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H2８年度 中四国産学連携合宿授業日程 

                  

 写真撮影：大倉先生 

1 日目（H28 年 8 月 26 日(金)）                    司会： 山根先生 

授業 or イベント 備考 （P. ）：教材ページ番号 

12:50 マツダ本社 2 号館(JR 向洋駅徒歩 3 分)受付 

13:00   

1． マツダ会議室にマツダ講師/連携大学教員 

/学生集合＆歓迎挨拶 

13:10 

2. 授業開始前ルーブリックテストの実施 

13:20 

3. 本授業の趣旨、計画概要説明 

コミュニケーションの重要性について 

13:40   

  ４．7．グローバルビジネスと商品企画(1) 

      グローバルビジネスの紹介 

14:00  社内バスで移動（2 号館玄関前） 

14:15  マツダミュージアムおよび工場見学 

15:50  ミュージアム発 

16:00  宇品西門着      

16:00  マツダ発 ホテル法華クラブ広島へ 

16:30   ホテル法華クラブ広島チェックイン 

17:00  夕食（弁当）  ＠ 広島市交流プラザ 

     参加大学教職員の紹介、6．チーム分け 

18:15  サテライトキャンパス広島講義室に集合 

18:20   

5.  オープニング講義 

    自分の人生を生き抜くために -自分で考える- 

19:40  休憩 

19:50   

  6． 受講学生の自己紹介とチーム分け、アイス

ブレーキングを兼ねたチーム名決定 

20:15 

  7.  グローバルビジネスと商品企画 (1) 

     海外ビジネスについて/ディストリビュー

ター 

8. グローバルビジネスと商品企画 (1) 

海外主要市場の概要 

 アメリカ、ヨーロッパ、中国 

21:45 1 日目講義終了  

・案内地図参照 

 

・歓迎挨拶： マツダ財団 魚谷常務理事 

 

 

・担当： 山根先生 

 （P.1～3） 

・担当： 山根先生 

 （P4～5） 

 

・講義： 魚谷常務理事 

 (P.14～15) 

 

・引率： 魚谷常務理事 

 

 

大学別にタクシーにて移動(約 2000 円/台) 

・〒730-0037 広島市中区中町 7-7 

         Tel：082-248-3371 

 

・〒730-0051 広島市中区大手町１丁目 5−3 

         Tel: 082-258-3131   

・講義： 大森先生 

 （P.6～12） 

 

 

・担当： 山根先生 

 （P.13） 

 

・講義： 魚谷常務理事 

 （P.16~17） 

 

（P.18～34） 

 

 

・徒歩にてホテル法華クラブ広島へ 

（学生の未来を創る研究会） 
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2 日目（8 月 27 日(土)） 

9:00 

  8.   グローバルビジネスと商品企画 (1)Cont. 

     講義：海外主要市場の概要 

アメリカ、ヨーロッパ、中国 

 

9:30 

  9.  講義：価値づくりの基本   

 

10:00   休憩 

10:15       

  10.   グローバルビジネスと商品企画 (2) 

       講義：商品企画の基礎 

     演習：商品企画グループワーク 

        ブレーンストーミングと KJ 法 

12:00   昼食 

 

13:00 

   11.   グローバルビジネスと商品企画 (2)Cont. 

     演習：商品企画グループワーク 

- 市場要件の抽出 

- 将来予測 

 

14:30   休憩 

14:40 

  12.  グローバルビジネスと商品企画 (3) 

     演習：シナリオライティング 

- コンセプトシナリオ 

- リーズニング 

16:10   休憩 

16:20 

  13. 講義：プレゼンテーション 

 

16:50 

  14． ガントチャートを使った計画立案 

 

17:20  休憩＆夕食 

18:50 

  15.  グローバルビジネスと商品企画 (4) 

     演習：プレゼンテーション資料構想作り 

 

22:00  講義室施錠 

 

・担当： 魚谷常務理事 

 （P.18～34） 

質疑応答中心、その後各チームは希望担当

市場を申告 

 

・担当： 岡野先生 

 （P.35～39） 

 

 

 

・担当： 魚谷常務理事 

 （P.40～49） 

 

 

 

 

・担当： 魚谷常務理事 

 （P.40～49） 

 

 

 

 

 

・担当： 魚谷常務理事 

 （P.49～52） 

 

 

 

 

・ 魚谷常務理事 （P.53～56） 

 

 

・ 山根先生 （P.57～58） 

 

   

  

・演習支援： 魚谷常務理事 

      ＆ 先生方（P.59） 

 

・徒歩にてホテル法華クラブ広島へ 
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3 日目（8 月 28 日(日)） 

8:00   講義室開錠（使用可能） 

 

9:00 

  16.  グローバルビジネスと商品企画 (4) Cont. 

     演習：プレゼンテーション資料作成 

        プレゼンテーション原稿作成 

 

10:30 

  17.  グローバルビジネスと商品企画 (4) Cont. 

     演習：プレゼンテーション準備 

                質疑応答準備 

 

11:40   昼食 

 

12:30    集合  プレゼンテーション最終準備 

12:40   

18.  グローバルビジネスと商品企画 (5) 

     Distributor Meeting 

- チーム毎のプレゼンテーション 

- 質疑応答 

- 優秀チームの選定、表彰 

- 総まとめ 

14:40   休憩 

 

14:50 

  19.  クロージング講義 

     新たな市場開拓を目指す電気自動車ベン

チャーの企画・戦略 ～地域連携・グロー

バルリーダーを目指して～ 

 

16:20   

20． 授業終了後ルーブリックテストの実施 

 

 

16:30  

  21． 優秀チーム表彰・受講生感想発表・ 

写真撮影 

 

17:00  授業終了 ＆ 解散 

    

 

 

 

・演習支援： 魚谷常務理事 

＆ 先生方 

 

 

 

・演習支援： 魚谷常務理事 

      ＆ 先生方 

 

 

 

 

 

 

・担当： 魚谷常務理事 

 （P.59～60） 

 

 

 

 

 

 

 

・担当：四国大学 松重学長  

 （P.62～） 

 

  

 

 

・担当： 岡野先生 

 （P.1～3） 

 ルーブリックテスト結果分析：田中先生 

 

・受講生感想発表： 岡野先生 

 

 

・終了宣言他： 山根先生 

 


