教授 Mark Bridge 

授業内容 
An examination of several aspects of commercial law that are particularly relevant to those who 
own, manage or are employed by a business enterprise. Subjects that are addressed include 
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common law doctrines (such as contract and negligence), legislation (such as the Business 
Corporations Act) and other legal principles that affect business decision making in a global 
environment. 

試験・課題など 

 
Case Presentation [Group]: 10% 
Midterm Exam [Individual]: 30%  
Moot Exercise [Group]: 20% 
Final Exam [Individual]: 40% 
 

感想を自由記入 

 

必修である COM 402 はいろいろな先生が担当していますが、この先生がわかりやすい、と先輩から教え

てもらい履修することにしました。実際、法律は単語的に難しい用語が出てきがちですがレクチャーは

わかりやすかったです。試験範囲も中間は中間までカバーした内容のみ、期末は中間から後の内容しか

出されないため生徒に優しい授業でした。法学部の先生なので、Moot Exercise という模擬裁判形式で実

際に原告・被告側でチームに分かれて争う回もあり、ただ用語を覚えて終わり、ではない授業だったの

で受講して面白かったです。 

 

履修した授業科目名⑰ 

COM 410 Leadership Management 

科目設置学部 BCom 

履修期間 Jan – Apr. 2020 

留学先の単位数 1.5 

帰国後の単位認定 ☐  単位認定※本学で認定された単位数を書いて下さい。 ☐単位認定しません  

授業形態 ☒講義形式 ☐チュートリアル ☐その他（     ） 

授業時間数 １回 160 分の授業が週 1 回 

担当教授 Cheryl Mitchell 

授業内容 

 

An examination of leadership in a variety of environments: corporate, the military, and the public sector. 

Identifies the characteristics of a leader and instills an interest in and awareness of this vital organizational 

skill. Includes a review of leadership research from a historical perspective as well as current theory on 

transformational leadership. Experiential exercises, case studies and role-playing techniques are 

employed to demonstrate leadership skills. 

 

試験・課題など 

 
Participation [Individual]: 20% 
Weekly Reading Reflections [Individual]: 40% 
Video Presentation [Individual]: 20%  
Final Presentation [Group]: 20% 
 

感想を自由記入 

 

授業では 4 つのフレームワークを使ってリーダーシップのスタイルを学んでいきます、目標はその中か

ら自分がどのスタイルに当てはまるのかを探り、効果的なリーダーとなれるようにすることです。 

ちょうどこの授業を取っていた際にパンデミックが始まり対面からオンライン授業になりましたが、授

業の進め方も課題のやり方もスムースに移り変わっていったことを覚えています。 

履修した授業科目名⑱ 

COM 450 Negotiating and Influencing in Business 

科目設置学部 BCom 

履修期間 May. – Aug. 2020 

留学先の単位数 1.5 

帰国後の単位認定 ☐  単位認定※本学で認定された単位数を書いて下さい。 ☐単位認定しません  

授業形態 ☒講義形式 ☐チュートリアル ☐その他（     ） 
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授業時間数 １回 80 分の授業が週 2 回 

担当教授 Graham Brown 

授業内容 

Professional success is largely dependent on one’s success in managing differences and fostering 

collaboration among people and organizations. However, in today’s highly dynamic and complex 

managerial environment, which is marked by increasing interdependence and often by conflicts of 

interest, it can be extremely challenging to bring together the relevant “players” – internal and external 

stakeholders who have different interests, perceptions, attitudes, behaviors, or values to forge efficient, 

profitable, and lasting agreements. Professionals who understand the science and practice of influence 

and negotiation are much better equipped to navigate these differences and create agreements that 

advance their own interests, and also the interests of the other parties involved.  

試験・課題など 

 

Participation [Individual]: 25% 
Report#1 [Individual]: 25% 
Report #2 [Individual]: 25%  
Final Exam [Individual]: 25% 
 

感想を自由記入 

 

この授業はケースごとにペアを組んで、ビジネスシーンにおける交渉を数多くこなしていくことが特徴

です。交渉というと必ずどちらか勝ち負けで別れてしまうというイメージでした。しかしこの授業では、

交渉の場いかに多くのお金・価値を互いに得るかが大事ということを学べたので、交渉というのは欲し

いものを得るためだけの手段ではなく問題解決の道具としても使うことができそうです。 

 

履修した授業科目名⑲ 

COM 450 Coaching for Higher Engagement and Performance 

科目設置学部 BCom 

履修期間 May. – Aug. 2020 

留学先の単位数 1.5 

帰国後の単位認定 ☐  単位認定※本学で認定された単位数を書いて下さい。 ☐単位認定しません  

授業形態 ☒講義形式 ☐チュートリアル ☐その他（     ） 

授業時間数 １回 80 分の授業が週 2 回 

担当教授 Mark Colgate 

授業内容 

This course has four goals: 

1.     How to design and deliver a system for coaching for all employees; 

2.     How you can become a better coach; 

3.     How you can become a better coachee; and 

4.     How to measure the success of coaching. 

In particular, this course looks at how to ensure employees (and yourself) are receiving continual 

high-quality feedback so they can grow. To explore this, we look at the psychological context of 

coaching, using coaching to grow employees’ expertise, and the potential of adopting an athletic 

approach to coaching. 

 

試験・課題など 

 
Participation [Individual]: 25% 
Multiple Choice Quiz [Individual]: 10% 
Company Analysis [Group]: 25%  
Video Assignment #1 [Individual]: 20% 
Video Assignment #2 [Individual]: 20% 
 

感想を自由記入 

 

アスリートがコーチを通じて強くなっていくように、個人として我々のパフォーマンスを上げるのを助

けてくれるのがコーチングです。 

カナダのでは会社内でのステップアップを目指す人のためにコーチングシステムが用意されている企業

もあります。コーチは相談者の話を聞き、相談者は自分の思っていることを話し、コーチの質問に答え

ることで自分の道を本人が切り開いていく手助けをします。 
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カナダだけではなく日本でもキャリア相談のコーチングサービスがあったり、複業でコーチをする人も

増えているので、自身の成長のためにコーチされる側・仕事としてコーチする側両方を学びたい人には

面白い授業だと思います。 

 

履修した授業科目名⑳ 

IB 408 International Legal Relations 

科目設置学部 BCom 

履修期間 May. – Aug. 2020 

留学先の単位数 1.5 

帰国後の単位認定 ☐  単位認定※本学で認定された単位数を書いて下さい。 ☐単位認定しません  

授業形態 ☒講義形式 ☐チュートリアル ☐その他（     ） 

授業時間数 １回 80 分の授業が週 2 回 

担当教授 Mark Bridge 

授業内容 

This course examines the legal organization of the international community; international legal 

aspects of trade, development, and economic cooperation; as well as international technical, social, 

and cultural cooperation. One of the learning objectives of the course is to provide an understanding 

of the legal mechanisms which govern relations between nations; between nations and foreign 

individuals; and between foreign individuals.  

試験・課題など 

 

Case Presentation [Pair]: 30% 

Midterm Exam [Individual]: 35% 

Final Exam [Individual]: 35% 

 

感想を自由記入 

 

以前に履修して分かりやすく面白いと感じた先生の国際法の授業だったので取ることにしました。 

国際法の根拠、適応範囲から始め、どのように外交やビジネスへ影響を及ぼしていくかを学んでいきま

す。 

先生自身も言っていたのが、成績も 7 割が試験で決まり出席も求められていないため忙しい時、例えば

co-op の合間に一つだけ取れる授業としてもおすすめではないかと思われます。 

 

 


