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「将来起業したいから経営系科目を履修したい。」「親が経営者だから経営に興味がある。」「お金儲けをしたい。」「経営コン
サルタントになりたい。」「マーケッターってなんだかかっこいいな。」etc…

SFCでは、多くの生徒が経営系の授業や研究会の履修を希望しています。しかし、その一方で提供される授業の内容と学生の求めて
いた学びのミスマッチが多発しているという現状があります。学生側としても、なんとなくこうなりたいという姿はぼんやりながら
考えている一方、それを実現するために正しい道筋を歩めているのか？といった不安の声が少なくありません。特に経営領域におい
ては、SFCの科目の多様性がゆえに、経営を学びたい人が結局経営を学ぶことが出来ていないのではという懸念もあります。

そこで、今回は経営系科目を担当しているSFCの教員の方々のご協力も得て、「SFC生がより経営を個人の目的に沿って効率的に学
ぶ」その手助けとなるような経営系科目ガイドブックを作成しました。

SFC経営系科目ガイドの使い方

はじめに

経営の全体像を知る SFCの経営系科目の
全体像を知る

• 科目の履修例
• Q&A

⇒学びのキャンバスを立てよう！
（履修計画ワークシート）

使い方

理解する 考える

まずは、経営とはそもそもなんなのかを理解し、その上でSFCの経営系科目の全体像を見ていきましょう。
そして、先輩の履修パターンやQ&Aを参考に自分の学びのキャンバスを考えてみてください。

研究会紹介

- 上山研 ビジネス
- 桑原研
- 柳町研
- 琴坂研B1
- 琴坂研B2
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経営とは？

経営に関係する領域の全体図

本資料では、特に企業経営における「経営」を中心に基礎知識を解説していく。企業経営という言葉を聞くと経営戦略やマー
ケティングといった言葉が頭をよぎる。しかし、経営学は一見すると関係があまりない様に思える経済学や社会心理、倫理と
いった学問から多大な影響を受けて成立した学問である。そのことを念頭に、本資料では企業経営における戦略と組織につい
て焦点を当て解説し、経営に関する基礎知識を解説していく。また、 経済学や社会学を中核とする見方もあるが、ここでは、
下図に従うこととする。
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企業経営に必要な2大要素：戦略と組織

戦略と組織

企業経営とは戦略と組織の２つの構成要素から成り立っている。「戦略」では、経営戦略やマーケティング
といった学問を含み”利益をより上げる”ことを目的とした手段や方法論、管理（マネジメント）を主に学ぶ。
一方で、「組織」では組織コミュニケーションやコーポレートガバナンスなど社会に対する会社のあり方や
会社を作る人材の統制や意思伝達を主に学ぶ。

戦略 組織
⚫ 経営学
⚫ 経営戦略
⚫ マーケティング
⚫ 財務会計、管理会計

⚫ 組織論
-コーポレートガバナンス
-組織行動
-組織コミュニケーション

⚫ 統治論

企業経営
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戦略編：経営戦略

経営戦略とは？

経営戦略の定義は数多くあるが、琴坂将広准教授の「経営戦略原論」によると経営戦略の骨格となるのは
「特定の組織が何らかの目的を達成するための道筋」であり、「主語としての組織があり、到達すべき目標
があり、それを達成に至る道筋がある」と書かれている。また、「筋道」がどのようにつくられるのか
（How）の要素を含めて定義に落としこまれる場合もある。下図では、一般的に経営戦略が会社全体の中の
どこに位置付けられるのかを説明している。

個別施策

事業戦略

経営戦略

経営理念・ビジョン

今ある経営資源を活かしてどのように企業
を成長させるか？中長期計画

どのような企業なのか？明確なポリ
シーをステークホルダーに示す

どの製品をどのターゲット層に訴求するか？いつ
までにどれくらいの売上？短期計画

経営戦略や事業戦略の実現のための自社製品やサービスの
個別的な戦術、実行プラン

具体的

抽象的
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戦略編：マーケティング

マーケティングとは？

マーケティングとは、日本マーケティング協会によると“企業および他の組織がグローバルな視野に立ち、
顧客との相互理解を得ながら、公正な競争を通じて行う市場創造のための総合的活動である（1990）”と定
義されている。つまり、これは「顧客のニーズを把握し、魅力的なプロダクト・サービスを生み出し、市場
を創造するための活動」と言える。マーケティングでは多くのフレームワークが存在するが、ここでは古典
的でいまでも活用されている4Pの概念を下記にて紹介する。

Product (製品)

Price (価格)

Place (チャネル)

Promotion (販促)

顧客に提供する製品やサービスのどのように作り出すか？顧客
が何に価値を見出すか？“商品戦略”

価格をどのように設定するか？顧客が本質的に体感している価
値に対する価格感度が適切か？“価格戦略”

どのような経路で顧客に商品を届けるか？どこで製品やサービ
スを販売するか？“販売チャネル戦略”

顧客に対し製品やサービスをどのようにして認知させるか？顧
客に対しどのようにリーチするか？“プロモーション戦略”
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戦略編：財務会計、管理会計

財務会計とは？

財務会計とは、主に賃借対照表や損益計算書、キャッシュ・フロー計算書からなる財務諸表を核とする会計
情報を企業外部の利害関係者（ステークホルダー）に対して提供することを目的とした会計である。その目
的は“会社の健康状態を基準に則って外部に提供”することである。つまり、会社の健康診断表を用いて会社
の現状把握と経営分析を行う学問である。
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管理会計とは？

財務会計に対し、管理会計とは、外部関係者ではなく、経営者や管理者に対して、経営管理や意思決定のた
めの報告を目的とするものである。こちらでも、財務諸表を用いて報告を行う。

簿
記

会
計

有
益
な
情
報

◼財務会計

企業外部の利害関係者用

◼管理会計

企業内部の経営管理者用

1. 日々の企業活動を帳
簿に記録する

2. 財務諸表を作成して
経営成績および財政
状態を明らかにする
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組織編：組織論

組織論とは？

組織論とは、社会科学上の組織を研究する学問を指す。組織の構造などハード面を扱うマクロ組織論と、組
織の中の人材などソフト面を扱うミクロ組織論に分類される。チェスター・バーナードによると組織が成立
するためには組織目的・貢献意欲・コミュニケーションの３つの要素が必要だと指摘している。つまり、組
織論とは１つのビジョンを共有した、貢献意欲のある人が円滑にコミュニケーションを行う集団（企業）を
運営するにはどうすればよいかを学ぶ学問である。

しかし、各企業における環境によって理想とされる組織の形は異なり、時代とともに組織のあり方も変化し
ていると言える。

組織目的

貢献意欲

コミュニケーション

組織に所属しているメンバー全員が共通の目的意識を持ち行動して
いるか？会社のビジョンや経営理念が末端の社員まで浸透している

か？”コーポレート・ガバナンス”

組織に所属しているメンバー全員が互いに協力する意思を持ってい
るか？設定された目標に対する貢献の意識を全社員が持っている

か？“組織戦略（組織行動）”

組織の中で円滑なコミュニケーションが図られているか？上意下達
ではなく、情報共有がされているか？“組織コミュニケーション”
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組織が成立するための要素(チェスター・バーナード)



組織編：統治論

統治論ーコーポレート・ガバナンスとは？

ここでは、企業を統治する仕組みとしてコーポレート・ガバナンスに焦点を当て、解説していく。

コーポレート・ガバンンスとは、日本取引所グループが掲げるコーポレート・ガバナンスコードでは、「会社
が、株主をはじめ顧客・従業員・地域社会等の立場を踏まえた上で、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を
行うための仕組みを意味する」と定義されている。コーポレート・ガバナンスが重要である理由は、主に２つ
ある。

1. 倫理的問題：企業による不祥事（粉飾決算や労働問題など）を防ぎ、ステークホルダーの利益を守る、企業の社会倫理的正当
性を守るため。

2. 効率問題：企業価値や業績向上に結びつくような効率的な経営がされているかを監視するため。
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監査役会

取締役会

株主総会

企業
（経営者）

従業員

監視 統制

サービス

監視：不祥事が行われていないか？不利益になるようなことがないか？効率的な経営が行われているか？監視する。

統制：企業による不祥事（粉飾決算や労働問題など）を防ぐ。
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各分野の授業での扱われ方

大学でよくある授業形式の分類

企業経営は主に戦略と組織の２つの要素から成り立っており、それぞれをさらに細かく見てきた。ここでは、
実際に多くの大学の授業の中でどのような形式をたどるのかを分類した。次ページからSFCで開講されてい
る経営系科目を紹介していくが、この分類を元に目的に沿った授業選択ができるよう役立ててほしい。

マーケティング

経営学

経営戦略

財務/管理会計

組織論・統治論

戦略

組織

理論 ケーススタディ 実践
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I. .

II. SFCの経営系科目



SFC 経営系科目マッピング

SFC開講科目をカテゴリ別・レベル別にマッピングしてみると

経営の全体像

考
え
るSFC経営科目

理解する

次に、SFCで開講されている経営系科目の全体像を見ていく。

SFCキャンパスで開講されている経営系科目を先のカテゴリ別、そして授業内容を入門・発展・実践と3段階のレベル別に区分
しマッピングすると下図のようになる。経営系に関わる科目が下記以外にも開講されているが、ここでは、より経営と結びつき
が強い科目のみを紹介している。1〜2年生は入門編を3〜4年生で入門編を修了の方は発展編や実践編を推奨する。
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SFC 経営系科目分類

SFC経営系開講科目一覧

以下の表はSFCが通年で開講している経営系の科目の一覧である。先述した、戦略編と組織編に属さない経営科目も含めた一
覧となっている。
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科⽬名 教員名 JP/EN レベル 経営学 経営戦略 会計 マーケティ ング 組織論/統治論

企業経営 上山信一 2 ●

経営戦略 琴坂将広 2 ● ●

国際企業論 琴坂将広 1 ●

多国籍経営論 琴坂将広 EN -

コーポレートガバナンス 柳町功 ●

マーケティング戦略 桑原武夫 EN ●

財務ビジネスプラン構築技法 伊藤良⼆ 3 ● ●

ビジネスのデータサイエンス 桑原武夫

組織戦略（組織行動） 伊藤良⼆ 2 ● ●

コンサルティング技法 須藤実和 1 ●

ベンチャー経営論 國領⼆郎 EN 2

情報技術とマーケティング 桑原武夫 2 ●

組織経営の会計 会⽥一雄 1 ●

組織戦略（組織行動） 印南一路 EN

戦略的交渉論 印南一路

意思決定能力の開発 印南一路

企業会計論 会⽥一雄 2 ●

キャリア開発論 花⽥光世

ライフキャリア論 花⽥光世

組織コミュニケーション 花⽥光世 1 ●

経営分析 ⽯⽥晴美 1 ●

デザイン思考と競争戦略 山脇秀樹 1 ● ？

経営戦略特論（⼤学院科目） 琴坂将広 EN 3 ●

経営戦略特論（⼤学院科目） ⽮作尚久 3 ●

データ・ドリブン社会の創発と戦略安宅和人 2

データ・ドリブン社会の創発と戦略(応用)安宅和人 3
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ここまで、経営とはそもそもなんなのかを理解し、その上でSFCの経営系科目の全体像を見てきました。それでは次に、学生
の志向パターンから見る履修例や次ページのQ&Aを参考に自分の学びのキャンバスを考えるのに役立ててみてください。

科目の履修例

履修志向パターン
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学生A

学生B

就活なども考えて、将来
経営コンサルタントや
マーケッターといった分
野に興味がある。

学生C

なんとなくだけど、経
営学って面白そう！で
もどこから始めていい
のかわからない…。

[マーケティングとデータに強くなる]

• 情報とマーケティング（桑原）

• データ・ドリブン社会の創発と戦略
（安宅）

SFCには実務的なアプ
ローチの授業も多いが、
学問的に発展の系譜や
学問としてのあり方を
学びたい…。

[経営学の全体像を見る]

• 経営戦略（琴坂）[理論重視]

• 企業経営（上山）[ケーススタディ
が多い]

[経営学を学問的に深める]

• 国際企業論（琴坂）

• 経営戦略（琴坂）

[経営学の各要素を深める]

• 会計：企業分析（石田）など

• 組織論：組織コミュニケーション
（花田）など

[コンサルティングについて学ぶ]

• 企業経営（上山）

• コンサルティング技法（須藤）

②実務に活用できることや事例、ケースから学びたい。

①経営ってそもそもなんだろう？興味はあるが、基礎から学びたい場合

③経営学を学問的に学び、深めていきたい場合

[理論と実践がどう違うかを見る]

• 財務・ビジネスプラン構築技法
（伊藤）
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Q&A

Q&A
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起業する際に必要な能力を高めたい！まずは経営学から始めよう！

②よくあるミスマッチー会社の立ち上げに興味

ここでは、学生が各経営系授業に履修登録する際や、研究会へ応募する際によくある間違いやミスマッチを紹介していく。し
かし、間違いやミスマッチと言っても、全く関係がないというわけではない。ダイレクトに求めているものとは少し離れてし
まう可能性があるだろうという意味である。

経済学を学び、世界の動きを知りたい！経営を学ぶと企業全体の動きがわかるので、一緒に学ぶといいだろ
う！

①よくある間違いー経済学との混同

③よくあるミスマッチーNGOや国際機関の運営に興味

確かに、共に学んでいくことはいいことです。しかし、経済学は世の中全体のことを、経営戦略は特に企業が
市場の中でどう発展していくか方法を考えるので、成り立ちが逆です。

起業するにあたって経営学を学ぶ必然性はあまり大きいとは言えないでしょう。もちろん、起業し、事業が大
きくなっていくにつれて、会計や経営戦略は必要な要素になりますが、アイデアを想起しそれをプロトタイプ
に落とし込み、資金調達をするというシード期にはむしろ商品やサービス（解読）について学んだ方が良いで
しょう。

NGOや国際期間の運営にも経営は必要だと思います。企業経営を学ぶと一
石二鳥では！？

利益を重視する組織と、NGOは大きく異なります。分野として、公共経営やNPO経営を学ぶと良いでしょ
う。確かに、企業でもNGOでも、経営戦略の事業を考える際の根本的な思考法は、同じです。しかし、
SFCのより「ソーシャル」や「社会的貢献」、「国際問題」といった文脈が書かれている授業の方がミス
マッチの可能性が低いと考えられます。

学生

教授

学生

教授

学生

教授
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III. 研究会について知る



上山信一研究会の紹介-ビジネス研

上山信一ビジネス研究会

研究会内容

形式：

マッキンゼーのコンサルティングスタイルをそのまま実践する。
実際の企業(これまでにDeNA、ロート製薬、富士急行、マス
ターカードなど40社以上実施)をクライアントとし、2-3人の
チームで戦略コンサルティングを行う。

実地調査のほか、クライアントや講師と毎週1-2回の打ち合わせ
+グループワークを重ねながら提言をまとめる。

内容：

消費者や関係者へのインタビュー、ビジネスモデル、業界構造
の分析などを通じてクライアント企業の現状分析を行う。

詳細(研究会シラバス)はこちら(CNSアカウントが必要です)

推奨授業

秋学期：月2限「企業経営」（上山信一）

論理思考、課題の構造化、データ分析、図表作成、プレゼン
テーション、インタビュースキル

次の①②を満たしていることが望ましい

①「企業経営」で優秀な成績を収める。

②経営に関する科目で優秀な成績を収める。

入り方

書類選考 ケース面接

「企業経営」で優
秀な成績を収めて
いるとより研究会
に入りやすい。ま
た、他の経営に関
する科目も評価対
象となる。

面接にて高い評価
を得た場合、研究
会に入ることがで
きる。

身につくスキル

©経営系研究会 有志学生チーム | 

経営の全体像

考
え
るSFC経営科目

理解する
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桑原武夫研究会の紹介

桑原武夫研究会

研究会内容

形式：テーマごとに編成されたチームごとに、各データ利用に
ついて学んだ後に、小グループで目的を設定し分析をすすめる。
必要に応じ、担当者やデータ提供元企業などの講義を行う。科
学技術コミュニケーションは、日本科学未来館との共同プロ
ジェクトであり、現場での実習も行う。

内容：コミュニケーションをキーワードに、
・マーケティング分野：ソーシャル・リスニング、クロスメ
ディア効果測定 、ブランド力のモニタリングと変化予測 、チー
ムにおける伝統の可視化と活用 等、および、
・科学技術分野： 生活者の科学技術像、 科学技術コミュニケー
ション動向、科学館における展示と態度変容等を、実証的に研
究する。

評価方法：中間報告および最終の２回の報告会とレポートによ
る。

社会常識、論理的思考力、柔軟な思考力、チームワーク力、コ
ミットメント

推奨授業

春学期：火1,2限「マーケティング戦略」

（桑原武夫）

他研究会との重複履修

マーケティング・マインド＝消費者志向、高度なデータ解析力、
プログラミング、モデル構築

入り方

書類選考 面接

必要スキル

身につくスキル

©経営系研究会 有志学生チーム | 

経営の全体像

考
え
るSFC経営科目

理解する

マーケティング / 科学技術・コミュニケー
ションに、SFCならではの多様な経験を組
み合わせることを重視する。他の研究会と
の重複や移動を歓迎する。

19



柳町功研究会の紹介

柳町功研究会

研究会内容

内容：柳町研究会は1と2に分かれており、それぞれ取り扱う領
域が異なっている。1の方では「韓国・北朝鮮の政治・経済」に
関して、2の方では、「日本・アジアにおける企業経営」に焦点
をあて研究を行っている。

研究会1と2どちらも個人研究となり、メンバーは各自自由に研
究テーマを持ち、毎週一人ずつプレゼンターとなり、研究成果
を発表する。そして、柳町先生を含めメンバーの皆と質疑応答
や研究内容について、ディスカッションを行う。

評価方法：毎週の研究会の出席、研究会への参加意欲、各学期2
回の研究成果発表、学期末に行う研究会合宿での最終発表、研
究会論文、卒業論文

社会常識、柔軟な思考力

推奨授業

秋学期：木1限「韓国社会論」(柳町功)

論理思考、データ分析、図表作成、プレゼンテーション

・新規に研究会履修を希望する者は、メールに
て「志望理由書」を提出すること。(A4で1枚程
度、書式自由)→iyanagi@sfc.keio.ac.jp

・内容として、①研究希望テーマ、②研究概要、
③志望理由などを具体的に書くこと。

・「志望理由書」が受理された後、指示に従い
「課題」を作成の上提出すること。

・尚「志望理由書」提出締切後、15名を超えた
場合は、書類選考(=「志望理由書」「課題レ
ポート」)と面接を実施する。

・書類締切、選考日程などは研究会シラバス、
研究会ホームページにて掲載。

・柳町研究会ホームページ：

https://yanagimachilab.wixsite.com/yanagim
achilab

入り方

必要スキル

身につくスキル

©経営系研究会 有志学生チーム | 

経営の全体像

考
え
るSFC経営科目

理解する
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琴坂将広研究会の紹介-B1（日本語）

琴坂将広研究会（B1）

研究会内容

形式：個々人の関心に合わせ、学術論文執筆、外部企業とのプ
ロジェクトを行う。また、毎週の講義内では学術論文やケース
教材を読み込んだ上でディスカッションを行い、各活動におい
て得られた知見を共有する。

内容：論文執筆は、海外の学術論文を読み込み、その上で教員
と相談の上、課題設定、スケジューリング、調査を進める。

外部企業とのプロジェクトでは、ゼミ生主体でプロジェクトの
策定、企業との議論を行う。プロジェクト内容はセミナーなど
の実務的なものから、学術的な調査研究まで様々である。

評価方法：論文執筆、プロジェクト推進などの各自の活動に加
え、講義内での議論、及びゼミ業務への積極的なコミットンメ
ントを重視する。適宜、講義内での活動報告も行う。

論理的思考力、コミットメント、コミュニケーション能力、
チームワーク、自身の将来に対するビジョン

推奨授業

春学期：水1,2限（前半）「経営戦略」（琴坂将広）

秋学期：水1,2限（前半）「国際企業論」（琴坂将広）

論理的思考力、リーダーシップ、プレゼンテーション能力、仮
説構築・検証能力

入り方

書類選考 面接

「経営戦略」、
「国際企業論」で
優秀な成績を収め
ているとより研究
会に入りやすい。

ゼミ生面接を行い、
その後教員との面
接を行う。面接に
て高い評価を得た
場合、研究会に入
ることができる。

必要スキル

身につくスキル

©経営系研究会 有志学生チーム | 

経営の全体像

考
え
るSFC経営科目

理解する

※ 毎期の採用人数がごく少数であり、基本的に継続
生中心となる。

※ 尚、入ゼミ方法は上記の限りではない。琴坂研究
会が主導している特別研究プロジェクト、講義など
に参加し、高い評価を得ると入りやすくなる場合が
あるため、これを推奨する。
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琴坂将広研究会の紹介-B2（英語）

琴坂将広研究会 (B2) 

研究会内容

形式：Harvard Business Review や Ivy Publishing などのケー
ススタディの議論や企業とのプロジェクトを通し企業の創業、
成長、国際化の知見を分析し、成功要因を研究している。

内容：テーマ毎にケースや論文を読み込み、その上で教員と相
談の上、課題設定、スケジューリング、調査を進める。議論は
全部英語で行われる。
外部企業とのプロジェクトでは、ゼミ生主体でプロジェクトの
策定、企業との議論を行う。プロジェクト内容はセミナーなど
の実務的なものから、学術的な調査研究まで様々である。

評価方法：論文執筆、プロジェクト推進などの各自の活動に加
え、講義内での議論、及びゼミ業務への積極的なコミットンメ
ントを重視する。

英語力、論理的思考力、コミットメント、コミュニケーション
能力、チームワーク、自身の将来に対するビジョン

推奨授業

秋学期：月4限「多国籍経営論」（琴坂将広）

論理的思考力、リーダーシップ、プレゼンテーション能力、仮
説構築・検証能力

入り方

書類選考 面接

「多国籍経営論」
で優秀な成績を収
めているとより研
究会に入りやすい。

ゼミ生面接を行い、
その後教員との面
接を行う。面接に
て高い評価を得た
場合、研究会に入
ることができる。

必要スキル

身につくスキル
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経営の全体像

考
え
るSFC経営科目

理解する

※英語がネイティブレベルである。

※ 毎期の採用人数がごく少数であり、基本的に継続
生中心となる。

※ 尚、入ゼミ方法は上記の限りではない。琴坂研究
会が主導している特別研究プロジェクト、講義など
に参加し、高い評価を得ると入りやすくなる場合が
あるため、これを推奨する。
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ここまで読むと、「経営とはそもそも何なのか」からその構成要素を読み解くことで、自分の将来像や目的を踏まえてSFCで
どの科目を選択すべきか、どの研究会に所属するべきか明らかになってくると思います。

最後に履修計画ワークシートを用意しました。SFCではいつ、なんの科目、研究会に所属するか見通しを立てることが非常に
重要です。学びの機会が多いSFCを有効活用していきましょう！

履修計画ワークシート

ワークシート

1年

春 秋

2年

春 秋

3年

春 秋

4年

春 秋

科目

研究会

目的

©経営系研究会 有志学生チーム | 23
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