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経済学部では３年次に専門応用科目『演習Ⅱ』（ゼミ：４単位）が開講されます。この科目は少人数

のゼミナール形式で授業を行うため、事前に担当教員の選考を受け、合格した学生のみ履修できます。 

選考はリポート課題等にて行います。受講を希望する学生は、応募方法、課題一覧（P.7）、および大

学ホームページ掲載の各ゼミ内容を熟読のうえ、所定の期日までに応募してください。 

１ .応募方法                      

◆受講希望者は必要書類(下枠内①・②)を同封し、下記宛先まで郵送してください。 

※選考リポートを添付ファイルでメール送信する応募者は、①のみ 

 

 郵送先 〒150-8440 東京都渋谷区東４－１０－２８ 

國學院大學 教学事務部教務課 経済学部ゼミ担当 宛  

（封筒左下に）「応募書類在中」と記載のこと。   

                  応募締切 令和 3年１月 7日（木） 必着 

▼必要書類 

①応募用紙  

・合格手続書類に同封してあります。もれなく記入してください。 

②選考課題 

・リポートには表紙をつけ、(１)経済学部『演習Ⅱ』応募リポート・志望ゼミの教員名、(２)「出身短大名

（学士の場合は出身大学名）、(３)「氏名」を明記すること。 

※各ゼミの紹介や選考課題の詳細については、大学ホームページを確認して下さい。 

大学トップページ＞在学生・保護者＞授業・履修＞演習＞経済学部  

２ .合否結果について                   

1月下旬（予定）に郵送します。 

３ .応募上の注意                     

①経済学部『演習Ⅱ』（ゼミ：４単位）は３年次開講の選択科目です（必修科目ではありません）。但し、

少人数のゼミナール形式のため、履修できるのは選考合格者のみです。 

②複数の教員を併願することは出来ません（両方とも無効となります）。必ず志望する教員を 1人だけ

選んで応募してください。 

③合格後の辞退はできず、３年次の履修に際しては合格したゼミが自動的に履修登録され、取り消しは

できません。 

④『演習Ⅱ』の単位修得者のみ、４年次に同一教員の｢演習Ⅲ｣（２or４単位）、「演習Ⅳ」（２単位）等

を継続して履修することができます。詳しくは、開講パターンにて確認してください。 

 

 

 

①  応  募  手  順  

お問い合わせ先   國學院大學教学事務部教務課  TEL 03-5466-0135 
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経済学部教務部委員 

宮下 雄治 

 

この募集要項では、経済学部の各ゼミの活動内容や特徴を紹介します。令和 2年度より募集ゼミの数

が例年より増え、多様な分野の専門ゼミが開講しました。きっと皆さんが学びたい分野のゼミが見つか

ると思います。みなさんがこの要項を熟読のうえ、自分に最もマッチしたゼミについてよく研究し、ひ

とりでも多くの学生が応募・合格してくれることを期待しています。 

 

（1）ゼミとは？ 

ゼミナール（ゼミ）は大学で専門的に学んでいく上で、また自分にあった学修を行う上で、講義とは

異なる少人数かつ双方向の教育が受けられる演習形式の授業であり、重要かつ貴重な学びの機会です。

また、学生同士だけでなく学生と教員がコミュニケーションを取りながら一緒につくり上げる最も大

学らしい場所です。私たちはひとりでも多くの学生に自分に相応しいゼミに入り、ゼミの仲間や教員と

大いに議論・討論してほしいと切に願います。自分の意見や考えを発表したり、多様な意見や価値観を

聴いたり討論することはみなさんの学びをより深いものとし、就職活動（面接だけでなく集団討論のと

きも）やその後の職業生活にも大いに役立つことでしょう。みなさんが積極的かつ意欲的にゼミに応募

することを期待しています。 

後述するように、ゼミの開講パターンや開講時期、学生数や活動内容は様々ですが、一般的にゼミの

特徴は次のように説明できます。 

 

① 講義形式ではなく、学生と教員が討論し合いながら一緒になって内容をつくりあげる少人数の演

習系科目（専門応用科目）です。ゼミによって一学年の人数が 10〜25 人とまちまちですし、他

学年と合同で実施するゼミと学年ごと実施するゼミがあります。 

② ゼミの内容は各ゼミによって異なりますが、主な内容としては、(1)テキストを決めレジュメを

作成して分担報告しながら精読する輪読、(2)学外のビジネスコンテストなど各種コンテストへ

の参加・発表、(3)テーマを決め、個人あるいはグループで研究する論文作成、(4)グループ・デ

ィスカッションやプレゼンテーション、(5)ディベート大会、(6)サマーセッションやスプリング

セッションの合宿、(7)ゼミ成果発表会や合同ゼミなど学部ゼミ間の交流、(8)新歓・暑気払い・

忘年会などのコンパ、(9)工場見学や企業見学、(10)OB・OG 会などがあります。ゼミによって多

彩ですので興味のあるゼミの活動をよく調べてください。 

③ 講義科目とは異なって、ゼミでは学生同士および学生と教員の間での双方向のコミュニケーショ

ンが広く深く行われます。 

④ ゼミに入るためには、ゼミ毎に行われる選考で合格しなければなりません。編入生のみなさんは、合

格すれば「演習Ⅱ」からゼミに所属することになります。ただし、一度希望するゼミに合格したら、

合格を辞退したり、別のゼミに応募し直したり、ゼミを変更することはできません。 

 

（2）開講形態 

 ゼミは 2年後期からはじまります。ゼミに該当する科目には、授業期間中に実施する「演習Ⅰ」（2年

後期）、「演習Ⅱ」（3年次）、「演習Ⅲ」（4年次）と、左記の科目とセットで開講されるサマーセミナー、

スプリングセミナー、「演習Ⅳ」があります。 

②  ゼミナールに入ろう  
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サマーセミナーは夏休み中に実施される科目で、演習Ⅰ、Ⅱ、Ⅲと組み合わせて開講されます。また、

スプリングセミナーは春休み中に実施される科目で、演習Ⅰ、Ⅱと組み合わせて開講されます。「演習

Ⅳ」はゼミ論文（いわゆる卒論）作成のための科目で、演習Ⅲと組み合わせて開講されます。なお、演

習Ⅲは、4年次通年で開講する「演習Ⅲ（4）」と、4年後期のみ開講する「演習Ⅲ（2）」に分かれます。 

いずれのゼミも原則として、2年後期の「演習Ⅰ」、3年通年の「演習Ⅱ」は必ず開講されますが、サ

マーセミナー・スプリングセミナー、4年次の開講形態はゼミによって異なります。当然ですが、ゼミ

を通して修得できる総単位数も異なってきます（最小 6単位～最大 22単位）。 
※編入生のみなさんは、3年次開講の「演習Ⅱ」から履修することになります。 

 

通常  演習Ⅰ  演習Ⅱ   
演習Ⅲ 

（4） 

演習Ⅲ 

（2） 
 演習Ⅳ 

サマセ/ 

スプセ 

演習Ⅰ 

サマセ 
 

演習Ⅰ 

スプセ 
 

演習Ⅱ 

サマセ 

演習Ⅱ 

スプセ 
  

演習Ⅲ 

サマセ 
 

開講 

時期 

2年 

夏休み 

2年 

後期 

2年 

春休み 

3年 

通年 

3年 

夏休み 

3年 

春休み 

4年 

通年 

4年 

後期 

4年 

夏休み 

4年 

後期 

単位数 2 2 2 4 2 2 4 2 2 2 

 

なお、サマーセミナー・スプリングセミナーおよび演習Ⅳは、演習Ⅰ～Ⅲとセットで自動登録されま

す。学生の都合で登録を取り消すことはできず、合宿に参加しなかったりゼミ論文を提出しなかったり

した場合は D または R の評価となります。各ゼミの開講形態はそれぞれのゼミの紹介ページの冒頭部

分に明記されていますので、熟読して各ゼミの開講形態を正しく理解したうえで応募して下さい。 

 

（3）ゼミの選び方 

  ゼミによって活動内容や開講形態は様々ですから、ゼミの課題や学習内容、ゼミ（先生）とのかかわ

り方、つきあい方も変わってきます。各ゼミの内容や特徴をよく理解し、自分にあったゼミを選ぶこと

が大切です。その際、次の点を考慮しましょう。 

 

① 自分の勉強したい「テーマ/分野（興味・関心）」に合致しているか考えましょう。ゼミのテーマ、

教員の専攻/研究分野が自分にあっているかどうかは最も大切なことです。（履修指定科目リスト

参照） 

② ゼミの活動内容をできる限り詳しく知って選びましょう。 

③ 開講形態にも注意しましょう。前述したように、3年次で終了するゼミや 4年次後期まで続くゼ

ミ、夏合宿・春合宿のあるゼミやないゼミ、卒論があるゼミないゼミとさまざまです。開講形態

にも十分に考慮してください。 

④ 担当教員とのコミュニケーションは、大学で学ぶ上でも学生生活や将来を考える上でも、みなさ

んにとって貴重な機会となるでしょう。1 年半～2 年半の間、一緒に勉強する教員についてもで

きる限り情報を集め、ゼミ選考の参考にしましょう。教員については、國學院大學 HP の経済学

部のサイトにある｢専任教員の紹介｣でも知ることができます。 

 

（4）応募にあたっての注意 
① みなさんがゼミに応募できるのは今回 1 月と 3 年次 4 月募集です。3 年次 4 月募集では、募集する

ゼミが限られるので、今回から積極的に応募するようにしましょう。 

② 各ゼミで「修得済み科目」、「教員指定修得済み科目」、「履修しておくことが望ましい科目」を
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設定しています。3月中に 2年生の皆さんにはメールで告知され、4月の履修登録の際に注意

して登録してくれたのではないでしょうか。「修得済み科目」は経済学部の必修科目・義務履

修科目で、ほぼすべてのゼミが 4科目（日本の経済、基礎演習 A、基礎演習 B、コンピュータ

と情報）の単位を取っていることが応募の条件になっています。「教員指定修得済み科目」は

すでに単位を取っているか、2 年前期に履修している科目になります。「履修しておくことが

望ましい科目」はこれまでに履修したことがある、または前期で履修していることが望ましい

科目です。なお、「教員指定修得済み科目」で、2 年前期の事前登録で落選したあるいは英語

Ⅴ、Ⅶなどと重なった場合は、ゼミの担当教員に直接相談してください。 

※編入生のみなさんは、「修得すべき（が望ましい）科目」を修得（履修）していないケース

がほとんどです。その場合、あらかじめ応募を希望する教員かもしくは教務課に事前に連絡

してください。 

③ ゼミの選抜に合格した後で、合格を辞退することはできません。1つのゼミに合格すると、他の

ゼミの 2次募集に応募できなくなりますので、よく考えて応募しましょう。 

④ 合格した時点で「演習Ⅱ」（サマーセミナー、スプリングセミナーを開講するゼミについてはそ

れらの科目も含む）が自動的に履修登録されます。ゼミの合格を放棄してもこの時間には他の

科目を履修することができません。また、3 年次の履修単位制限（48 単位）にも含まれますの

で注意しましょう。 

 

（5）その他 

 令和 3 年度 4 月から着任する先生がいる場合のゼミ募集については、令和 3 年 4 月に募集がありま

す。しかしながら、現時点でどのゼミが開講するかは未定です。 

 

（6）よくある質問Ｑ＆Ａ 

 ■3年次前期からの“留学”について 

  Q：3年前期から 1年間休学して留学する場合、演習Ⅱが履修できますか。 

  A：復学した 3年次前期から所属していたゼミの演習Ⅱが自動登録されます。 

 

Q：3年次の前期もしくは後期に半年間、協定校にセメスター留学したいのですが、3年次の「演習

Ⅱ」の扱いはどのようになりますか。また、4年次の「演習Ⅲ」を続ける（履修する）ことは

できますか。   

A：3年次の前期もしくは後期に半年の間、協定校にセメスター留学する場合は、「履修保留」制度

を使い、演習Ⅱ（およびⅢ）を継続して履修することができます。 

  「履修保留」制度とは「演習Ⅱ」の履修を保留できる制度です。保留した履修科目は、3年次

に留学していた時と同じ時期（前期なら前期、後期なら後期）に 4年次に履修を再開すること

ができます。 

  つまり、3年次の後期にセメスター留学に行くために「演習Ⅱ」を「履修保留」した場合、4年

次の後期に「演習Ⅱ」の履修を再開できます。4年次（後期）には「演習Ⅱ」と「演習Ⅲ」を

平行して履修することになります。 

  なお、「演習Ⅱ」の単位を修得できなかった場合は「演習Ⅲ」の単位も修得できません。 

 

 ■3年次後期からの“留学”について 

  Q：3年次の後期から休学して留学したいのですが、3年次の「演習Ⅱ」の扱いはどのようになりま

すか。 

  A：演習Ⅱの単位修得はできません。 
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   理由）休学しても 3年次前期に在学すれば 4年に進級し、復学後は演習Ⅱが履修できないためで

す。また、協定校のセメスター留学等の公的な留学以外（例えば、私費留学）の場合は現地での

行動が確認できず、しかも演習の単位修得要件である「（原則毎回の）出席」と教員による「対

面指導」が受けられないためです。自動的に、演習Ⅲ（Ⅳ）の履修もできません。 

 

 以上について、不明な点や質問等があれば、宮下（y.miyashita【at】kokugakuin.ac.jp）まで連絡

して下さい（【at】は@に代えてください） 
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③ 選考方法一覧 

教員名 提出課題詳細 提出方法 

安達 有祐 

以下(1)～(3)を提出してください。 

(1) 自己紹介（200字程度）、連絡の取れるメールアドレスも

書いてください。 

(2) ゼミを選んだ理由(200字程度) 

(3) おすすめしたい本について、要約（400字程度）と、おす

すめしたい理由を（400字程度）で説明してください。 

郵送 
※郵送先は P.8記載 

小木曽 道夫 
國學院大學の HP からダウンロードしたエントリーシートに、

必要事項を入力して、添付ファイルとして提出する。 

教員へメール 

ogiso@kokugakuin.ac.jp 

 

締切：1月 4日～7日 

尾田 基 

①最新の成績表の PDFファイル（PDFにする方法がわからない

場合は、画像ファイルでもよい（読める状態であることを確認

すること）。学士入学者で、前の大学卒業から年数が経過して

いる場合は省略可（学士入学である旨明記してください）。 

②(1)志望動機と(2)自己紹介、(3)過去 2 年間で何に挑戦して

きたかの 3 点について、合計 1000 字以上（長くなっても可）

記入した wordファイル。 

③その他、自己アピールに資する何かがあれば合わせて添付し

ても良い（任意）。 

教員へメール 

hoda@kokugakuin.ac.jp 

 

締切：1月 4日～7日 17:00 

小野 正人 

以下の７項目（②から⑦は各 300字以内）についてすべてを

記述し、WordでＡ４縦２ページにまとめてメールで提出する

こと。 

①学籍番号、氏名、出身高校、出身短大（大学）、メールアド

レス、入学前の学校の成績(取得単位数、GPA) 

②自己紹介(出身地、中学高校時代、國學院大學への入学) 

③自己紹介(現在、趣味、生活、関心事) 

④卒業後のキャリアと自分の将来像について 

⑤気になる会社とその理由 

⑥デジタル・トランスフォーメーションが及ぼす「あなた個

人への影響」                                 

⑦國學院大學と学生生活をどのように思っているか 

郵送 
※郵送先は P.8記載 

東海林 孝一 

貸借対照表と損益計算書、キャッシュ・フロー計算書の概要を

図表等を利用して高校生にも分かるように説明しなさい。また

それぞれがどのように連関しているのかも明確に説明しなさ

い。（タイトル「高校生のための財務諸表論入門」、Ａ４用紙、

40字×40行、10枚～15枚程度、手書き不可、表紙不要） 

課題の他に、①履歴書（写真不要）１通、②成績証明書１通、

③東海林ゼミ志望の理由 400字程度、國學院大學卒業後の進路

と東海林ゼミでの学習がどのように関わるのかの説明 400 字

程度（Ａ４用紙、40字×40行、１枚、手書き不可、表紙不要）

を提出すること。企業経営や会計に興味のある学生のみ応募し

てください。なお編入前から簿記や会計を勉強している学生が

好ましい。なお質問などがある場合は、メールを下さい。

shoji@kokugakuin.ac.jp 

 

郵送 
※郵送先は P.8記載 

髙木 康順 

マンキュー入門経済学第Ⅱ・Ⅲ部の応用問題から 3 問を Excel 用

いて作成したグラフを貼り付けた Wordで作成する。 

グラフ作成に用いたExcelファイルとWord解答ファイルを添付し

てメールで提出。 

教員へメール 

takagi@kokugakuin.ac.jp 

 

締切：1月 9日～12日 
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高橋 克秀 

①志望理由：自己紹介および将来のキャリアプランについて具

体的に書いてください。このゼミで学ぶこととキャリアプラン

の関係を明確にしてください。800字程度（上限 1200字） ②

レポート：『統計分布を知れば世界が分かる」（中公新書）を読

んでもっとも関心を持った二つの章について要約し、学んだこ

とや感じたことをまとめてください。それぞれ 800字程度（上

限 1200字） 

教員へメール 

taka8664@kokugakuin.ac.jp 

 

締切：1月 4日～7日 

根岸 毅宏 

①・②・③について、それぞれ 800字以上で説明してください。 

①自己紹介 

②ゼミで学びたいこと・ゼミに入る決意 

③最近気になったこと 

教員へメール 

negishi@kokugakuin.ac.jp 

 

締切：1月 4日～7日 

野村 一夫 

テーマは「感情経済」です。エヤル・ヴィンター『愛と怒りの

行動経済学』ハヤカワノンフィクション文庫を読んで、23の命

題ごとに整理して自分なりに解説して下さい。「私」を主語に

して「ですます調」でお願いします。3000字以上としますが、

実際には 3000 字には収まらないと思います。添付書類ではな

くメール本文に書いて下さい。 

教員へメール 

R707FF@kokugakuin.ac.jp 

 

締切：1月 4日～5日 

橋元 秀一 

國學院大學のホームページから橋元ゼミ「入ゼミ質問票」をダ

ウンロードし、記入して添付ファイルで橋元秀一アドレスまで

送付してください。                         

  なお、入ゼミ質問票の 3頁目にあるように、塚崎公義 著『増

補改訂 よくわかる日本経済入門』（朝日新書）を読み、➀この

文献を通じてあなたが学んだこと、②日本経済が今後発展して

いく上であなたが重要だと思う問題について述べなさい。 

教員へメール 

hsyu@kokugakuin.ac.jp 

 

締切：1月 4日～7日 

細井 長 

以下(1)～(3)をメールで送ってください。 

(1)履歴書(写真データ貼付のこと。書式は Web上でフリーのも

のを適宜ダウンロード。) 

(2)現所属校の最新版成績表(PDF形式のスキャンデータないし

はポータルサイトの画面を PDF化するので構わない。) 

(3)現在2年生が取り組んでいる本、Dicken(2015)Global Shift 

7th eds., The Guilford Press. (ISBN:9781462519552)は 12

月中に 13章まで終わっている。この 1～13章まで、各章を 45

分で報告する配布用レジュメを13章分作成せよ。(13個のWord

または PDF ファイルをひとつの圧縮ファイルにまとめるて送

信すること) 

メール受信後 24 時間以内に届いた旨を返信します。返信メー

ルが届かない場合は、こちらに届いていない可能性があるので

再送してください。 

教員へメール 

hosonaga@kokugakuin.ac.jp 

 

締切：1月 4日～7日正午 

山本 健太 

①実家のある地域の名物や有名な祭りなどを１つ取り上げ，そ

れがなぜその地域で起こり，発展してきたのか，地域の気象条

件や歴史的過程など，関連する様々な観点を交えて理由を説明

せよ（2000字程度）②自己紹介（1000字程度） 

郵送 
※郵送先は P.8記載 

 

※1 教員により提出方法が違うので、よく確認する事。締切日以降の到着分は、一切受理しません。 

※2 書式について記述がない場合は、任意（自由）です。 

※3 課題には必ず表紙をつけること（氏名・希望教員名・タイトル・出身短大名・大学名等を明記のこと） 

※4 経済学部「演習Ⅱ」応募用紙の送付も忘れない事。（課題がメールにて提出の場合は、応募用紙のみ送付する事） 

 

郵送先： 

〒150-8440 東京都渋谷区東 4-10-28 國學院大學教学事務部教務課 経済学部ゼミ担当 

郵送締め切り：1月 4日（月）～7日（木）必着 
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④ 教員の連絡先一覧 

       

教員名 メールアドレス 備考 

安達 有祐 y.adachi@kokugakuin.ac.jp  

小木曽 道夫 ogiso@kokugakuin.ac.jp  

尾田 基 hoda@kokugakuin.ac.jp  

小野 正人 masaono@kokugakuin.ac.jp  

東海林 孝一 shoji@kokugakuin.ac.jp  

髙木 康順 takagi@kokugakuin.ac.jp  

高橋 克秀 taka8664@kokugakuin.ac.jp  

根岸 毅宏 negishi@kokugakuin.ac.jp  

野村 一夫 R707FF@kokugakuin.ac.jp  

橋元 秀一 hsyu@kokugakuin.ac.jp  

細井 長 hosonaga@kokugakuin.ac.jp  

山本 健太 kenta@kokugakuin.ac.jp  
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⑤ 募集ゼミ内容紹介 

先生方にゼミのご紹介をしていただくにあたって､以下の質問項目について伺いました。 

（※該当する項目のみ､回答していただいてあります。） 

修得済み科目 教員指定修得済み科目 履修しておくことが望ましい科目 

日 本 の 経 済 基 礎 演 習 A     

コンピュータと情報 基 礎 演 習 B     

 

3年（男） 人  3年（女） 人  4年（男） 人 4年（女） 人 

 

（1） テーマ 

 

（2） キーワード 

 

（3） ゼミの進め方(合宿など正課授業以外を含む) 

 

（4） 演習Ⅳ以外で論文などを課す場合の詳細（枚数や時期など） 

 

（5） 先輩たちの主な就職先と傾向 

 

（6） 教員について(自己紹介等) 

 

（7） 編入生へのメッセージ 

 

（8） その他 
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安達 ゼミ                                        
 

演習Ⅰ 

サマセ 

演習Ⅰ 

（2） 

演習Ⅰ 

スプセ 

演習Ⅱ 

（4） 

演習Ⅱ 

サマセ 

演習Ⅱ 

スプセ 

演習Ⅲ 

（4） 

演習Ⅲ 

（2） 

演習Ⅲ 

サマセ 

演習Ⅳ 

（卒論） 

 〇  〇   〇   〇 

 

修得済み科目 教員指定修得済み科目 履修しておくことが望ましい科目 

日 本 の 経 済 基 礎 演 習 A   ミ ク ロ 経 済 学  

コンピュータと情報 基 礎 演 習 B     

 

3年（男） 8人  3年（女） 2人 4年（男） -人 4年（女） -人 

 

（1） テーマ 

身の回りの生活から都市や地域の経済について学ぶ 

 

 

（2） キーワード 

このゼミにおけるキーワードとしては、「都市や地域に関する経済問題」です。 

普段から皆さんが生活している東京は、人口が極端に集中している地域です。なぜ、人口が集中しているの

か、人口集中によって引き起こされる混雑は地域の経済にどういった影響を与えているのでしょうか。この

ゼミでは、混雑などの皆さんの身の回りで起こっていることを対象に勉強をしていきます。 

 

キーワード：都市 地域 混雑 データ分析 

 

 

（3） ゼミの進め方(合宿など正課授業以外を含む) 

このゼミでは、4年の後期末に卒業論文を提出して終わることを想定しています。ゼミに応募する際は、4年

の後期末まで続けること、毎回のゼミにきちんと出席することの 2点を条件とします。 

 

「演習Ⅰ」 

毎回のゼミは、指定したテキストや文献などの課題を読み、ゼミ生にその内容を報告してもらいます。また、

報告に対しての質問や疑問点などを討論してもらいます。この討論を通してより深く学んでもらうことを期

待しています。 

2 年次のゼミの前半は文章の書き方を学びます。後半は、各自興味を持ったことを見つけゼミ内で報告して

ください。 

2 年次の目標は、文章を書くことになれること、発表を通して自分の学んだことを人に伝えることになれる

こと、自身の興味のあることを見つけることの 3点です。そのために、たくさんの本を読み、文章の書き方

や興味のあることを見つけてください。 

 

「演習Ⅱ」 

3年次も毎回のゼミは、テキストや文献などの課題を読み、ゼミ生にその内容を報告してもらいます。また、

報告に対しての質問や疑問点などを討論してもらいます。この討論を通してより深く学んでもらうことを期
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待しています。 

3 年次のゼミの前半は、パソコンを使用してデータ分析の方法を学びます。そのため、毎回パソコンを持参

していください。後半は、自身の興味があることに関連した文献を読んで、その内容を報告してもらいます。 

3 年次の目標は、簡単なデータ分析ができるようになること、自身の興味のあることをしっかりと調べるこ

とです。 

 

「演習Ⅲ」 

4 年次のゼミは、卒業論文を作成することが大きな目標になります。そのために、前半は関連する文献を自

分で探して、毎回のゼミで簡単に報告してください。夏休み中に、卒業論文の草稿を作成するのが目標です。

後半では、その草稿を直し、完成させましょう。 

 

 

（4） 演習Ⅳ以外で論文などを課す場合の詳細（枚数や時期など） 

３年の前期の終わりに自分の興味を持ったことをテーマに長めのレポートを提出してもらいます。興味を持

ったことについて、データを収集しどのような問題があるのかを考えるためのレポートです。 

 

 

（5） 先輩たちの主な就職先と傾向 

今年度から募集をかけたゼミになりますので、まだ卒業生はいません。 

 

 

（6） 教員について(自己紹介等) 

私は、都市経済について研究しています。具体的には、住む場所や働く場所の選択、混雑が地域経済に与え

る影響の分析などをしています。 

 

（7） 編入生へのメッセージ 

このゼミは、4 年生の最後に卒業論文を書くことを予定しています。そのため、4 年生の最後までゼミを続

けることができる人を募集しています。 

 

小木曽 ゼミ                                        
 

演習Ⅰ 

サマセ 

演習Ⅰ 

（2） 

演習Ⅰ 

スプセ 

演習Ⅱ 

（4） 

演習Ⅱ 

サマセ 

演習Ⅱ 

スプセ 

演習Ⅲ 

（4） 

演習Ⅲ 

（2） 

演習Ⅲ 

サマセ 

演習Ⅳ 

（卒論） 

× × × ○ × × ○ × × ○ 

 

修得済み科目 教員指定修得済み科目 履修しておくことが望ましい科目 

日 本 の 経 済 基 礎 演 習 A     

コンピュータと情報 基 礎 演 習 B     

 

3年（男） 0人  3年（女） 0人 4年（男） 0人 4年（女） 0人 
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（1） テーマ 

組織と集合行動の自己生産 

 

（2） キーワード 

キーワード： 組織、集合行動、自己生産 

 

（3） ゼミの進め方(合宿など正課授業以外を含む) 

３年通年の「演習Ⅱ」と４年通年の「演習Ⅲ」では各自研究テーマを決めて、研究課題は、(外部の組織か

ら受動的に与えられるのではなく、)ゲーム以外のテーマから受講者が自ら能動的に決定して、研究演習を

行う。ただし、令和３年度の「演習Ⅱ」は国内派遣研究の翌年度のため、バーナード,C.I.著、山本 安次郎、

田杉 競、飯野 春樹訳(1968)『新訳 経営者の役割』ダイヤモンド社、ISBN：978-4-478-32002-0、定価：

本体 2,000円＋税、のうち組織研究に強い影響を与えた部分を精読する文献講読演習を実施する可能性があ

る。「演習Ⅱ」の到達目標は研究報告ができ研究論文が書けるようになることで、「演習Ⅲ」の到達目標は、

社会科学の研究論文が書けるようになること。単位修得の要件には、報告およびレポートの巻末の参考文献

リストで、1.著作権者･2.刊行 or 更新年(月日)・3.書名 or タイトル・4.出版社 orURL を正確に記述できる

こと、および、報告およびレポートで、5.自分の意見や考え・または・著作権者を特定できない情報と、他

者が著作権を持つ情報とを区別し、6.他者が著作権を持つ情報の出典を引用または参照という方法で巻末の

参考文献リストと照合して明記すること、を含む。 

 

（4） 演習Ⅳ以外で論文などを課す場合の詳細（枚数や時期など） 

「演習Ⅱ」では前期と後期に研究レポートを課し、字数のペース配分目標はⅡの前期が 4000 字、後期が

8000字の予定である。ただし、令和３年度の「演習Ⅱ」の最初に文献講読演習を行う場合には、文献講読レ

ポート(字数自由)を課す予定である。 

 

（5） 先輩たちの主な就職先と傾向 

 業種の傾向はありません。過去、北関東地域の実家から通勤可能な勤務地限定の職掌への就職希望者は

100%就職が決まっています。 

 

（6） 教員について(自己紹介等) 

教員について（http://www2.kokugakuin.ac.jp/~ogiso/index.html） 

小木曽はゲームについて無知であるため、ゲームを研究テーマとしたい学生に対して、充分な論文指導がで

きません。 

 

（7） 編入生へのメッセージ 

受け身で研究するのではなく、自分で自分の研究テーマを決定できる能動性を希望する。 

 

（8） その他 

小木曽は令和２年度は国内派遣研究期間であったため、令和２年度の「演習Ⅱ」「演習Ⅰ」の受講生がいま

せん。 

小木曽ゼミは、研究成果であるゼミ卒業論文の質を分子、(ともに実施しないゼミ合宿とサブゼミを含む)

拘束時間を分母とする、研究成果労働生産性が高いゼミです。過去の４年生のゼミ卒業論文・ゼミ論など

はゼミ HP （http://www2.kokugakuin.ac.jp/ogi1/index.html）を参照してください。 
 

http://www2.kokugakuin.ac.jp/~ogiso/index.html
http://www2.kokugakuin.ac.jp/ogi1/index.html
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尾田 ゼミ                                        
 

演習Ⅰ 

サマセ 

演習Ⅰ 

（2） 

演習Ⅰ 

スプセ 

演習Ⅱ 

（4） 

演習Ⅱ 

サマセ 

演習Ⅱ 

スプセ 

演習Ⅲ 

（4） 

演習Ⅲ 

（2） 

演習Ⅲ 

サマセ 

演習Ⅳ 

（卒論） 

 〇  〇   ○    

 

修得済み科目 教員指定修得済み科目 履修しておくことが望ましい科目 

日 本 の 経 済 基 礎 演 習 A     

コンピュータと情報 基 礎 演 習 B     

 

3年（男） 3人  3年（女） 9人  4年（男） 0人 4年（女） 0人 

 

（1） テーマ 

2年次、3年次：企業の調査方法と分析手法の習得 

4年次：ビジネス・エコシステムの理解とオウンド・メディア作成実践 

（2） キーワード 

2年次、3年次：経営戦略論 イノベーション論 調査法 企業分析 業界分析 因果関係 研究方法 

4 年次：GAFA プラットフォーム・ビジネス 広報 PR Web マーケティング コンテンツ・マーケティン

グ ブランディング 作文 編集 メディア 

 

（3） ゼミの進め方(合宿など正課授業以外を含む) 

演習 I（2年生・後期） 

2 年次はイタリアンチェーンのサイゼリヤをとりあげ、マーケティング分析や財務諸表分析、他企業との

戦略比較等を行います。単一事業で、みなさんにとって身近な企業を対象とすることで、まずは企業情報の

収集と分析の練習を行います。情報整理の一環として、創業者の正垣泰彦会長が書かれた『サイゼリヤ お

いしいから売れるのではない 売れているのがおいしい料理だ』を読むところからはじめ、財務情報や雑誌

記事の収集へと進めていきます。 

演習 II（3年生・通年） 

前期は学術研究者の書いた良書を 2冊ほど読み、そこで想定されている因果関係を正確に読み解く練習を

します。いまのところの候補は 

・筒井淳也（2015）『仕事と家族』中公新書。 

・清水洋（2019）『野生化するイノベーション』新潮選書。 

・前田健太郎（2019）『女性のいない民主主義』岩波新書。 

・ハロルド・ウィンター (著), 河越正明 (訳)（2020）『やりすぎの経済学』大阪大学出版会。 

です。他に良い本が出版されたらそちらに切り替える可能性があります。 

3 年生の後期は、再度企業分析・業界分析を行います。TSUTAYA や蔦屋書店などを経営しているカルチュ

ア・コンビニエンス・クラブ（CCC）を分析対象として、特に共通ポイント市場（T ポイント、ｄポイント、

楽天ポイントなど）の分析を行う予定です。CCC は多角化企業であり、業態転換中でもあるので、分析はや

や難しめです。分析内容の進展次第では、3 年生の春休みにも分析や執筆を続けてもらう可能性があります

（スプセではなく正課授業外の作業になります）。 

演習 III（4年生・通年） 

4年次はビジネス・エコシステムについての輪読とオウンド・メディア作成の実習を行います。 
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ビジネス・エコシステムとは，多数の企業が参画して，お互いに利益になる共生関係を築いている状態の

ことをいいます。例えば，Amazonのウェブサイトでは Amazonだけでなくいろいろな業者が自分たちの商品

（古本など）を販売しています。古本業者は自分の品物を売らせてもらう代わりに Amazon に一定の手数料

を納めます。新品だけでなく古本も集まることで，Amazonの品揃えはますます良くなり，多くの消費者を集

めることができます。あるいは，皆さんが日頃見ている Youtubeでは多数のユーチューバーが動画をアップ

ロードし，動画の冒頭や途中には様々な広告主が広告をだしています。広告収入は Youtubeの収入となるだ

けでなく，ユーチューバーにも分配されます。 

このように，現代のビジネスでは，Googleや Amazonといった巨大企業の提供する「プラットフォーム」

に多数の企業や個人が参画し，お互いの利益になる共生関係を形成しています。このような企業間関係のこ

とをビジネス・エコシステムと呼びます。4 年ゼミでは，このビジネス・エコシステムやプラットフォーム

経済について，本の輪読と実習を通じて深く学んでいきます。 

Googleを中心とするビジネス・エコシステムの仕組みを学ぶために，輪読の他に、実際にインターネット

に文章をアップロードして，ウェブサイトを作成し、アクセス解析を行います（最近のビジネス用語では，

オウンド・メディアやコンテンツ・マーケティングとよばれる内容になります）。 

 

（4） 演習Ⅳ以外で論文などを課す場合の詳細（枚数や時期など） 

 演習 I（2 年生）、演習 II（3年生）の年度末に 4000 字以上のレポートを書いてもらう予定です。本ゼミ

では 4年次のいわゆる卒業論文は書きません。ただし，どの年次も輪読のレジュメや、レポート作成、ウェ

ブサイト執筆など、絶えず何かしらの文章を日常的に書いたり直したりすることになるので，文章を書くの

が嫌いな人には向いていないと思います。 

（5） 先輩たちの主な就職先と傾向 

 今回が 2期生の募集になりますので，まだ卒業した先輩はいません。 

（6） 教員について(自己紹介等) 

1984年兵庫県神戸市生まれ。2007年一橋大学商学部卒業，2013年一橋大学大学院博士後期課程修了，博

士（商学）。一橋大学イノベーション研究センター特任助手，東北学院大学経営学部准教授を経て，2020 年

度より現職。本学における主な担当科目は「経営組織」ですが，ゼミの内容は組織論と関係ないことが多く

なると思います。ただし，ゼミ生の関心に応じて戦略論・組織論・イノベーション論あたりのトピックには

対応可能です。 

 

（7） 編入生へのメッセージ 

面接等は行わず、書類のみで選考しますので、よく考えて書いてください。合流予定の尾田ゼミ 2期生は

現在 12名で勉強しています。積極的に参画できる学生を望みます。 

 

（8） その他 

 合宿等は予定していません。懇親会も、教員からの提案は年 1，2回程度の予定です。 

 本ゼミは毎学年違う内容を実施し、学年を越えた交流は少なめの予定です。 

 選考基準としては成績と提出書類で評価します。がんばって書類でアピールしてください。 

 この募集要項は 2枚以内とのことですので、続きは webで！→ https://odahajime.jp/ 

 

 

 

 

 

https://odahajime.jp/
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小野 ゼミ                                       
 

演習Ⅰ 

サマセ 

演習Ⅰ 

（2） 

演習Ⅰ 

スプセ 

演習Ⅱ 

（4） 

演習Ⅱ 

サマセ 

演習Ⅱ 

スプセ 

演習Ⅲ 

（4） 

演習Ⅲ 

（2） 

演習Ⅲ 

サマセ 

演習Ⅳ 

（卒論） 

 〇  〇   〇    

 

修得済み科目 教員指定修得済み科目 履修しておくことが望ましい科目 

日 本 の 経 済 基 礎 演 習 A   会 社 入 門 企業財務の基礎 

コンピュータと情報 基 礎 演 習 B   簿記と財務報告Ａ  

 

3年（男） 15人  3年（女） 2人  4年（男） 0人 4年（女） 0人 

※ 担当教員は今年度着任のため、4年生の在籍なし。 

 

（1） テーマ 

『企業研究』  

大企業、中小企業、ベンチャービジネス、外国企業、非営利組織の企業体を対象に、ケーススタディの手法

を用いて企業研究に取り組む。 

１．目的：個々の企業を分担して研究し、発表・議論することによって、実社会において役立つ力を養って

いく。担当教員の専門分野はベンチャービジネスとアントレプレナーシップであるが、ベンチャーや事業創

造を視野に置きつつも、幅広い企業組織を対象にしていく。 

２．内容：①会社が公開する諸資料の収集方法、分析方法の学習、②発表・プレゼンテーションのトレーニ

ング、③グループワーク（ゼミ生の共同作業）、④実社会に向けた学習活動（キャリア設計、創造性・主体性、

就職活動準備）、⑤外部講師を招聘した企業研究・討議、を行う。 

（2） キーワード 

企業を見る目、創造、イノベーション   

１.「企業を見る目」： 社会人になればさまざまな会社と付き合う機会が訪れる。会社をどのような物差し

でどのように評価すればよいかを体得してほしい。 

２.「創造」： ゼミの目標は自分で未来を拓く力をつけること。知識を増やし、論理的に考え、他人に説明

できるように努め、同時に自分がどうやって生きていくかを考えてほしい。 

３.「イノベーション」：ゼミでは、世界で起きている革新的な変化を理解し、自分がそれをうまく活用でき

るように修養することを考えていく。21 世紀は開発や進化を一つの会社や自分の周りだけで行うのではな

く、世界の多様な人々と組んで取り組むオープン・イノベーションの時代であり、そのような環境に適応で

きる人材を目指す。 

（3） ゼミの進め方(合宿など正課授業以外を含む) 

・メディアの情報を読み続けることにより、使える知識を増やしていく。「日本経済新聞」（紙媒体、ネット

いずれか）を毎日読んでいることを前提に、ゼミ生が「経済」「産業」「企業」の記事について解説・議論を

行う。したがって日本経済新聞購読がゼミ入室の義務となる。 

・３年次前期は各グループに課せられた会社についての企業研究（グループワーク）と有価証券報告書/決

算短信の解読を行い、後期は各自が関心のある会社を選択して企業研究（個人別）を行う。４年次では企業

研究に関するテーマでゼミ論を作成していく。 

・ゼミの内容、授業計画、参考文献等は WEBシラバスに記載しており、参照すること。 

・他大学とカンファレンス(インターゼミ)を行う。今年は駒澤大学と専修大学を予定。 
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・ゼミでは、会社の経営者や専門家を招聘したセミナーも実施するので、学生は主体的に質問や議論をする

ことが必須となる。受け身の学生は不適である。 

 

（4） 演習Ⅳ以外で論文などを課す場合の詳細（枚数や時期など） 

・ゼミ生はケース資料を作ってパワーポイント形式で発表し、それらのプロジェクトファイルを複数貯めた

中からゼミ論（卒業制作論集）に仕上げていく。 

 

（5） 先輩たちの主な就職先と傾向 

・新年度から開講予定のため、ゼミ生の就職実績はありません。私自身大企業や国家公務員の職場を経験し

てきたが、それらが安泰とは思いません。日本の雇用が大きく変わる時代、就職偏差値のような世間体や規

模は気にせずに、進むべき分野を自分で考えて自分で動くことが重要です。 

 

（6） 教員について(自己紹介等) 

・昭和 33年（1958年）高知県生まれ。四国の山奥で育つ。中学高校では陸上競技部、インターハイ 3度出

場。大学時代はボート部、全日本選手権出場。 

・東京大学経済学部卒業。國學院大學経済学研究科博士後期課程退学。日本製鉄、内閣府出向、日本生命保

険、ニッセイ基礎研究所、日本ベンチャーキャピタル、スタンフォード大学フーバー研究所、慶應義塾大学

SFC を経て、城西大学経営学部教授。今年４月に國學院大學に着任。國學院大學の担当講義：「経営入門」、

「ベンチャービジネス」、「日本の中小企業」など。 

・メーカー勤務にはじまり、中央官庁、金融機関、研究機関、ベンチャーキャピタル、大学教員と、さまざ

まな職場を渡り歩いた実務家教員です。前任校の城西大学では 10 年間企業研究のゼミナールを行い、授業

の他には、学生部、就職部、スポーツセンターの責任者や、駅伝部、硬式野球部の部長をしていました。 

・良くも悪くも物わかりが良く、判断は早いがあきらめも早い、さばさばした性格。フルマラソン 12 回出

走・ベストタイム 3時間 19分、富士登山競争 3度出走（頂上前でリタイヤ）。現在は山歩きが趣味で、富士

山 12 回、高尾山 200 回登頂。年を取っても健全な精神と身体を維持すること、年齢より十歳若く見られる

ことが目標です。 

 

（7） 編入生へのメッセージ 

①現在の演習Ⅰ受講者が 17名と多いため、今回の募集人数は 1名とする。                             

②企業に強い関心があり、ゼミを受講するだけでなく活動に確実に貢献できる人物のみを選考する。ゼ

ミの性格上、質問力が弱い学生は入室を遠慮してもらう。                                            

③ゼミのテーマは『企業研究』であり、大企業、中小企業、ベンチャービジネス、外国企業、非営利組

織の企業体を対象に、ケーススタディの手法を用いて研究を行う。活動内容は、1)会社が公開する諸資

料の収集方法、分析方法の学習、2)発表・プレゼンテーションのトレーニング・グループワーク、3)ビ

ジネスリサーチに関する輪読、4)実社会に向けた学習活動（キャリア設計、就職活動準備）、5)外部講師

を招聘した企業研究、である。 

 

（8） その他 

・ゼミフラッグ： ”companio“（ラテン語）に意味を込めています。調べると面白い。 
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東海林孝一 ゼミ                                        

 

演習Ⅰ 

サマセ 

演習Ⅰ 演習Ⅰ 

スプセ 

演習Ⅱ 演習Ⅱ 

サマセ 

演習Ⅱ 

スプセ 

演習Ⅲ 

 

演習Ⅲ 

サマセ 

演習Ⅲ 

後期 

演習Ⅳ 

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇   

 

修得済み科目 教員指定修得済み科目 履修しておくことが望ましい科目 

日本の経済 基礎演習 A 簿記と財務報告 A 簿記と財務報告 B 

コンピュータと情報 基礎演習 B  財務会計 

 

3 年男 9 人  3 年女 5 人  4 年男 3 人 4 年女 11 人 

 

（1） テーマ 会計の目で企業を見よう 

 東海林ゼミでは管理会計について研究します。まず、会計学は財務会計と管理会計に大きく２分類するこ

とができます。財務会計は企業の利害関係者（株主や債権者、従業員等）に企業の財政状態や経営成績等に

関する情報をどのように開示するかを研究する領域です。 

 管理会計とは、企業がもっと合理的に経営するため、必要な会計理論や技法のことを言います。なお管理

会計には予算管理と原価計算という２つの領域があり、ゼミでは主に予算管理を中心に管理会計全般を学び

ます。 

 新型コロナウイルスによって、世界の経済、日本の経済は大打撃を受け、大恐慌以来の大不況が到来する

と言われています。当然、企業経営にも深刻な影響があり、すでに倒産する企業も出始めました。管理会計

で学ぶ知識は企業経営にとって非常に重要な必須の知識です。例えば損益分岐点分析（黒字になるために必

要な売上高の計算や、赤字にならないためには売上高の減少をどの程度までに抑えなければならないか）や

資金予算（日々の資金繰りや設備投資資金に関する予算）等は就職してからすぐに役立つ知識です。また「値

引きをして販売数量を伸ばすべきなのか、それとも販売数量が減っても値上げをして利益率を改善すべきな

のか」といった企業戦略を策定するときに、管理会計は欠かすことができません。深夜はお客の減ることが

明らかなのにコンビニが 24 時間開店しているのも、マクドナルドでポテトやドリンクがセットされている

メニュ－が割安なのも、管理会計の理論や技法を理解すると簡単に理解することができます。 

 

（2） キーワード ①ゼミこそ大学 ②自分の可能性への挑戦 ③考えて行動する 

 

（3） ゼミの進め方(合宿など正課授業以外を含む) 

①演習Ⅰ（２年次後期） 

演習Ⅰの内容は会計学の基礎である財務会計について、各自テーマごとにレジメを作り発表してもらいま

す。名を私のゼミでは一定水準になってから発表が認められます。よって発表水準に達していないと判断さ

れた場合は、何度でも作り直しを命じられます。ここでの訓練が演習Ⅱで生かされます。 

②演習Ⅱ（３年次通年） 

 活動基準原価計算、マテリアルフローコスト会計、スループット会計など管理会計の主要な理論や技法に

ついて、テーマごとにレジメを作り発表してもらいます。文献検索、データの収集能力が求められます。な

お３年次終了までに日本商工会議所簿記検定２級を合格してもらいます。不合格の場合は４年次の演習Ⅲが

自動的にＤ評価になります。 

③演習Ⅲ（４年次通年） 
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 演習Ⅱで培った管理会計の理論や技法をもとに、各自が選んだ卒論のテーマに沿って、順次発表してもら

います。→（４）参照 

 

④演習Ⅰ（サマーセミナー）、演習Ⅰ（スプリングセミナー）、演習Ⅱ（サマーセミナー）、演習Ⅱ（スプリン

グセミナー）、演習Ⅲ（サマーセミナー）ではマネジメントゲームを用いたアクティブラーニングを行いま

す。４人１組で売価原価の異なる３種類の商品を売買して、決算書を作成して業績を競い、株主総会で決算

承認と取締役の選解任をします。４年生や３年生は販売戦略の立案や長期借入や増資などの資金計画の立案、

経営を行い、２年生は入金伝票、出金伝票の処理、金銭出納帳、仕入帳、売上帳、商品有高帳の記帳処理を

担当します。また予算編成、予算差異分析も行います。 

 ここまで順次説明したよう、演習Ⅰ～Ⅲは理論や事例の研究、演習Ⅰ（サマーセミナー）から演習 

Ⅲ（サマーセミナー）までの合宿での集中授業は、ビジネスゲームを用いたアクティブラーニングになりま

すので、それぞれが連携しています。従って全て出席することが原則になります。事前の許可を得ずに欠席

するとゼミを辞めてもらいます。就職活動といえども例外ではありません。 

 

（4） 演習Ⅳ以外で、論文などを課す場合の詳細（枚数や時期など） 

 演習Ⅲの最終授業時に卒業論文を提出してもらいます。テーマは企業経営や会計理論・実務に関わるもの

であれば、自由に選択できます。20,000字以上の卒業論文の提出が４年次の単位認定条件です。 

 

（5） 先輩たちの主な就職先と傾向 

  メーカーの営業や経理の比率が過半数で、金融機関（三井住友銀行、みずほ銀行、群馬銀行、長野銀行、

山陰合同銀行等や公務員（国土交通省、前橋市役所、坂戸市役所、国税専門官、財務専門官、消防士）など

がいます。具体的な企業名を挙げると、アサヒ、NTTドコモ、いすゞ自動車、伊藤園、キューピー、ＮＥＣ、

新日鐵住金、東洋製罐、タカラスタンダード、ブリヂトン、ローソン、理研ビタミン、三菱食品、東洋エレ

クトロンなどです。税理士は 10人以上います。科目合格者も 20人は超えています。公認会計士、米国公認

会計士もおります。また税理士志望のための大学院在籍者は 3人。変わり種では、歯科医師（開業医）、市議

会議員もゼミの卒業生にはおります。 

 

（6） 教員について(自己紹介等) 

 國學院大學経済学部卒業後、横浜市立大学商学部大学院修士課

程を修了（経営学修士）し、青山学院大学経営学研究科博士後期

課程を経て現在に至ります。横浜ベイスターズとお酒が大好きで

す。硬式野球部長でもあります。昔、学生につけられたあだ名は

「明るいオタク」でした。 

 

 

（7） 編入生へのメッセージ 

企業経営や会計に興味のある学生のみ応募してください。なお編入前から簿記や会計を勉強している学生が好

ましい。なお質問などがある場合は、メールを下さい。shoji@kokugakuin.ac.jp  

 

（8） その他  

オフィスアワーや公開ゼミに来て何でも質問して下さい。 

 
 

mailto:shoji@kokugakuin.ac.jp
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髙木 ゼミ                                        
 

演習Ⅰ 

サマセ 

演習Ⅰ 演習Ⅰ 

スプセ 

演習Ⅱ 演習Ⅱ 

サマセ 

演習Ⅱ 

スプセ 

演習Ⅲ 

 

演習Ⅲ 

サマセ 

演習Ⅲ 

後期 

演習Ⅳ 

 〇  〇   〇  

 

〇 

 

修得済み科目 教員指定修得済み科目 履修しておくことが望ましい科目 

日 本 の 経 済 基 礎 演 習 A   経 済 理 論 入 門 経済統計の見方 

コンピュータと情報 基 礎 演 習 B     

 

3年（男） ２人  3年（女） １人  4年（男） 人 4年（女） 人 

 

（1） テーマ  

日本とアメリカのデータを使ってマクロ経済学の基礎理論がどこまで有効か確認しする 

（2） キーワード 

 パソコンを利用したデータ分析 

 

（3） ゼミの進め方(合宿など正課授業以外を含む)  

2年生 

教科書：：N・クレゴリー・マンキュー：『マンキュー入門経済学』、東洋経済新報社 

ノートパソコンを全員に所有してもらいます。特に研究室では複数のゼミ員が同時にノートパソコンで作業

することがあります。その作業結果をネットワーク上で共有し、修正作業を継続する必要があるため、後期

が始まる前に一度集まってノートパソコンの利用法と基本ソフトウェア、ネットワーク環境を設定します。 

後期開始後は、経済理論の入門である教科書の内容を、報告者がスライドと口頭報告用の原稿を用意して報

告します。スライドは、教科書で利用されている図表を、画像ではなく教科書の理論的な説明に沿って表計

算ソフト上の数式を用いたグラフや表で再現します。章末の問題は報告時間の余りの範囲で報告者以外に解

いてもらいます。 

演習１以外に、３年次の理論分析の準備のために「統計学」を履修する必要がありますが、「経済統計の見

方」が前提科目なのでまだ履修していない人は「経済統計の見方」を先ず履修する必要があります。「経済統

計の見方」・「統計学」は卒業までに必ず履修してください。 

 

３年生 

教科書(予定): R・J・ゴードン：『現代マクロエコノミクス』原著第６版上下：多賀出版 

中級のマクロ経済学理論の教科書の内容を、ある章の分析と次の章の報告を平行しておこないます。報告さ

れた章に掲載されている、1980年代までのアメリカ経済のデータのグラフを、最新の日米のデータを用いて

再現したグラフと比較し、教科書の理論的な説明がどこまで当てはまるか確認する分析を報告の翌週に行い

ます。 

データを用いた検証はグラフの再現を超えてどこまでできるか、ゼミ生単独では範囲を設定できない場合が

多く、前の週に報告された教科書の理論をどのような手法を組み合わせて分析するか細かく指導します。内

容報告は２年次に習得した報告手順により実施します。 

演習２以外では３年生前期に「計量経済学」を履修します。「計量経済学」は 4 年次に開講されない可能性

が高く、必ず 3年次に単位を取得してください。 
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４年生 

毎週担当者を 1名決めて３年生の分析内容を批判・評価します。批判・評価は単なる文言の修正でなく、「計

量経済学」「統計学」の知識を用いてグラフの形の比較を超えた分析の可能性を指摘します。残りの 4 年生

は当日までに担当者に章末問題を絡めたポイントを提示し、問題意識を共有します。3 年次のテキストが終

わっていなければ続きを行う場合があります。 

４年生の後期はゼミ論文の作成に向けて、サマーセッションで報告した分析を各自で掘り下げたテーマを設

定し、まとめます。 

 

（4） 演習Ⅳ以外で、論文などを課す場合の詳細（枚数や時期など） 

枚数や形式よりも、理論を十分理解し、分析手法として計量経済学が正しく用いられているかを重視します。

提出期限は後期平常点評価の〆切１週間前とします。４年生後期は卒業に向けた試験対策ではなくゼミ論に

集中できるような単位配分をゼミ生に希望します。 

 

（5） 先輩たちの主な就職先と傾向 

金融・商社など一般的な事務系職種に就職していますが、IT系への就職も目立ちます。 

 

（6） 教員について(自己紹介等) 

日本経済全体の消費行動の理論構築と計量経済分析を研究テーマとしています。性格は大まかで、細かいと

ころをほじくり返したり怒り続けたりする根気はありません。 

大学在学中ゼミで経済学に興味を持ち始めましたが成績はかなり悪く、大学卒業後化学メーカーに３年半勤

め、京浜工業地帯を営業車で日々走り回っていました。組合幹部も同時に担ったことにより、会社を内外か

ら見ることができ、出世するには性格的に困難が多すぎると判断して退社しました。１年勉強し直して大学

院に進み、現在に至ります 

 

（7） 編入生へのメッセージ 

ゼミの 2年生はこの教科書を使って本文にあるグラフを Excelで再構成しながら内容を確認しています。経

済学理論とパソコンに忌避感のない人を歓迎します。 

【選考期間】 令和 2年 1月 9日（木）～1月 12日（日）【提出先】takagi@kokugakuin.ac.jp 
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高橋克秀 ゼミ                                        

 

演習Ⅰ 

サマセ 

演習Ⅰ 演習Ⅰ 

スプセ 

演習Ⅱ 演習Ⅱ 

サマセ 

演習Ⅱ 

スプセ 

演習Ⅲ 

 

演習Ⅲ 

サマセ 

演習Ⅲ 

後期 

演習Ⅳ 

 〇  〇   〇  〇 〇 

 

修得済み科目 教員指定修得済み科目 履修しておくことが望ましい科目 

日本の経済 基礎演習 A 1 年次の必修語学すべて 経済統計の見方 

コンピュータと情報 基礎演習 B  経済理論入門 

 

3 年男 ３人  3 年女 ３人  4 年男 人 4 年女 人 

 

（1） テーマ 

データ分析の基礎 

（2） キーワード 

ビッグデータ クラスター 統計学 計量経済学 

（3） ゼミの進め方(合宿など正課授業以外を含む) 

毎回担当者を決めてパワーポイントで発表する。個人のパソコンは必須。統計学検定の取得を勧めている。

2 級合格者は就活市場で引く手あまたとなる。毎年 2 名ほど合格している。合宿はやらない予定。 

（4） 演習Ⅳ以外で、論文などを課す場合の詳細（枚数や時期など） 

12 月に行われる経済学部の懸賞論文に必ず応募すること。 

（5） 先輩たちの主な就職先と傾向 

最近は企業情報調査、IT、金融機関が多い。 

（6） 教員について(自己紹介等) 

新聞記者→エコノミスト→教員  世界遺産歩きが趣味 

（7） こんな学生に来てほしい 

このゼミでは統計学の基礎を学んだうえで、現実の経済・経営問題、社会問題（最近はスポーツの統計分析

も）を数値的に解析します。必要な勉強時間は週に少なくとも４時間くらい。夏休み、春休みも課題が出ま

す。卒論（ゼミ論）は必須です。 数学は得意である必要はありませんが、嫌いだとついていけなくなるか

もしれません。勉強が好きな人に来てほしいと思います。 

（8） 編入生へのメッセージ 

地道な勉強を続けることができる学生に向いています。 
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 根岸 ゼミ                                        

 

演習Ⅰ 

サマセ 

演習Ⅰ 演習Ⅰ 

スプセ 

演習Ⅱ 演習Ⅱ 

サマセ 

演習Ⅱ 

スプセ 

演習Ⅲ 

 

演習Ⅲ 

サマセ 

演習Ⅲ 

後期 

演習Ⅳ 

 ○  ○   ○   ○ 

 

修得済み科目 教員指定修得済み科目 履修しておくことが望ましい科目 

日本の経済 基礎演習 A  財政の基礎 

コンピュータと情報 基礎演習 B   

 

3 年男 7 人  3 年女 2 人  4 年男 6 人 4 年女 5 人 

 

（1） テーマ 

 根岸ゼミでは、「現代の経済・社会問題」について学びます。 

 ゼミのテーマが「現代の経済・社会問題」と大きなものになっていますが、これは私の学問分野と関係し

ています。私の専門は財政学という分野で、これは政府の活動や制度・政策を研究する学問です。政府の活

動は多岐にわたり、話題になる経済問題のほとんどに政府が何らかの形で関係しています。そのため、今お

こっている経済問題のすべてが根岸ゼミでの勉強の対象になります。 

 各自が興味・関心に合わせてテーマを設定し、勉強してください。 

 テーマの設定は自由でも、２年次、３年次、４年次で行うゼミの課題は決まっています。以下の（３）に

書いてあります。よく読んでください。 

 

（2） キーワード 

ゼミの目標は、ゼミでの学びを通して１人ひとりが成長することです。 

成長するためには、①自ら物事に取り組み、②自分自身が上手くできたと感じ、③他人から評価され（褒

められ）て上手くできたことを実感し、④いっそう力を入れて取り組む、成長プロセスを経験することが大

事になります。 

この成長プロセスを、ゼミでの学習を通して経験してください。 

そのためには、①個人で学習することが、大前提であり、出発点です。②チームで論文（プレゼン）を作

成する中で、メンバーそれぞれで学習成果を相互に学び合います。③自分たちの成果物である論文（プレゼ

ン）を外部のコンテストに出し（発表し）、外部者から評価を受けます。④チームメンバーの相互学習、外部

者からの成果物の評価を活かして、いっそう学習に力を入れます。 

 

 この成長プロセスが上手く回り、良い経験ができた学年は、ゼミ生全員が驚くほどに成長します。しかも、

単に成長するだけでなく、勉強を楽しみながら、成長することができます。そのためにも、大前提であり、

出発点である「個人で学習すること」は何よりも大事です。 

 

（3） ゼミの進め方(合宿など正課授業以外を含む) 

 ２年次の大きな課題は、本を読む習慣をつけ、興味や関心があることを見つけることです。その興味関心

が、３年次でのグループ論文のテーマや各種のコンテストへの参加につながります。 

 ①課題本を読む。②自分の興味や関心を見つける。③３年生で勉強することを決める。 

 ３年次の大きな課題は、チームで外部のコンテストに参加することです。最近は１年間を通して、最低で
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も３つ、できれば４つのコンテストに参加しています。 

 前期は、２つのコンテストの論文とプレゼン資料を完成させます。夏休みに、１つのコンテストの論文と

プレゼン資料を完成させます。後期には、１つのコンテストの論文とプレゼン資料を完成させるとともに、

予選を通過したコンテストのプレゼンを行います。 

 ４年次の大きな課題は、卒論を作成することです。 

 前期は、①文献リストを作り、②A4版で７～10ページ分の原稿を作成します。後期は、①10月までに原

稿（20ページ程度）を作成し、②その後に全面的に原稿を直し、③卒論を完成させます。 

 春休みには、４年生が作成した卒業論文の発表会を行います。 

 ゼミ合宿は、夏休みと春休みに行います。 

 夏合宿では、グループ論文と卒業論文の中間報告会を行います。 

 春合宿では、グループ論文の概要、卒業論文の概要、年間スケジュールを決めます。 

 

（4） 演習Ⅳ以外で、論文などを課す場合の詳細（枚数や時期など） 

 １つ上の（３）で、詳しく書いてあります。 

 

（5） 先輩たちの主な就職先と傾向 

 特別な傾向はありません。ほとんどが、第１希望から第３希望くらいまでの企業に就職しています。 

 

（6） 教員について(自己紹介等) 

 研究テーマは福祉国家財政の研究です。より詳しくは、第１に、アメリカの貧困対策・所得保障政策、政

府間関係を研究しています。第２に、日本の社会保険や社会保障の財政問題も研究しています。 

 

（7） 編入生へのメッセージ 

勉強に時間を使うゼミなので、アルバイトよりも勉強に時間を使う覚悟のある学生、卒業までゼミを続け

る覚悟のある学生を募集します。 

 

（8） その他 

希望者は、以下のア）からウ）の方法で質問に来てください。 

 ア）公開ゼミ（実施日： ３年ゼミは木曜日５時限目、４年ゼミは木曜日３時限目です。） 

   ※３年生の公開ゼミでは、３年生がゼミ説明をします。見学はいつでも OK です。 

 イ）個別ブース説明会（後日、発表されます） 

 ウ）オフィスアワーで対応：月曜日４時限目、0818研究室。 

   ※メールで事前に連絡をください（アドレス：  negishi@kokugakuin.ac.jp ）。 
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野村ゼミ                                        

 

演習Ⅰ 

サマセ 

演習Ⅰ 演習Ⅰ 

スプセ 

演習Ⅱ 演習Ⅱ 

サマセ 

演習Ⅱ 

スプセ 

演習Ⅲ 

 

演習Ⅲ 

サマセ 

演習Ⅲ 

後期 

演習Ⅳ 

 〇  〇   〇    

 

修得済み科目 教員指定修得済み科目 履修しておくことが望ましい科目 

日本の経済 基礎演習 A 情報システムの基礎  

コンピュータと情報 基礎演習 B   

 

3 年男 8 人  3 年女 8 人  4 年男 6 人 4 年女 7 人 

 

（1） テーマ 

感情経済 

 

（2） キーワード 

感情計算・感情経済・感情労働 

 

（3） ゼミの進め方(合宿など正課授業以外を含む) 

・野村ゼミはすべて編集会議のスタイルである。輪読はしない。本は自宅で読んでくることが大前提で議論

に時間をかける。 

・１セメスターで１冊の本を作り上げる。 

・合宿は予定していないが企画してくれれば乗る。 

・Workplace で情報共有する。その他、複数のプラットフォームを日常的に使用する。 

 

（4） 演習Ⅳ以外で、論文などを課す場合の詳細（枚数や時期など） 

・３年後期と４年後期にはゼミ論を提出する。 

・その他は論文と言うより記事をたくさん書く。 

 

（5） 先輩たちの主な就職先と傾向 

意外に経済学部標準だと思う。２年生にもわかる企業名を挙げる。本人がすでに転職した会社も含む。 

金融系：みずほ銀行、三井住友信託銀行、東京三菱UFJ 銀行、大和証券、日興證券、千葉銀行、沖縄銀行、

ゆうちょ 

交通系：JR 東日本、全日空（地上）、近畿日本ツーリスト 

製造業：IHI（石川島播磨重工業） 

公務員：航空自衛隊（管制官）、地方自治体 

郵政 

不動産：東急リバブル 

IT 系：電通国際情報サービス、ソフトバンク本部、LINE@、NEC 系 

メディア系：九州電通、モリサワ、共同印刷、新潟放送、福島民報新聞、北國新聞、デイリースポーツ、チ

ケットぴあ、メトロアドエイジェンシー 

教職：神奈川県立高校情報科教員、東京都公立中学校美術科教員 
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（6） 教員について(自己紹介等) 

社会理論、情報メディア論、知識理論。ネット系なので検索してほしい。SNS は@nomurakazuo か

@socius.nomura でやっている。著作はソキウスで公開中。https://socius.jp これからいろいろ展開する予定。 

 

（7） その他 

ネット系スタイルなのでスピードと量とリスポンスが大事。要求するレベルはそれほど高くないが桁違いの

分量を猛烈なスピードでこなす。「１セメでオリジナルな学術論文を１本書け」というより「来週までに渋

谷の写真を 500 枚撮ってこい」という感じ。のんびり型やじっくり型はしんどいと思う。ゼミ活動をメイン

にできる人でないと継続は難しいかも。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://socius.jp/
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橋元 ゼミ                                        

 

演習Ⅰ 

サマセ 

演習Ⅰ 演習Ⅰ 

スプセ 

演習Ⅱ 演習Ⅱ 

サマセ 

演習Ⅱ 

スプセ 

演習Ⅲ 

 

演習Ⅲ 

サマセ 

演習Ⅲ 

後期 

演習Ⅳ 

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇  〇 

 

修得済み科目 教員指定修得済み科目 履修しておくことが望ましい科目 

日本の経済 基礎演習 A  現代日本経済 

コンピュータと情報 基礎演習 B   

 

3 年男 7 人  3 年女 3 人  4 年男 8 人 4 年女 4 人 

 

（1） テーマ 日本経済の構造と企業経営および雇用の特徴 

 

（2） キーワード 日本経済や企業経営と雇用を学ぶ､真面目に学びやり遂げる､ゼミ活動を大切に 

 

（3） ゼミの進め方(合宿など正課授業以外を含む) 

2 年次の夏合宿(サマーセミナー(演習Ⅰ))から始まり、4 年次ゼミ卒業論文作成(演習Ⅳ)までの演習(ゼ

ミ)関連科目 22単位すべてを履修するゼミです。途中の単位を落とした場合、それ以降は履修できません。

夏合宿と後期ゼミは 2～4年生合同であり、春合宿と前期ゼミは 3～4年生合同です。授業期間中のゼミは 2

コマまたは 3コマ連続です。月曜 4限～6限に参加できない人は応募できません。 

ゼミの全体概要として、①～④にゼミでやる内容、⑤で 2年半のゼミ活動の主な流れを示します。 

①日本経済関連の文献を輪読する(分担してレジュメを作成して報告発表、全員で議論しながら学ぶ）。 

 教科書を決め、全員で分担し、レジュメを作成して報告発表(プレゼンテーション)する。各人には、上級

生の援助担当者が決められるので、その助言・支援を受ける。報告 1週間前までにレジュメを作成し、援助

担当者共々、橋元との面談を受け、報告準備を行う。教科書はゼミ生の希望を踏まえつつ決めるが、2 年次

は初歩的入門的文献、3 年次前期は基礎的文献、3 年次後期から 4 年次は基本的文献を教材としている。先

輩が後輩の報告準備や発表をサポートし、教え教えられる関係の中で学び合う。 

②ディベートやディスカッションを行う。 

 日本経済をめぐるテーマばかりでなく、身近な問題から時事問題など様々なテーマを取り上げ、輪読と並

行してディベートまたはディスカッションを行う。これらを通じて、論理的思考力やプレゼンテーション能

力、表現力を鍛え、また就職活動にも有用な能力を身につける。 

③ゼミ卒業論文を作成する。 

 経済社会に関するものであればテーマは自由であるが、論文作成は必修。2 年次春合宿から合宿のたびに

中間報告を行い、4年次 11月に一次提出し 1月上旬に最終提出する。ゼミでの集団的な検討ばかりでなく、

橋元による個別指導を継続的に受け(演習Ⅳを含む)、完成させていく。 

④ゼミ生で話し合い企画して各種イベントを実施する。 

 例年行っているのは、新歓コンパ、前期終了後の暑気払い(コンパ)、OB･OGによる面接指導会(模擬面接)、

OB･OG 懇親会、追い出しコンパである。この他には、企業・工場見学、忘年会、新年会、ボーリング大会な

どのスポーツ・レクレーション、ゼミ後の飲み会など、年度によって様々であるが、ゼミ生で話し合って決

める。 

⑤2年半の学修概要（各種イベントは省略） 
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2年次 8月初旬：ゼミオリエンテーション・新歓コンパ 

2年次夏合宿のサマーセミナー(演習Ⅰ)：経済学・日本経済の初歩的入門的文献の輪読(分担発表) 

2年次後期の演習Ⅰ(２)：日本経済の入門的基礎的文献の輪読(分担発表)とディスカッション・ディベート 

2年次春合宿のスプリングセミナー(演習Ⅰ)：ゼミ卒業論文テーマ発表報告 

3年次通年の演習Ⅱ前期：日本経済の基礎的文献の輪読(分担発表) とディスカッション・ディベート 

3年次夏合宿のサマーセミナー(演習Ⅱ) ：ゼミ卒業論文中間報告① 

3年次通年の演習Ⅱ後期：日本経済の基本的文献の輪読(分担発表) 、ゼミ成果発表会へむけた準備、 

ディスカッション・ディベート、4年生の就活経験報告・3年生への就活助言 

3年次 11月頃：ゼミＯＢＯＧ会・就職面接指導会(模擬面接)および懇親会 

3年次 2月または 3月：特別集中ゼミ（日本経済の現状と課題に関する集中輪読、約 3～5時間） 

3年次春合宿のスプリングセミナー(演習Ⅱ)：ゼミ卒業論文中間報告② 

4年次通年の演習Ⅲ前期：日本経済の基本的文献の輪読、自由研究報告とディスカッション 

4年次夏合宿のサマーセミナー(演習Ⅲ)：ゼミ卒業論文最終中間報告 

4年次通年の演習Ⅲ後期：日本経済の基本的文献の輪読(分担発表)、ゼミ成果発表会へむけた準備、 

ディスカッション・ディベート、4年生の就活経験報告・3年生への就活助言 

4 年次演習Ⅳ(ゼミ論文作成指導)：上記のゼミ卒業論文テーマ発表報告・中間報告前に個別面談指導を受け

るとともに、橋元の個別面談指導を受け、4年生だけの中間報告を適宜行う。 

4年次 1月：ゼミ卒業論文発表会 

 

（4） 演習Ⅳ以外で、論文などを課す場合の詳細（枚数や時期など） ゼミ卒業論文(演習Ⅳ)のみ 

 

（5） 先輩たちの主な就職先と傾向 

  金融、情報サービス、メーカー、流通、広告、公務員、教員など、様々な分野へ就職しています。 

 

（6） 教員について(自己紹介等) 

1955 年鹿児島県生まれ。横浜国立大学経済学部、東京大学大学院経済学研究科で学ぶ。(財)労働科学研究

所を経て、92 年から國學院大學経済学部教員、99 年より教授。担当科目は、現代日本経済、日本経済と政

策、経済特論（雇用と働き方）、スタディツアーなど。 

 専攻領域は、社会政策および労働経済、日本経済の実態調査。全国各地の自治体や経済団体および企業・

労働組合のインタビュー調査やアンケート調査を行ってきました。 

学生諸君には、大学で自分らしさを探求し、自分らしく生きていくために必要な知恵を身につけてほしい

と願っています。ゼミはそのための絶好の場。私もゼミ生と一緒になって誠実で真剣なぶつかりあいをして

いきたいと思っています。酒は弱く、無趣味人間です。あえて言えば、議論好き。多芸多才にあこがれます

が、そのセンスはまるで駄目なので、ゼミ生達にいっぱい教えてもらっています。 

 

（7） 編入生へのメッセージ 

 橋元ゼミでは、2 年次の夏合宿および後期授業で『日本の経済テキスト』と『増補改訂 よくわかる日本経

済入門』を輪読し、ディスカッションやディベートを行ってきました。また、令和 3 年 3 月下旬の春合宿ま

たはオンライン集中ゼミでは、各自のゼミ卒業論文テーマ発表報告を予定しています。                 

橋元ゼミに入るには、①「日本の経済」テキストと『増補改訂 よくわかる日本経済入門』をしっかり理解し

入門的学修レベルを終えていること、②積極的に発言ができること、③令和 3 年 3 月の春合宿またはオンラ

イイン集中ゼミに参加し、2 年後に完成させる卒論のテーマと対象分野の概要報告を 40 分間行うことが必

要です。また、ゼミは学年合同ですから、前期は 3・4 年生が 2 コマ(180 分)、後期は 2～4 年生が 3 コマ(270
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分)の連続授業です。以上の条件をクリアし、長時間のゼミ活動の中で意欲的に努力できることが選考基準で

す。しっかりゼミで学ぶ熱意ある人の応募を期待しています。 

 

（8） その他 

ゼミの場にいるだけではダメ！ 自ら能動的に学ぼうとする意欲をもつ者、ゼミで多くを吸収し自分もゼ

ミに貢献しようと努力する者、授業としてのゼミを越えた仲間づくりや交流を大切に思う者を求めます。ゼ

ミは、ゼミ生自身が創り上げるもの。学ぶこと、遊ぶこと、先輩・友人との交流など、いくらでも広く深い

ものにすることができます。しかも、生涯にわたって続く関係の出発点です。入ゼミ希望者には、2 年半し

っかり学ぼうとする姿勢をもち、ゼミ卒業論文をやり遂げ、意欲的に発言することを期待しています。自分

に合っているかどうか、見学してよく考えて応募してください。 
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 細井 ゼミ                                        

 

演習Ⅰ 

サマセ 

演習Ⅰ 演習Ⅰ 

スプセ 

演習Ⅱ 演習Ⅱ 

サマセ 

演習Ⅱ 

スプセ 

演習Ⅲ 

 

演習Ⅲ 

サマセ 

演習Ⅲ 

後期 

演習Ⅳ 

 ○ ○ ○ ○  ○ ○  ○ 

 

修得済み科目 教員指定修得済み科目 履修しておくことが望ましい科目 

日本の経済 基礎演習 A 世界の経済 国際経済 

コンピュータと情報 基礎演習 B  会社入門 

 

3 年男 1 人  3 年女 2 人  4 年男 2 人 4 年女 3 人 

 

（1） テーマ 

「グローバル・エコノミーとビジネス—新興国市場攻略の戦略」 

 国際経済と国際経営の分野で各自が関心をもっているテーマを個人で深めていくことがこのゼミのスタ

イルです。現 3・4 年生は国際ビジネス、通商問題、各国経済、途上国援助、移民・外国人労働者問題、海

運、国際観光といった関心領域を各自もっています。 

（2） キーワード 

国際経済 途上国経済 国際経営 

（3） ゼミの進め方(合宿など正課授業以外を含む) 

2 年後期は統一テキストを用いて、3 年以降に備え基礎知識の定着、読書習慣の確立、文献の探し方など

アカデミック・スキルの涵養を図ります(あわせて教養も身につけるべく方法を考えたい)。 

 2年と 3年の間の春休み（3月下旬）に春合宿を行い、3年以降のゼミ活動の基礎を作ります。3年以降の

ゼミは、3・4 年合同 2 時間連続で行います。3 年以降のゼミについては自分たちで進め方を決めてもらい、

個人のテーマも自分で設定することになります。ゆえに「与えられた」課題をきちんとこなすこと「だけ」

が得意な人は向いていないと思います。参考までに今年前期の場合は、1 時間を卒論に向け各自が関心をも

っている分野についての専門書を読んだ上で報告・討論を行い(3年前期はリーディング・アサイメントに従

って進める)、もう 1時間でビジネス・ケース討論を行っています。 

 夏休みにはゼミ合宿を行います。後期は両学年共に卒論に向けた報告が中心になります。そして、4 年の

終わりには卒論を書き上げます。 

なお、夏合宿は国外で実施します（3年と 4年の 2回）。現地では関係機関、企業、援助団体など訪問・視

察を行います。机上の勉強だけではなく、実際に経済・経営の現場を自分の肌で実感する貴重な機会です。

今夏はコロナ騒動により現時点では未定です(これは 3 月末に執筆)。手配、準備等は全て学生が行います。

現地での企業訪問は貴重な経験になります。 

（4） 演習Ⅳ以外で、論文などを課す場合の詳細（枚数や時期など） 

3年終了時に 10,000字程度の 3年次論文を提出してもらいます。 

（5） 先輩たちの主な就職先と傾向 

就職率 100%を初代から継続中です。業界は様々。珍しい就職先としては、政令市中学校の社会科教員(経

済学部では何年に 1 人の現役合格)や、一般企業就職後に公認会計士の資格を取得して 4 大監査法人に転職

した OB がいます。好況時には他の陽キャばかりのとあるゼミのように目立ちませんが、不況時にも安定・

確実に就職を決めていきます。日々のゼミに対する姿勢が結果につながります。 

また、毎年秋に OB 会があり、色々な話を聞くことができるとともに、タテのつながりも強めています。
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2019 OB会 
ゼミ合宿 

上 観光 

下 企業見学 

面接で聞かれた内容や雰囲気、エントリーの詳細などを記した就活報告書をゼミ OB がゼミの後輩のために

残しています（落ちた会社も含めて）。 

（6） 教員について(自己紹介等) 

2006年に着任、担当する授業科目としては「世界の経済」、「国際経済」、「国際経営」などです。 

（7） 編入生へのメッセージ 

メール受信後 24 時間以内に届いた旨を返信します。返信メールが届かない場合は、こちらに届いていない

可能性があるので再送してください。 

（8） その他 

・日本でも星野リゾートのように喫煙者の採用をしない企業が増えてきています。こうした状況に鑑み、選

考の際、喫煙者のプライオリティは最下位にします（なお、2010年にこの方針を打ち出して以降、これまで

喫煙者でこのゼミに合格した人はいないことを申し添えます）。 

・卒業までに「国際経済」、「国際経営」の単位は必ず取ってもらいます(その前提科目として「世界の経済」、

「会社入門」)。両科目を取れない場合、ゼミをクビになります。また、卒業までの 2年半を継続して取り組

めることも条件とします。OB会でゼミ OBが「ゼミ程度のことをきちんとやれない(継続できない)ような人

が社会（会社）に出てきちんとやっていけない」とよく言っています。他ゼミで行うようなゼミ合宿ではな

い形の合宿が 3年と 4年夏の 2回あります。その点も承知してください。 

・個人テーマの設定は自由ですが、それに取り組むにあたっての基礎は重視しています。筋トレをしっかり

やります。つまらないかもしれませんが、スポーツ選手で筋トレを疎かにする人はいないですよね。基礎演

習のようにグループワークで上辺だけの「勉強ごっこ」をするスタイルではないので、そういうスタイルを

好む場合はこのゼミには向きません。しかし、しっかり取り組むと自分自身が何倍も成長して卒業できるこ

とは間違いなく、それが不況時でも安定した就活の結果につながります。 

・学期中に何度も回ってくる報告に向け、自分で勉強し、攻めの姿勢で分からないことは自発的に相談して

進めていかないと、ひとり置いていかれることになります(基礎演習でやったようなグループワークではな

いため、他の人がカバーしてくれるわけではなく本当に置いてきぼりで、優劣がはっきりします)。課題が

与えられて手取り足取り逐一指導・サポートしてもらえるスタイルが合う人は他のゼミがいいでしょう。 

・このゼミで勉強することは会社に入って役立つものではありません。近視眼的に就職に役立ちそうなこと

を勉強したいならば他のゼミにするべきです。しかし、すぐに役立つことはすぐに役立たなくなります。世

界を見る視点とセンスを養い、長期的に自らの能力を高めて切り開いていくことができる力を身につける場

です。 
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山本 ゼミ                                        

 

演習Ⅰ 

サマセ 

演習Ⅰ 演習Ⅰ 

スプセ 

演習Ⅱ 演習Ⅱ 

サマセ 

演習Ⅱ 

スプセ 

演習Ⅲ 

 

演習Ⅲ 

サマセ 

演習Ⅲ 

後期 

演習Ⅳ 

 〇  〇 〇  〇   〇 

 

修得済み科目 教員指定修得済み科目 履修しておくことが望ましい科目 

日本の経済 基礎演習 A 調査研究入 門 地域社会問題入門 

コンピュータと情報 基礎演習 B   

 

3 年男 6 人  3 年女 4 人  4 年男 3 人 4 年女 3 人 

 

（1） テーマ 

経済活動を「地域」という空間的枠組みの中で考える． 

 

（2） キーワード 

経済地理学，フィールドワーク，地域 

 

（3） ゼミの進め方(合宿など正課授業以外を含む) 

論文の輪読による基礎的な思考法や手法の習得と，個人テーマに沿ったフィールドワークと報告書の作成

を想定しています． 

 

（4） 演習Ⅳ以外で、論文などを課す場合の詳細（枚数や時期など） 

演習Ⅱサマーセッションでは，首都圏近郊の地域を対象に，個人のテーマに沿った地域調査を予定してい

ます．その成果を 6000 字程度の報告書として提出することを求める．また，その報告書を元に，調査内容

と結果を他の受講生に対してプレゼンしてもらう．  

 

（5） 先輩たちの主な就職先と傾向 

鉄道，建材，アパレル，テレビ番組制作など。対面接触や地方を好む傾向があります． 

 

（6） 教員について(自己紹介等) 

  山本健太     検 索  

 

（7） 編入生へのメッセージ 

ゼミ活動に対して自発的，積極的に参加するもの．論理的思考ができ，それを表現できるもの 

基本的な作文のルールに則ってレポートを作成できるもの 

 

（8） その他 

ゼミとは，単に勉強するところではなく，社会関係も学ぶ場であると考えています．このゼミに入るとい

うことは，私に弟子入りすることだと思ってください． 

バイト，部活，サークルはゼミ欠席理由として認められません．ゼミでの活動を最優先事項として，他のゼ

ミ生と協調し，積極的に参加してください． 



33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『2021年度開講 「演習Ⅱ」（ゼミ）募集要項』 

 

國學院大學 経済学部教務委員会 

 

 

 

 

 


