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徐 誠敏 
 (ソ   ソンミン) 

「商品と流通の経営学(1)」 
授業の概要・進め方 



徐誠敏のオリジナルキャラクター 
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名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

  

徐誠敏(ソソンミン)の 

オリジナル・キャラクター 

「ブランドリ」 

共に成長しよう 

商品と流通の経営学 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=mzm6aJmYXDnl8M&tbnid=8l3NLQvjnkmr2M:&ved=0CAUQjRw&url=http://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=dlfn85&logNo=110126521943&parentCategoryNo=33&viewDate=&currentPage=1&listtype=0&ei=GRurUtPKAaqRigfxqIGACA&bvm=bv.57967247,d.cGU&psig=AFQjCNEEad3ERtW03l1BdGTiXmnB0UJuzg&ust=1387031566712543
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=iw5haoS68E-fkM&tbnid=Nm4nNfU6JdfAtM:&ved=0CAYQjRw&url=http://www.sterlingparfums.com/en/pressrelease/media-centre/press-releases/sterling-parfums-launches-lets-grow-together-employee-branding-campaign-february-2011.html&ei=5-wnU_67Jsb1kQWr-oH4CQ&bvm=bv.62922401,d.dGI&psig=AFQjCNEtlxf3y7kiW7XXnP-M-zACoky4CQ&ust=1395211869851303


3 
名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

本日の贈る言葉 

挑戦なくして新しい発見なし!     

ポジティブに考え、ポジティブに行動し、 

「商品と流通の経営学」頑張りましょう🌠^^🌠 

商品と流通の経営学 
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名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

Ⅰ 授業の概要と進め方 

商品と流通の経営学 
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授業の概要 
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商品と流通の経営学 

本授業では、近年多様化する商品の生産・流通・

消費という経済の仕組み・機能・役割・特性、 

商品ブランド戦略と流通戦略について明確に 

理解したうえで、それぞれのテーマに 

関する課題を発見・分析・解決するための 

基本的な知識・技能・考え方を学ぶ。 



皆さんが普段考えている 

商品とは何ですか? 

 

そもそも商品とは何ですか? 
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商品と流通の経営学 
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商品と流通の経営学 

一般的な商品の定義 

「売ることや買うことを目的に 

市場に提供されている物」 

  

http://town-illust.com/attachment/car1


皆さんが考えている 

商品とは何ですか? 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 
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商品と流通の経営学 

 

そもそも商品とは何ですか? 

一般的にいえば、商品とは 

売ることや買うことを目的に 

市場に提供されている物です。 

  

さまざまな商品の中で、まったく売れていない 

商品がある一方で、長い間売れ続けている 

超ロングセラーの商品があります。 

その差は何か、そこにはどのような商品戦略、 

さらにいえばマーケティング戦略があるのか、 

皆さんと一緒に勉強していきます☆彡 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https://okashi-ichiba.co.jp/item_ichiran_page/set_eraberu.html&psig=AOvVaw2c8QNNRTO8uVHVqCQGfz_9&ust=1587107290428000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjvivyy7OgCFQAAAAAdAAAAABAD
http://town-illust.com/attachment/car1


流通チャネルとは 
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商品と流通の経営学 

出所：https://hodai.globis.co.jp/courses/1239a919(2020年5月5日アクセス)。 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https://hodai.globis.co.jp/courses/1239a919&psig=AOvVaw1_Sm81qvPWNKNSvGZG7ObN&ust=1587116969871000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjO_MvV7OgCFQAAAAAdAAAAABAZ
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https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https://www.irasutoya.com/2013/05/blog-post_48.html&psig=AOvVaw03vnF4wSznxXGD4Klvqa_7&ust=1587117904560000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCBu4nZ7OgCFQAAAAAdAAAAABB2


流通チャネルとは 
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商品と流通の経営学 

重要な社会的インフラの1つ  
 
 
 
 
 

コンビニエンスストア 

ネット通販 
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https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https://www.kango-roo.com/ki/image_1056/&psig=AOvVaw00tQQqD7trzdXeFrI1mU2G&ust=1587118193969000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPie6Zfa7OgCFQAAAAAdAAAAABAq
https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https://www.irasutoya.com/2014/06/blog-post_8636.html&psig=AOvVaw33ekNSWBclzSFrMkZYFucP&ust=1587118341802000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDF5Nna7OgCFQAAAAAdAAAAABAR
https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https://toyokeizai.net/articles/-/204219&psig=AOvVaw0PXxdQYOsA1rvjlgcJ4-u-&ust=1587118482135000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIDFtrPb7OgCFQAAAAAdAAAAABAV
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これからの授業の進め方  

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

PPTでつくった動画を私のYou Tubeチャンネル

にアップすると同時に、そのURLを 

 

 

 

 

Google Classroomにアップします。 

商品と流通の経営学 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https://powerpoint-microsoft.info/%E7%94%BB%E5%83%8F/44&psig=AOvVaw0uUVeeE1832LKofKIlFMg3&ust=1586563533551000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDG9fLH3OgCFQAAAAAdAAAAABBX
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これからの授業の進め方  

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

商品と流通の経営学 

「商品と流通の経営学(1)」の受講生の皆さん、

できる限り、本学の授業時間割で定められた 

時間内に、20分前後の動画を毎回水曜日1回 

または2回You Tubeで見て、その動画の内容を

明確に理解したうえで、毎回パソコンまたは 

スマホにわかりやすくかつ論理的に書きまとめて 

おいてください。その関連する事例などに 

ついては、ネットや他の文献で調べて 

学習してもらうやり方で進めていきます。 
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これからの授業の進め方  

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

商品と流通の経営学 

PPTでつくった動画を 

私のYouTubeチャンネルに 
アップして、 

「商品と流通の経営学➀・➁」の受講生の 

皆さんに本学の授業時間割で定められた時間内

(経済学部・法学部：火曜日午前9時半～11時、

経営学部：水曜日午後1時20分～2時50分)に、 

20分前後の動画を毎回火曜日1回または2回 

You Tubeで見て学習してもらうやり方で 

進めていきます。 

2回～13回の動画での学習と共に、第14回の

これまでのまとめのPDF資料を通して 

学習してもらうやり方で、今後、「商品と 

流通の経営学(1)」の授業を進めていきます。 

できるだけ、PPT資料でつくったYou Tube

動画を授業時間割で決められた時間内に 

視聴してもらいたいです。 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https://powerpoint-microsoft.info/%E7%94%BB%E5%83%8F/44&psig=AOvVaw0uUVeeE1832LKofKIlFMg3&ust=1586563533551000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDG9fLH3OgCFQAAAAAdAAAAABBX
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これからの授業の進め方  

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

商品と流通の経営学 

PPTでつくった動画を 

私のYouTubeチャンネルに 
アップして、 

「商品と流通の経営学➀・➁」の受講生の 

皆さんに本学の授業時間割で定められた時間内

(経済学部・法学部：火曜日午前9時半～11時、

経営学部：水曜日午後1時20分～2時50分)に、 

20分前後の動画を毎回火曜日1回または2回 

You Tubeで見て学習してもらうやり方で 

進めていきます。 

また、動画で取り上げている内容と事例は

しっかり理解したうえで、その重要な内容を

ちゃんとメモって、それに該当する事例を、

まず皆さんの頭で考えてもらってから、 

それ以外の成功事例についてもネットまたは

他の文献(本・雑誌など)で調べて 

学習してもらいます。 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https://powerpoint-microsoft.info/%E7%94%BB%E5%83%8F/44&psig=AOvVaw0uUVeeE1832LKofKIlFMg3&ust=1586563533551000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDG9fLH3OgCFQAAAAAdAAAAABBX


15 

これからの授業の進め方  

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

商品と流通の経営学 

PPTでつくった動画を 

私のYouTubeチャンネルに 
アップして、 

「商品と流通の経営学➀・➁」の受講生の 

皆さんに本学の授業時間割で定められた時間内

(経済学部・法学部：火曜日午前9時半～11時、

経営学部：水曜日午後1時20分～2時50分)に、 

20分前後の動画を毎回火曜日1回または2回 

You Tubeで見て学習してもらうやり方で 

進めていきます。 

本授業は、テスト付きの課題はありません。 

その代わり、2回目～13回目の動画の内容と、 

14回目のこれまでのまとめた内容を明確に 

理解したうえで、重要な内容は毎回 

パソコンまたはノートにちゃんとメモって 

学習するようにお願いします✽^-^✽ 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https://powerpoint-microsoft.info/%E7%94%BB%E5%83%8F/44&psig=AOvVaw0uUVeeE1832LKofKIlFMg3&ust=1586563533551000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDG9fLH3OgCFQAAAAAdAAAAABBX
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授業の小テスト時の注意点➀ 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

本授業の小テストは、2回～13回のすべて

の動画の内容から学んだこと・気づいた 

ことを上手く引用しながら、自分の考えを 

わかりやすく論理的に述べてください。 

商品と流通の経営学 
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授業の小テスト時の注意点➁ 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

本授業の小テストは、2回～13回の 

それぞれのすべての動画の内容から 

学んだこと・気づいたことを回答案として

500字以上、述べてもらいます。 

商品と流通の経営学 
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授業の小テスト時の注意点➂ 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

本授業の小テストの回答案の書き方 

2回目の回答案(500字以上)、3回目の回答案(500字以上)、 

4回目の回答案(500字以上)、5回目の回答案(500字以上)、 

6回目の回答案(500字以上)、7回目の回答案(500字以上)、 

8回目の回答案(500字以上)、9回目の回答案(500字以上)、 

10回目の回答案(500字以上)、11回目の回答案(500字以上)、 

12回目の回答案(500字以上)、13回目の回答案(500字以上)、 

回答案の文字数は、6000字以上記入しないと、不合格または 

失格となるので、この点くれずれもご注意ください。 

 

商品と流通の経営学 
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授業の小テスト時の注意点➃ 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

小テストの回答案は、2回～13回の動画と 

14回目のPDF資料の内容だけを上手く 

引用しながら、自分の考えを 

わかりやすく論理的に述べてください。 

商品と流通の経営学 



20 

授業の小テスト時の注意点➄ 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

出所の表示なしで、ネットや他の文献の内容を 

そのまま引用する回答案は不正行為とみなし、 

その時点で不合格または失格となります。 

また、授業の動画やPDF資料をまったく引用して

いない回答案も不合格または失格となるので、 

この点についてもくれぐれもご注意ください。 

商品と流通の経営学 
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授業の小テスト時の注意点➅ 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

「商品と流通の経営学(1)」授業の動画から 

学んだこと・感じたことについての文章は、 

毎回提出する必要はありません。 

授業の最終会(第15回目)に小テストとして 

実施する予定ですので、宜しくお願いします。 

商品と流通の経営学 
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授業の小テストの提出方法 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

本授業のシラバスには、Google Classroomに 

なっているが、回答案の文字数が多いので、 

大学のGmailに必ずワード(PCまたはスマホ)で 

作成し、それを添付して送ってください。 

他のやり方(スマホで撮った写真、他のアプリなど)

で提出したら、不合格または失格となるので、 

その点くれぐれもご注意ください。 

商品と流通の経営学 
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授業の評価方法 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

出席率(0%)は影響されない。つまり、 

毎回の授業では、出席チェックはしません。 

後期期末試験は実施しないため、1回の 

小テストの回答案の内容(動画で取り上げている 

「商品と流通の経営学」関連の用語と事例の内容

を明確に理解し、その内容に基づき自分の考えや 

言葉で論理的に述べることなど)に基づき、 

本授業の成績を総合的かつ客観的に評価します。 

商品と流通の経営学 
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授業の資料配布 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

商品と流通の経営学 

補足説明としてPDF資料を私のHPから 

ネットでアップしますので、時間が 

あるたびに、繰り返しそのPDF資料を 

学習してもらいたいです。 
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来週の授業のキーワード 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

商品と流通の経営学 

4つの経営資源 

(ヒト・モノ・カネ・情報)の 

重要性 

＋ 

商品とブランドの違い 

 



26 
名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

終 

商品と流通の経営学 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https://muryokabegami.blogspot.com/2020/01/thank-you-for-your-attention-powerpoint.html&psig=AOvVaw1zAbIeclnGjKx7IdnsMOU8&ust=1588691275008000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKiF1bC-mukCFQAAAAAdAAAAABAE

