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シラバス情報/Syllabus Information
授業情報/Class Information

授業コード/Class
code 34255000 開講キャンパ

ス/Campus
⻄宮上ケ原キャンパス／Nishinomiya Uegahara
Campus

授業開講年
度/Academic Year 2020年度

管理部
署/Administrative
Department

国際学部/International Studies／School of International Studies

【科⽬ナンバ
ー/Course
Number】
授業名称/Class Title

【330】ヨーロッパの経済と企業／Economies, Industries and Business Enterprises in
Europe

単位数/Credit 2 履修期/Term 秋学期／Fall
担当者/Instructor ブングシェ Ｈ．Ｒ．（BUNGSCHE HOLGER ROBERT）
履修基準年度
Standard Year for
Registration

２年

主な教授⾔
語/Language of
Instruction

⽇本語／Japanese

授業⽬的/Course
Purpose

本授業の⽬的は欧州連合（EU）を中⼼にヨーロッパの各地域の経済構造と特徴を紹介し、
ヨーロッパに経営している企業の活動範囲と経営課題を分かりやすく説明することである。
事例によりヨーロッパの多数の国の経済とその国に経営している代表てきな企業が紹介され
る。

授業⽬的(英
⽂)/Course Purpose

The purpose of the course is to give students a profound insight into the national
and regional economies of Europe and the specific environment these different
economies provide for business management. The course will explain different
economic structures of European countries and will give examples of representative
companies operating in these countries.

到達⽬標/Learning
Goals

本講義の到達⽬標は学⽣がヨーロッパの現代の経済状態とそれにより齎されるヨーロッパの
企業経営の課題、挑戦とチャンスに関する基本的な知識を得られることである。

到達⽬標(英
⽂)/Learning Goals

The learning goals for students are to acquire a profound understanding of Europeʼs
divers economic structures and traditions and realize how different the environment
is in these countries for companies to operate due to the these different economic
structures.

授業⽅法
Course Format

オンデマンド授業。（Q&Aの為に2回オンラインのZOOMミーティンを⾏う予定です。）
PPPプレゼンテーション

関連科⽬/Related
Courses

EUIJ関⻄の修了証プログラムの対象である全ての科⽬(神⼾⼤学⼜は⼤阪⼤学に提供されて
いるコースを受けられるようにEUIJ関⻄の修了証プログラムの登録が必要である)

検索キーワー
ド/Keywords ヨーロッパの経済、EUの経済政策、ヨーロッパの企業経営

授業計画
Topic

授業外学習
Study Required Outside Class

第１回
Session 1

ヨーロッパの経済︓伝統、発展、構造
デンマークの経済とその特徴

第２回
Session 2 デンマークの企業事例︓LEGO

第３回
Session 3 オランダの経済とその特徴
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第４回
Session 4

オランダの企業事例︓フィリップス

第５回
Session 5 ドイツの経済とその特徴

第６回
Session 6 ドイツの企業事例︓Siemens

第７回
Session 7 フランスの経済とその特徴

第８回
Session 8 フランスの企業事例︓ルノー

第９回
Session 9 スウェーデンの経済とその特徴

第１０回
Session 10 スウェーデンの企業事例１︓IKEA

第１１回
Session 11 イタリアの経済とその特徴

第１２回
Session 12 イタリアの企業事例︓Alessi

第１３回
Session 13 スロベニアの経済とその特徴

第１４回
Session 14 スロベニアの企業事例︓Gorenje

授業外学習
Study Required outside Class 授業に指摘される論⽂などが読むべきである

教科書
Required texts 授業に指摘される

参考⽂献・資料
Reference books 授業に指摘される

成績評価
Grading

種別 Type備考 Note 割合 
Percentage

評価基準等 Grading Criteria
etc.

平常リポート／Individual reports
(04) 100 %

更新⽇時/Date of
Update 2020年09⽉05⽇ 11時13分48秒

教室情報/Classroom Information
項番
No.

履修年度
Year

開講期
Term Offered

曜時
Day and Period

使⽤開講期
Term for Classroom Use

教室情報
Classroom

1 2020年度 秋学期／Fall ⽊曜１時限／Thursday 1 秋学期／Fall 未定

※記載されている授業情報は変更されることがあります。最新の情報は、教学Webサービスを確認してください。
* Class Information are subjected to changes. Make sure to check for the latest information on the
Kyogaku Web Service.
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