
中小企業大学校サテライト・ゼミ　with　名古屋大学大学院経済学研究科

理論と演習で学ぶ！

経営力を高める ４つ のアプローチ

申込方法 裏面の「受講申込書」にご記入の上、
ＦＡＸにてお申込みください。 お問合せ先 中小企業大学校 瀬戸校

研修担当　TEL：0561-48-3400  

講師
紹介

ソニー(株)での技術者勤務を経て、2004年、北陸先端科学技術大
学院大学より博士号を取得。同大学助手、助教を経て2008年より東
京大学特任准教授、2010年より岡山大学大学院准教授。名古屋大学
大学院准教授を経て、2016年より現職。

犬塚　篤 名古屋大学大学院　経済学研究科　教授

(株)リクルート勤務の後、独立し広告事務所を主宰。社会人大学
院へ進学。慶応義塾大学大学院経営管理研究科博士課程、博士（経営
学）。2014年より現職。専門は、消費者の情報源選択、企業の広報、
芸術文化組織のマネジメント。

川北　眞紀子 南山大学　経営学部　教授
2003年、一橋大学商学部卒業。2009年に一橋大学より博士学位

（商学）を取得。名古屋大学大学院経済学研究科講師を経て、2011年
より現職。専門は人事管理論。

江夏　幾多郎 名古屋大学大学院　経済学研究科　准教授

2003年、神戸大学大学院経営学研究科 会計システム 博士後期課
程修了、博士（経営学）。関東学園大学経済学部講師、助教授、関西大
学大学院会計研究科助教授、准教授、教授を経て、2017年4月より
現職。専門は会計学。

坂口　順也 名古屋大学大学院　経済学研究科　教授

主催：中小企業大学校瀬戸校
共催：名古屋大学大学院経済学研究科

カリキュラム ※カリキュラムは変更になる場合があります。

実施日 科　目 実施日 科　目

第
１
講

７/10（火）

18:00
～

21:00

 〈経営戦略〉
・経営環境の読み方
・経営戦略の基本
　講師：犬塚　篤
　　　（名古屋大学大学院 経済学研究科 教授）

第
３
講

７/24（火）

18:00
～

21:00

 〈会　計〉
・財務諸表の基本構造と相互関連性
・経営管理への会計の利用
　講師：坂口　順也
　　　　（名古屋大学大学院 経済学研究科 教授）

７/13（金）

18:00
～

21:00

・戦略の実施と効果（ケース学習）
　講師：同上

７/27（金）

18:00
～

21:00

・戦略実行への会計の活用
　講師：同上

第
２
講

７/17（火）

18:00
～

21:00

 〈マーケティング〉
・マーケティング戦略の考え方
　講師：川北　眞紀子
　　　　（南山大学　経営学部　教授） 第

４
講

７/31（火）

18:00
～

21:00

 〈組織・人事管理〉
・組織内コミュニケーションと組織の活性化・統合
・リーダーシップ学習
　講師：江夏　幾多郎
　　　　（名古屋大学大学院 経済学研究科 准教授）

７/20（金）

18:00
～

21:00

・事例に学ぶネット時代のマーケティング戦略
　講師：同上

８/３（金）

18:00
～

21:00

・評価・報酬を通じた組織づくり
　講師：同上

経営環境の変化が厳しい中、事業を継続・発展させるためには、如何にして時代の変化を的確に捉え、論理的な判断に基
づき、戦略を立案・実行するかが重要です。

本ゼミナールでは、「経営戦略」「マーケティング」「会計」「組織・人事管理」という４つの視点から、企業の経営力を高
めるための考え方を体系的に学び、演習を通じて自社の経営力をブラッシュアップしていきます。

研修のねらい

受講対象者
①中小企業の経営者、経営幹部、管理者 等
②上記（中小企業）以外の役職員 等
※中小企業の範囲については裏面の表をご参照ください。

開催期間
平成30年７月10日（火）～８月３日（金）

（全８回、火曜・金曜：18:00～21:00）

受講料・定員
①中小企業者　　 ：35,000円（税込み）・10名
②中小企業者以外 ：60,000円（税込み）・10名

開催場所
名古屋大学 東山キャンパス　（愛知県名古屋市千種区不老町）
経済学部棟　１階　特別演習室２

受講区分
①中小企業者　　：中小企業大学校瀬戸校　　
②中小企業者以外：名古屋大学大学院経済学研究科



「経営力を高める４つのアプローチ」　受講申込書
以下に必要事項をご記入の上、FAXを送信してください。受講区分に関わらず中小企業大学校瀬戸校への申込みとなります。受領後、

「受付」欄に受講区分等を記載の上、中小企業大学校瀬戸校または名古屋大学から折り返しFAXいたしますので、必ずご確認ください。

▲ FAX番号　0561-48-2224 ▲
個人情報の
保護について

個人情報保護法に定義されます個人情報に該当する情報については、中小機構及び共催機関が実施する事業で使用させて頂きます。当該
個人情報の第三者（業務委託先を除く）への提供または開示はいたしません。ただし、お客様の同意がある場合および、法令に基づき要
請された場合については、当該個人情報を提供できるものといたします。

フリガナ 会社概要

企業名 資本金 千円 従業員数 人

代表者
（役職）

（氏名）
業　種

E.製造業  I-1.卸売業  I-2.小売業  R.サービス業
D.建設業  G.情報通信業  H.運輸業  K:不動産業  M.旅館業
Z.その他　具体的に（　　　 　        　　　　　　　　）

所在地

〒　　　　　 　－　　　 製造業内訳
※業種が製造業
の場合、該当す
る項目に○印を
おつけください

9.食品  10.飲料  11.繊維  12.衣服  13.木材・木製品  
14.家具  15.紙  16.印刷  17.化学  18.石油  
19.プラスチック  20.ゴム  21.皮革製品  22.窯業  
23.鉄鋼  24.非鉄金属  25.金属製品  26.一般機械器具  
27.業務用機械器具  28.情報通信機械器具  
29.電子部品・デバイス  30.輸送用機械　
31.精密機械器具　32.その他TEL （　　　　　）　　　　　　　―

FAX （　　　　　）　　　　　　　― 主要
取扱品目

事務連絡
担当者

（部署）

（役職）　　　　　　　　　　　（氏名）

（E-mail）

この研修をどのようにして知りましたか？

１.ＤＭ  　２.ホームページ  　３.商工団体等の会報紙
４.紹介（大学関係者 ・ その他）  　
５.その他（　　　　　　　　　　）

受講者情報

フリガナ

氏　名

部　署

E-mail

役　職
（役職名を記入の上、　
該当区分に○印をお

つけください。） 代表者　　　役員　　　管理者　　　管理者候補

年　齢 歳 性　別 １．男　２．女

〔事務処理欄〕

地下鉄名城線「名古屋大学」駅１番出口を出
て正面右手すぐ
※本研修の受講者用の駐車場はございません

ので、公共交通機関にてご来場ください

【会場アクセス】
名古屋大学　東山キャンパス
経営学部棟１階「特別演習室２」

受
講
区
分

①中小企業者（受講料：35,000円）
　※中小企業大学校瀬戸校にて受付します。（瀬戸校コース番号：41）

受
付
状
況

受講いただけます。
受講決定通知兼振込依頼書を開講の約1ヶ月前に事務連絡ご担当者様へ発送いたします。

キャンセル待ち　　　番です。
キャンセルが発生次第ご連絡いたします。

②中小企業者以外（受講料：60,000円）
　※名古屋大学大学院経済学研究科にて受付します。

受
付
状
況

受講いただけます。
受講決定通知兼振込依頼書を開講の約1ヶ月前に事務連絡ご担当者様へ発送いたします。

キャンセル待ち　　　番です。
キャンセルが発生次第ご連絡いたします。

業　種 資本金 従業員数

製造業、運輸業、
建設業、ソフトウェア業、
情報処理サービス業 ほか

３億円以下 300人以下

卸売業 １億円以下 100人以下

小売業 ５千万円以下 50人以下

サービス業 ５千万円以下 100人以下

旅館業 ５千万円以下 200人以下

【ご参考（中小企業の範囲）】
●資本金または従業員数のいずれかが下表の範囲内であれば

中小企業に該当します。

【受付欄】 申込書を受領後、以下の該当区分に○印を記入の上、中小企業大学校瀬戸校または
名古屋大学より折り返しFAXいたします。

中小企業大学校瀬戸校 研修担当　宛 平成　30 年　　　月　　　日  


