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第2回ゼミ説満足度調査

https://forms.gle/oMWDRV4doHU7cd5L8

第２回ゼミ説明会はいかがでしたでしょうか？

商学部ゼミナール委員会入会選考では、2年生の皆様がスムーズに入ゼミできるよう努力
を続けております。

その一環といたしまして、第２回ゼミ説明会についての満足度調査をお願いしております。

頂いたご意見・ご感想は今後の入会選考の活動に活かしてまいります。

お手数をおかけいたしますが、５分ほどで終わる簡単なアンケートですので、回答
願います。

回答は上記のQRコードを読み取るか、URLを入力していただくと始まります。

皆様の回答お待ちしております！

【回答期限：2019年11月2日(土)23:59】



第２回 商学部 ゼミ説明会
　　 ～ 45 全体説明会

　 45～  個別説明会
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牛島辰男研究会 ２２ １２ 髙橋郁夫研究会 ３２ ３９
牛島利明研究会 Ｊ２１ １３ 高橋美樹研究会 Ｊ２４ ４０
王英燕研究会 ２２ １４ 田邉勝巳研究会 Ｊ２４ ４１
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岡本大輔研究会 ２２ １７ 鶴光太郎研究会 Ｊ１９ ４４
小野晃典研究会 ３２ １８ 寺西勇生研究会 Ｊ１９ ４５
風神佐知子研究会 Ｊ１１ １９ 友岡賛研究会 １３ ４６
加藤一誠研究会 Ｊ２４ ２０ 中島隆信研究会 Ｊ１９ ４７
鎌田康一郎研究会 Ｊ２１ ２１ 永見尊研究会 １３ ４８
神戸和雄研究会 ２３ ２２ 野村浩二研究会 Ｊ１９ ４９
菊澤研宗研究会 ２３ ２３ 濱岡豊研究会 ２３ ５０
吉川肇子研究会 Ｊ１１ ２４ 早見均研究会 Ｊ１４ ５１
木戸一夫研究会 ２２ ２５ 日高千景研究会 Ｊ２１ ５２
久保研介研究会 Ｊ２４ ２６ 平野隆研究会 Ｊ２１ ５３
権丈善一研究会 Ｊ２４ ２７ 深井忠研究会 １２ ５４
榊原研互研究会 ２３ ２８ 堀田一吉研究会 Ｊ２１ ５５
佐藤和研究会 ２２ ２９ 前川千春研究会 １２ ５６
里村卓也研究会 ３３ ３０ 八代充史研究会 Ｊ１１ ５７
清水聰研究会 ３３ ３１ 柳瀬典由研究会 Ｊ２１ ５８
鄭潤澈研究会 ３３ ３２ 藪友良研究会 Ｊ１４ ５９
白井美由里研究会 ３３ ３３ 山本勲研究会 Ｊ１４ ６０
新保一成研究会 Ｊ１４ ３４ 横田絵理研究会 Ｊ１１ ６１
園田智昭研究会 Ｊ１１ ３５ 吉田栄介研究会 Ｊ１１ ６２
大東一郎研究会 Ｊ１９ ３６ 研究会 Ｊ２１ ６３
髙久隆太研究会 １３ ３７

※渡部和孝研究会は 年度の募集を停止することになりました。
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来年度入会に向けての大まかな流れ
(予定)

06月26日(土)
第１回入ゼミ説明会 ＠日吉

10月26日(土) ＜本日＞
第２回入ゼミ説明会 ＠日吉

10月28日(月)～11月18日(月)
昼休み個別説明会 ＠日吉

11月21日(木)～11月24日(日)
三田祭 ＠三田

11月下旬～12月
オープンゼミ ＠日吉・三田

01月中旬
第３回入ゼミ説明会 ＠日吉

03月上旬
第１回仮登録 ＠三田

03月中旬
第１回本登録/第１回入会選考 ＠三田

03月下旬
第２，３回仮登録・本登録・入会選考 ＠三田

【注意事項】
上記の流れはあくまで予定であり、変更の恐れがあります。
商学部ゼミナール委員会公式HPや商学部ゼミナール委員会入会選考の
Twitterを、こまめにご確認ください。
３月以降の仮登録・本登録については、第３回入ゼミ説明会で詳しくご説
明いたします。

ご不明点等ございましたら、自己解決は決してせずに、
お気軽に商学部ゼミナール委員会入会選考までお問い合わせください。
メールとTwitterのDMでお待ちしております。

メール：kshozemi.nyuzemi.2019@gmail.com
Twitter：@kshonyuzemi2019

オープンゼミとは各ゼミが開催するイベント。
ゼミの見学やグループワークなどでゼミへの
理解を深めます。
詳細は各ゼミへお問い合わせください。
オープンゼミを行わないゼミもあります。

三田祭では、ブースを設けて論文を展示する
ゼミもあります。
詳しい研究内容を聞くチャンスです。
詳細は、三田論冊子(後日発行予定)を参照。
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昼休み個別説明会とは、
各ゼミが、日吉キャンパスで行う説明会です。
各ゼミが２回行います。
授業の合間でゼミへの理解を深めましょう。
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全塾ゼミナール委員会 
【委員会構成】 
 全塾ゼミナール委員会は慶應義塾大学の公認団体であり、200余りのゼミから成る各学部のゼ
ミナール委員会を統括し、研究会活動に関する学生自治を任されております。当委員会は、下記

の 6つのゼミナール委員会からそれぞれ選出された 10名により運営されています。 
経済学部・商学部・法学部法律学科・法学部政治学科（各 2名） 

文学部人文社会学科社会学専攻・文学部人文社会学科人間科学専攻（各 1名） 
 
【意義】  
本会は、各委員会に所属する研究会生の学術的活動並びに友好的交流支援により他学部他学

科間の相互理解・相互連携を通して慶應義塾大学のアカデミズムの興隆に寄与することを目的と

する。 
（全塾ゼミナール委員会規約第 1章第 1条より）  
 
【主な活動内容】  
他学部入ゼミ支援 
6月下旬より、2年生に対して各学部で入ゼミ説明会が行われます。学生は基本的に所属する学
部のゼミに入会しますが、他学部生を受け入れている一部のゼミに入会することも可能です。そこ

で、学部を超えたゼミの情報収集の負担を軽減すべく、全塾ゼミナール委員会が情報提供をサポ

ートします。 
具体的には各学部の入ゼミ説明会でブースを出展、他学部入ゼミ説明会の開催、他学部入ゼミ

冊子の作成、Twitter、Facebookページ、ホームページを通じて支援致します。 
業界講演会 
塾生の皆さまが将来の進路を決定する際の一助となれるよう、多岐に渡る業界で活躍する OBOG
の方々の講演を、全塾ゼミナール委員会は企画・運営しております。毎年秋学期に開催しており、

本年度も皆様からのアンケートに基づき講演会の企画を進めております。  
全塾ソフトボール大会 
毎年、各学部でソフトボール大会が行われます。そしてこのソフトボール大会で勝ち上がったゼミ

が、学部を超えて対戦するのが全塾ソフトボール大会であり、全塾ゼミナール委員会は大会の企

画運営を行います。 本年度は 6月下旬に実施します。 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

・全塾 HP：http://www.zenjuku-seminar.com 
・Twitter：@zenjuku_keio（全塾ゼミナール委員会） 

@zenjuku_nyuzemi（全塾ゼミナール委員会 他学部入ゼミ） 
・Facebook：https://www.facebook.com/zenjuku.nyuzemi/ 
・問い合わせ：zenjuku.seminar.nyuzemi2019@gmail.com 
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他学部入ゼミについて

全塾ゼミナール委員会では、学部を超えて他学部のゼミで学びたいという意欲的な方を応援して
います。下記に各学部の入ゼミの簡単な予定とFAQを載せておきますので、興味のある学部の説
明会に足を運んでみてください。詳細は全塾ＨＰに随時掲載致します。 

文学部

人間学

科 

文学部

社会学 

経済学

部 

法学部

法律学

科 

法学部

政治学

科 

商学部 他学部

入ゼミ 

第一回

説明会 

7/１ 6/26 6/15 9/28 6/22 6/29 7/6 

第二回

説明会 

11月 

下旬 

11月 

上旬 

10/19 なし 10/5 10/26 10/12 

第三回

説明会 

なし なし 1月 

中旬 

なし なし 1月下旬 ― 

試験 1月 

下旬 

12月 

上旬 

3月 

上旬 

12月 

上旬 

2月 

上旬 

3月 

中旬 

― 

＊上記は現段階で各学部ゼミナール委員会が発表しているものであり、今後日程が変わる場合

があります。詳しくは各学部ゼミナール委員会のHP等で日程をご確認ください。 

ＦＡＱ 
Ｑ.他学部のゼミに所属することはできるのでしょうか？ 
Ａ. 入会したいゼミが他学部生を受け入れており、入会課題や面接などを受け、入会を認められ
た場合、他学部のゼミに所属することが出来ます。 
他学部入ゼミは基礎学力の違い、単位上の問題などある程度のリスクを伴うものです。しかし、全
塾ゼミナール委員会は他学部のゼミを志望する学生に情報提供し、サポートを行っていきたいと
思いますので、どんな些細なことでもお気軽にお尋ねください。  

Ｑ.全塾ゼミナール委員会ではすべての学部・学科のゼミに関して相談に乗ってもらえるのです
か？ 
Ａ. 当委員会は、慶應義塾大学の三田キャンパスに所属する6つのゼミナール委員会（経済学
部、商学部、文学部人文社会学科社会学専攻、文学部人文社会学科人間科学専攻、法学部法
律学科、法学部政治学科の各ゼミナール委員会）から2人ずつ（文学部は1人ずつ）選出され、計
10人で組織されています。そのため、上記以外の学部・学科については情報を提供できません。
湘南藤沢キャンパス(SFC)、理工学部、医学部はもちろんですが、文学部教育・心理・美術その他
専攻もこれに当たります。これらのゼミに興味のある方は直接そのゼミに連絡をとって頂くことに
なります。  

Ｑ.自分の所属している学部のゼミと他学部のゼミの両方に所属することは可能ですか？ 
Ａ. 可能です。ただし、2つのゼミを受験され両方入会を許可された場合、片方を辞退する行為は
極めて失礼に当たるため、必ず両方に所属し全うして頂くようお願い致します。ゼミの活動は、予
想以上に内容の濃いものです。時間的拘束など複数のゼミに所属するメリット、 
デメリットの両方を熟考の上、後悔しないゼミ選びをして下さい。 
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2019年度業界講演会 

『内に秘めた可能性を見出す３ヶ月～真に進みたいと思う自分だけの道へ～』 

業界講演会とは、社会で活躍されている企業の方々に、その業界や社会の実情についての

お話をしていただくというイベントです。23回目となる本年度は、「様々な業界の講演に参加

し、今まで知らなかった世界へと視野を広げることで、自分の可能性もより広げていってほし

い」という願いを込めました。本年度は、全 26企業 24講演を予定しております。 

【ご案内】 

場所：南校舎ホール（三田キャンパス）、日吉キャンパス 

時間 18：45～20：00 ※申し込み不要・参加無料 

10/29 

10/30 

11/1 

11/8 

11/12 

11/26 

11/27 

11/29 

12/3 

12/4 

12/5 

12/10 

12/11 

12/12 

不動産 

テレビ

官庁 

飲料業界 

総合商社② 

航空② 

銀行 

コンサル②

広告② 

食品 

旅行 

証券 

不動産 

海運 

三井不動産株式会社 

日本テレビ放送網株式会社 

東京都庁 

サントリーホールディングス

三菱商事株式会社 

日本航空株式会社 

株式会社三井住友銀行 

野村総合研究所 

株式会社博報堂 

味の素株式会社 

株式会社 JTB 

野村證券株式会社 

三菱地所株式会社 

日本郵船株式会社 

皆様のご来場を、心よりお待ちしております。 全塾ゼミナール委員会一同 

※業界講演会とは、塾生の将来の展望を定め、学問研究の充実を図ることを目的として

おります。企業の採用活動とは一切関係ございません。 
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ゼミ一覧
番号 ゼミ名 教室 研究分野 年度活動日 年生 年生 ページ

荒田映子研究会 １２ 会計分野、財務会計 水  11
牛島辰男研究会 ２２ 経営学戦略論・統計学 木  12
牛島利明研究会 Ｊ２１産業史・経営史・地域経済 月木
王英燕研究会 ２２ 経営学 組織行動論 木
大津敬介研究会 Ｊ１４計量経済学、日本経済 水 木
大野由香子研究会 Ｊ１４都市経済学、計量経済学 火 金
岡本大輔研究会 ２２ 計量経営学 金
小野晃典研究会 ３２ 広告論・消費者行動論 火金
風神佐知子研究会 Ｊ１１労働経済学 木
加藤一誠研究会 Ｊ２４交通経済学、アメリカ政策 月水
鎌田康一郎研究会 Ｊ２１貨幣論 金
神戸和雄研究会 ２３ 経営学 月 サブ 木
菊澤研宗研究会 ２３ 新制度派経済学 月金
吉川肇子研究会 Ｊ１１組織心理学 水
木戸一夫研究会 ２２ ゲーム理論 企業補完性 経営学 月
久保研介研究会 Ｊ２４産業組織論・計量経済学 水木
権丈善一研究会 Ｊ２４社会保障 火 木
榊原研互研究会 ２３ 経営学 月金
佐藤和研究会 ２２ 計量経営学 月金
里村卓也研究会 ３３ マーケティング・サイエンス 月水
清水聰研究会 ３３ マーケティング（消費者行動論） 木
鄭潤澈研究会 ３３ マーケティング経済学 月 木 サブ）
白井美由里研究会 ３３ 消費者行動論、マーケティング 年 金 年 金
新保一成研究会 Ｊ１４計量経済学・開発経済学 水 サブ 金
園田智昭研究会 Ｊ１１管理会計・本社部門マネジメント 月
大東一郎研究会 Ｊ１９国際経済学、開発経済学 月 火
髙久隆太研究会 １３ 国際課税 木
高田英亮研究会 ３２ マーケティング 月木
髙橋郁夫研究会 ３２ マーケティング論 火 木
高橋美樹研究会 Ｊ２４産業組織論・中小企業論等 月水
田邉勝巳研究会 Ｊ２４交通経済学・計量経済学 水金
谷口和弘研究会 ２３ 経営学 月 水
辻幸民研究会 Ｊ２１ファイナンス 木
鶴光太郎研究会 Ｊ１９組織と制度の経済学 月 水
寺西勇生研究会 Ｊ１９マクロ経済学・計量経済学 水
友岡賛研究会 １３ 会計史 月 水
中島隆信研究会 Ｊ１９応用経済学 木
永見尊研究会 １３ 監査論 木
野村浩二研究会 Ｊ１９環境経済学 火
濱岡豊研究会 ２３ マーケティング・サイエンス 水
早見均研究会 Ｊ１４計量経済学 水
日高千景研究会 Ｊ２１イノベーションと企業の研究 水金
平野隆研究会 Ｊ２１経営史、消費社会論 月木
深井忠研究会 １２ 財務会計論 木
堀田一吉研究会 Ｊ２１保険学 木 春は月 も
前川千春研究会 １２ 財務会計論 木
八代充史研究会 Ｊ１１人材マネジメント 水
柳瀬典由研究会 Ｊ２１リスクマネジメント 木
藪友良研究会 Ｊ１４計量経済学 月木4·5
山本勲研究会 Ｊ１４計量経済学 月水
横田絵理研究会 Ｊ１１マネジメント・コントロール 月木
吉田栄介研究会 Ｊ１１管理会計 水

研究会 Ｊ２１金融計量経済学 水

※渡部和孝研究会は、 年度の募集を停止することになりました。
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この一覧表は商学部ゼミナール委員会が 年 月に各ゼミへ行ったアンケートをまとめたものです。
ゼミによってはこの表の情報が変更になる恐れがあります、最新の情報は各ゼミへお問い合わせください。
他学部生受け入れや長期留学もゼミによって条件がある場合があります、必ず各ゼミに詳細を確認してください。

番号他学部生受け入れ長期留学 ゼミ公式メールアドレス ゼミ公式
可 可
可 可
可 可
可 可
可 可

不可 可
不可 可 なし
可 不可
可 可
可 可
可 可
可 不可
可 可 なし
可 不可 なし
可 不可 なし
可 可
可 可

不可 可 なし
可 可 なし
可 可
可 可
可 不可

不可 可 なし
可 可 なし
可 可
可 可
可 可 なし
可 可
可 可
可 可
可 可
可 可 なし

不可 可 なし なし
不可 不可
可 可 なし
可 不可 なし なし
可 可 なし
可 可 なし なし
可 可
可 可
可 可
可 可
可 可
可 不可

不可 不可 なし
可 可
可 不可
可 不可
可 可
可 未定
可 可
可 不可 なし
不可 可 なし なし
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個別説明会教室案内 
45～

Ｊ１１ Ｊ２１
風神佐知子研究会 牛島利明研究会
吉川肇子研究会 鎌田康一郎研究会
園田智昭研究会 辻幸民研究会
八代充史研究会 日高千景研究会
横田絵理研究会 平野隆研究会
吉田栄介研究会 堀田一吉研究会

柳瀬典由研究会
研究会

１２ ２２ ３２
荒田映子研究会 牛島辰男研究会 小野晃典研究会
深井忠研究会 王英燕研究会 高田英亮研究会

前川千春研究会 岡本大輔研究会 髙橋郁夫研究会
木戸一夫研究会
佐藤和研究会

１３ ２３ ３３
髙久隆太研究会 神戸和雄研究会 里村卓也研究会
友岡賛研究会 菊澤研宗研究会 清水聰研究会
永見尊研究会 榊原研互換研究会 鄭潤澈研究会

谷口和弘研究会 白井美由里研究会
濱岡豊研究会

Ｊ１４ Ｊ２４
大津敬介研究会 加藤一誠研究会

大野由香子研究会 久保研介研究会
新保一成研究会 権丈善一研究会
早見均研究会 高橋美樹研究会
藪友良研究会 田邉勝巳研究会
山本勲研究会

Ｊ１９ Ｊ２９ ３９
大東一郎研究会 個別説明会の会場では

ありません。
立ち入りを禁じます。

商学部ゼミナール委員会
鶴光太郎研究会 全塾ゼミナール委員会
寺西勇生研究会
中島隆信研究会
野村浩二研究会
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荒田映子研究会

荒田映子研究会は水曜日 限に財務
会計分野の会計基準と企業価値評価
を中心に学んでいます。
会計基準とは財務諸表作成に際して
必要な決まりごとです。企業価値評価
は会社及びその株式の価値を算出す
るための手法です。
授業では教科書の輪読をして、それを
踏まえた上でディベートを行ってい
ます。
また夏休みに行われる集中講義は会
計分野を超えて、様々な分野の中から
ゼミ生の要望に沿ったものを徹底的
に学びます。

当研究会は既存の価値観に
対して常に懐疑の目を向
け、他の方法はないのかを
議論します。
この思考する力は財務会計
の枠組みを超えて実社会で
も役立つはずです！

三年生男子 人で活動しています。多様性
を重視する先生のもとそれぞれが個性的で
す（笑）

夏の集中講義ではゲーム
理論について一通り学び
ました。お菓子を食べなが
らの講義は斬新
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戦略 統計 視野 両立 独立 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 学べる内容 
牛島ゼミでは経営戦略論と統計学を主に扱いま

す。経営戦略論は企業の戦略を分析することを通

じて論理的な思考力を育てます。統計学はデータ

を人間に理解できる形に変える力を持っていま

す。情報が氾濫するビッグデータ時代で、データ

を整理し論理的に説明する力が身につきます。 

2. 選考プロセス 
・書類選考 (共通ES・簡単な課題・自己紹介文・

成績表) 

・教授面接 ・学生面接 

3. 学習環境 

活動時間 

・本ゼミ：木曜４・５限 
・サブゼミ：３年春学期のみ、週１コマ 

・ゼミ必修：３年春学期のみ、木曜２限 

・試合・就活休暇、合宿、試験対策勉強会あり 

在籍人数 

・３年生 男性 ６人  女性 ６人 

・４年生 男性 ４人  女性 ８人 

 

※牛島ゼミでは学生の自主性を尊重します！ 

☑留学 ☑サークル ☑體育會 ☑インターン 

☑休学 ☑学生団体 ☑GPP 

など、あなたのやりたい事をゼミと両立できます。 

※自主性を重んじる和やかな環境に惹かれて辰ゼミに

決めた学生が多いです。詳しい志望動機はブースで

ご質問ください！
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ゼミ員　１４名 
（男：６　女：８） 
 
活動日：木曜日４・５限 
 
組織行動論を学ぶなら 
王ゼミへ！！ 
 

 
私たちのゼミは、今年度からスタートした新規ゼミです。京都大学から慶應にいら

した王先生と共にゼミ活動を行い、新規ゼミの基盤を作り上げようと励んでいま

す。組織行動論は、組織の一員としての個人、または組織全体に関わる行動メカニ

ズムを理解する学問です。王ゼミには、商学部だけでなく、文学部、法学部、経済

学部、留学者など、多様な人が所属しており、様々なバックグラウンドを持った人

達と関われるのも魅力の一つです！ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◇連絡先◇ 
Mail：ouzemi2019@gmail.com 
HP：https://ouzemi2019.wixsite.com/ 
twitter: @ouzemi2019 
詳しくは個別ブースにて説明します！

是非お越しください！ 
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（男：６　女：８） 
 
活動日：木曜日４・５限 
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す。組織行動論は、組織の一員としての個人、または組織全体に関わる行動メカニ

ズムを理解する学問です。王ゼミには、商学部だけでなく、文学部、法学部、経済

学部、留学者など、多様な人が所属しており、様々なバックグラウンドを持った人

達と関われるのも魅力の一つです！ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◇連絡先◇ 
Mail：ouzemi2019@gmail.com 
HP：https://ouzemi2019.wixsite.com/ 
twitter: @ouzemi2019 
詳しくは個別ブースにて説明します！

是非お越しください！ 
 

 
─ 15 ─



８期
大募集
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岡本大輔研究会
＜計量経営学・企業評価論＞

当研究会では計量経営学・企業評価論を研究領域としています。計量経営学と

は一言で言うと『実証分析に重きを置いた経営学』です。そして企業評価論と

は『どのような企業がいい企業でどのような企業が悪いのか』を考える学問

で、これは経営学の理論を構築することの一つであるといえます。評価の際に

必要となる仮説→検証のプロセスにおいて、統計的（計量的）な手法を用いる

ため、『計量経営学』という言葉が作られ、岡本教授はこれに Managemetrics

という造語を当てられました。 

 

 

ガッツリ遊んで、ガッツリ学べ！ 

三年生は『三田論』、四年生は『卒論』を主に手掛けます。三田論は、4～5人の

チームで制作し、テーマは経営学の範囲であれば自由に決めることができます。

半年間チームで力を合わせて論文を作るのはもちろん、グループディスカッシ

ョンのみならず協調性や積極性が身につきます！ガッツリ『学んだ』後はガッツ

リ『遊ぶ』！これが岡本ゼミの良さです。商ゼミ主催のソフトボール大会などに

も全力で取り組みます。また、合宿やインゼミで三田論や卒論に臨んだ後は、先

生やスタッフさんも交えてスポーツや飲み会を行います。ゼミ全体としてメリ

ハリを持って活動しています！ 

 

 

 

萬屋爵 yorozzz@keio.jp            本ゼミ 4限:卒論発表 

水橋由眞 yuma7571@keio.jp                英語論文輪読 

岡本教授 http://www.fbc.keio.ac.jp/-dokamoto/         ５限:財務分析 

岡本ゼミ http://www.fbc.keio.ac.jp/-dokamoto/dosemi.htm          SPSS 

Twitter ＠okamotoseminar 

Ⅰ研究領域

Ⅱ研究会の特徴

Ⅲ連絡先・ 等 Ⅳ活動内容
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交通経済学
アメリカ経済学

KATO KAZUSEI SEMINAR
加藤一誠研究会

連絡先

Twitter:＠katozemi05
メールアドレス

katozemi05@gmail.com

研究領域

✈研究領域は交通経済、アメリカ経済で、主に空港
経営や道路の財源調達などを研究しています。

🚃🚃交通経済の研究の例としては、最近話題の の新
規参入を規制すべきかどうかなども挙げられます。

🚢🚢個人研究のテーマは、交通だけでなく、自分の好
きなテーマを設定できます。

活動内容

【本ゼミ】 水曜 4・5限 【サブゼミ】月曜 4・5限
交通経済をメインとしている唯一のゼミです。ゲストス

ピーカーの講演やプレゼンを基にしたディスカッションを
行っています。空港見学や管制塔見学など実地見学も多い
です！

やる気のない方やる気のある方 ただの交通オタク他学部大歓迎交通経済学・アメリカ公共部門に
興味ある方

留学もOK‼

ゼミ員構成
4年生 16人（内：男9人、女7人）
3年生 20人（内：男12人、女8人）

加藤一誠教授
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鎌田康一郎研究会
Kamada Kouichirou Seminar

活動日
金曜日 ４・５限

研究領域： 貨幣論

ゼミ員構成：１０人
男子８人・女子２人

教授について
東京大学経済学部卒業(1989年)
日本銀行在職(1989～2018年)
ブラウン大学PhD取得(1997年)
慶應義塾大学商学部教授(2018年)

貨幣論とは
金融・仮想通貨・景気循環など、
お金に関することすべてを扱う
分野です。

使用テキスト
前期：バリー・アイケングリーン著

『とてつもない特権』（USDの歴史と脆弱性についての本）
後期：L. Randall Wray, MODERN MONEY THEORY

(今話題の現代貨幣理論MMTの教科書のような本)

鎌田ゼミはこんなあなたを待ってます！
①貨幣論に興味がある！
②新規ゼミの伝統を作りたい！
実際に日本銀行に勤められていた鎌田教授の豊富な経験と知識に基づ
いた指導を受けられます！
また、今年からのゼミなのでゼミ運営に積極的に関わりたいという人
も私たちは募集しています！！
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神戸和雄研究会＜経営学(経営情報論)＞
教授 神 戸 和 雄

Ⅰ 教授の研究領域と研究会での活動

教授は企業経営に関わる情報一般について研究を行っており、研究の対象は大きく二つに分類することが

できます。一つは最新の情報技術を企業経営にどのように活用するのか、もう一つは最新の情報技術では扱

えないような高度な人間の意思決定を情報との関連でどのように考えるのかということです。

（教授の経歴等については を参照。）

ゼミでは、教授の専門に特化することなく、まず経営事象一般を理解することを第一に考えています。企業経営そ

のものに対する理解を深め、着実な分析を行う為に、まず経営学の基礎的な知識の確認を行うことが必要になってき

ます。そこで、３年の前半は経営学の基礎的な知識及び周辺知識としての時事問題等に関して、特定のテーマのも

と、演習を行います。合わせて、企業経営の評価を行う為に、財務データによる分析を３名程度の少人数グルー

プにより行います。基本的なテーマに関する演習は主に授業時間内に、財務データに基づく企業分析は各グルー

プが個々に進めていくことになります。また、３・４ 年の活動を通じて、コンピューターを実践的に使いこな

せるよう、適宜サブゼミの時間を利用して、指導を行う予定です。

Ⅱ 入ゼミ選考について
募集人数…10～15 名程度

選考方法…願書（志願者調書）提出時に“企業経営に関して興味をもっていること”についてA４レポート用紙

１枚にまとめて提出してください。このレポートは形式自由で手書き・ワープロとも可。表紙は不要、必ず氏

名と学籍番号を用紙の上部に記載してください。試験当日は学生グループ及び先生単独の計２回の面接を行い

ます。願書及びレポートを参考に面接の評価と合わせて判定します。

Ⅲ ゼミの特長（ゼミ員より）

ゼミの 雰

囲気はとて

も良く、学

年を問わず

仲が良いで

す。先生は

とても面倒

見が良く話

しやすい方

なので、私

たちの質問

に丁寧に答えて下さったり、食事に付き合ってく

ださったりします。一言で言うと『アットホームな

ゼミ』です。そして、ゼミの活動では課題に対して

先輩や先生のアドバイスを受けながら、真剣かつ積

極的に取り組みます。

また、ゼミでパソコンを使うことがとても多い

ですが、入ゼミにあたってパソコンに関する知識

の有無はそれほど問題ではありません。メールの

やり取りができる程度で十分です。

私達は、ゼミで積極的に多くのことを吸収し、

意欲を持って研究に臨むことができる向上心のあ

る人と一緒に勉強をしていきたいと考えています。

大学生活最後の２年間を仲間たちと切磋琢磨し、充

実した日々を送りたいと思っている人は是非とも神

戸研究会にお越しください。

Ⅳ ゼミ員構成
19 期 4 年生 14 名（うち女子６名）

20 期 3 年生 15 名（うち女子４名）

Ⅴ ゼミの活動
① 本ゼミ（木曜 4・5 限）

１年を通じて、４年生は卒論の発表をします。

３年生は４年生のサポートの下に経営学あるいは時

事問題等についてグループ研究をします。

② サブゼミ（月曜４・５限）

主に 3 年生が経営分析に必要な知識を身に付けるため

に勉強をしています。実践的なパソコンの扱い方も学

ぶことが出来ます。

③ 合宿

夏合宿は、２泊３日で８月上旬に実施しました。春学期

に行った業界分析の最終発表を行いました。

Ⅵ 三田祭共同論文
「日本企業復活のために」と題し、三田祭共同論文

を作成します。

三田祭でもブースを設置しますので是非、お越し

ください。

Ⅶ 連絡先など
連絡は以下のアドレスにお願いします。

entry@kambe.net 
神戸ゼミ HP http://www.kambe.net/seminar/ 
Twitter  @kambezemi 
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神戸和雄研究会＜経営学(経営情報論)＞
教授 神 戸 和 雄
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ですが、入ゼミにあたってパソコンに関する知識

の有無はそれほど問題ではありません。メールの

やり取りができる程度で十分です。

私達は、ゼミで積極的に多くのことを吸収し、

意欲を持って研究に臨むことができる向上心のあ

る人と一緒に勉強をしていきたいと考えています。

大学生活最後の２年間を仲間たちと切磋琢磨し、充

実した日々を送りたいと思っている人は是非とも神

戸研究会にお越しください。

Ⅳ ゼミ員構成
19 期 4 年生 14 名（うち女子６名）

20 期 3 年生 15 名（うち女子４名）

Ⅴ ゼミの活動
① 本ゼミ（木曜 4・5 限）

１年を通じて、４年生は卒論の発表をします。

３年生は４年生のサポートの下に経営学あるいは時

事問題等についてグループ研究をします。

② サブゼミ（月曜４・５限）

主に 3 年生が経営分析に必要な知識を身に付けるため

に勉強をしています。実践的なパソコンの扱い方も学

ぶことが出来ます。

③ 合宿

夏合宿は、２泊３日で８月上旬に実施しました。春学期

に行った業界分析の最終発表を行いました。

Ⅵ 三田祭共同論文
「日本企業復活のために」と題し、三田祭共同論文

を作成します。

三田祭でもブースを設置しますので是非、お越し

ください。

Ⅶ 連絡先など
連絡は以下のアドレスにお願いします。

entry@kambe.net 
神戸ゼミ HP http://www.kambe.net/seminar/ 
Twitter  @kambezemi 

菊澤研宗研究会
新制度派経済学

（経営学・組織の経済学）

研究内容
菊澤研宗研究会では「新制度派経済学」あるいは「組織の経
済学」と呼ばれている、取引コスト理論・エージェンシー理論・所
有権理論などの比較的新しい理論を理解し、それを現実の企
業経営、経営組織、経営戦略、コーポレートガバナンス問題等
に応用し研究しています。「新制度派経済学」という分野は、こ
れまで経営学があいまいに扱ってきた様々な分野を経済学的・
理論的に分析するという「経営学」と「経済学」を統合した新しい
研究分野です。

ゼミの特徴
菊澤ゼミは、ゼミ活動に対して先生・ゼミ生全員が熱意を持って
日々取り組んでいます。パワーポイントによるプレゼンを重視して
おり、何度も発表を繰り返す中で、その能力を自然に高めていき
ます。個人レポートやグループ研究を通して組織的な活動の楽し
さや難しさも学ぶことができます。また、ゼミ員はとても仲が良く雰
囲気も穏やかです。ゼミだけではなく、定期的に飲み会を開いた
り、遊びに行ったりとゼミ以外の活動も活発に行っています。それ
でいて、ゼミで行われる議論にはお互い真剣な姿勢で取り組める
ことから、居心地の良いゼミであることは間違いありません。 

 
 
 
 

活動日
本ゼミとサブゼミの区別は特になく、 

どちらにも先生が来てくださいます！ 

本ゼミ：金曜 15時～ 

サブゼミ：月曜 15時～ 

ゼミの構成
10期 17名（男 10名 女 7名） 

11期 16名（男 8名 女 8名） 

院生 1名 

活動内容  
3年春 理論の習得、個人レポート 

3年秋 三田論執筆、インゼミ（京都） 

卒業論文 

夏期休暇 夏合宿（3泊 4日）、ケーススタディ 

4年生 卒業論文 

 質問は入ゼミ担当まで気軽にどうぞ！ 

一条真生 ichijomao@keio.jp 

Facebookや Twitterでゼミの様子も公開中です！ 

Facebook 
(https://www.facebook.com/kikuzawazemi) 
Twitter(@kikuzawa2019) 

菊澤ゼミに少しでも興味を持ってくださった方は、ぜひブースまでお越しください！ 
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吉川肇子ゼミ

商学部唯一の組織心理学を学べるゼミです！

レポートや論文の書き方も一から丁寧に教えて
もらえるので安心です！
週一なので他活動と両立したい方にもおすすめ
です！

水曜四限 本ゼミ
五限 三年・四年合同ゼミ

是非オープンゼミ・個別ブースにききに来て
ください！ゼミ員一同お待ちしています！

公式アカウント「吉川肇子ゼミ 」
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吉川肇子ゼミ

商学部唯一の組織心理学を学べるゼミです！

レポートや論文の書き方も一から丁寧に教えて
もらえるので安心です！
週一なので他活動と両立したい方にもおすすめ
です！

水曜四限 本ゼミ
五限 三年・四年合同ゼミ

是非オープンゼミ・個別ブースにききに来て
ください！ゼミ員一同お待ちしています！

公式アカウント「吉川肇子ゼミ 」

企業のビジネスモデルを

図式化して（補完性の図）、

企業の強み・課題・改善点

を考察します。 

木戸先生が考案した学問

なので世界中で補完性理論

を使って企業分析している

ゼミは木戸ゼミだけです！ 

                                                         

Twitter：@kidosemi2017                                    

             入ゼミ担当者連絡先：井上優希 a.s.soccer.ale@gmail.com                                      

                                 小松貴大 LINEID thedecade 

少しでも興味をもっていただけた人はぜひブースまでお越しください！！ 

そしてゼミ生と話してゼミの雰囲気を感じてみてください。 

皆様にお会いできるのをゼミ生一同首をながーくしてお待ちしております♪ 

ゼミ以外のイベントも

たくさん！ 

和気あいあいと仲良

くすごしています♫ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

サブゼミでは自分たちでテー

マを考え研究し、本ゼミでは与

えられた問いに対する自分の考

えをぶつけ合う、こうして切磋琢

磨することでゼミ員は自然に打

ち解けます！ 

こうしてできた仲間と全力で

学び全力で楽しみ、メリハリをも

って活動することで充実した大

学生活を送っています！ 

【駆け引きにおいて相手の

戦略を踏まえたうえで自分に

とって最適な戦略とは何であ

るかを見極める学問】のこと。 

戦略から恋愛、戦争まで幅

広い分野に研究対象を追求す

ることができ、今までにない

《新しい分野・新たな価値観》

を育む良い機会となりうる学

問です！ 

 

1５期:1０人 

（男 ７:女 ３） 

14期:９人 

(男 ６:女 3) 

サブゼミ 

月曜 3限 

本ゼミ 

月曜 4・5限 

ゲーム理論とは？？ 

構成人数 

補完性理論とは？？ 

ゼミの特徴 活動日程 

ゲーム理論・補完性理論 

                

Twitter

         

                               

少しでも興味をもっていただけた人はぜひブースまでお越しください！！

和気あいあいと仲良

くすごしています♫

ゼミ以外のイベントも

和気あいあいと仲良

月曜 4 5限

【駆け引きにおいて相手の

ゼミの特徴

企業のビジネスモデルを

図式化して（補完性の図）、

企業の強み・課題・改善点
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産業組織論ってなんですか？ こんな問いを考えます。例えば、

経済学を、 “役に立つ”学問へ。
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権
丈
善
一
研
究
会

社会保障・公共政策
研究領域：

【ゼミ基本情報】
ゼミ員構成： 期 人

期 人
本ゼミ：木曜 、 限
サブゼミ：火曜 限

社会保障や年金などの公共政策を経済学
的な視点から理論的に俯瞰し、輪読や書
評、論文の執筆を通じて「読む、書く、
話す、考える」力を養っていきます。

「考えろ、
とにかくよく考えろ」

連絡先先等

け
ん
じ
ょ
う

よ
し
か
ず

年間の流れ

4月

5月

6月

7月

8月

11月

プレ右腕カップ

新人王

右腕カップ

三田論

輪読

夏合宿

詳しくはブースまで！
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榊 原 研 互 研 究 会 

研究会の特徴 
本研究会は、経営学のなかでも特に【経営経済現象の理論的分析】【経営緒
理論の⽅法論的考察】について学んでいます。理論や学説の良し悪しを評
価、判断するための訓練として単に経営学を学ぶだけでなく経営学や科学
哲学といった幅広い知識を吸収することで深い洞察⼒、幅広いものの⾒
⽅、考え⽅を養うことを⽬指しています。先⽣は優しくフレンドリーな⽅
で本ゼミやサブゼミのみならず、飲み会にも参加してくださいます。ゼミ
員同⼠の仲も⼤変よく、勉強にも遊びにも全⼒で打ち込む活気のあるゼミ
です！！ソフトボール⼤会にも参加しました！！ 

ゼミ員構成 
25 期（2018 年⼊会 4 年⽣） 
18 名（男 11 ⼥ 7） 
26 期（2019 年⼊会 3 年⽣） 
16 名（男 11 ⼥ 5） 

活動⽇ 
本ゼミ  ⽉曜４、５限 
サブゼミ ⾦曜４、５限 

活動内容 
⓵ゼミ：レポーター形式で基本⽂献の輪読を⾏います。 
⓶合宿：春合宿と夏合宿の計 2 回です。親睦を深めつつ勉強会を⾏います。 
⓷ワークショップ：6 ⽉から 7 ⽉にかけてダイムラーグループのご協⼒のもと、与えられた課題を
約 3 週間で研究成果としてまとめ、英語で発表かつディスカッションを⾏うというものです。 
⓸三⽥祭、三⽥論：グループに分かれて研究、発表を⾏います。 
⓹その他：サブゼミの時間を使って⼯場⾒学にも⾏きます。 

連絡先 
⼭⽥響（代表）LINE：hibiki12051205            
久保麟平（⼊ゼミ）：kubo.rin813@gmail.com   取⼝和偉（⼊ゼミ）：wai@toriguchi.com 
右近楓（⼊ゼミ）：kaedeu101010@docomo.ne.jp   ⼩⻄雄⼤（⼊ゼミ）：＠konikoniyudai ☻こにこに☻ 
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Instagram: sato.yamato.seminar 
sato.yamato.seminar 

    
  

 
  

  
  

    
  

佐藤和研究会 

  ～計量経営学～
 

  

ヤマトゼミの雰囲気 
  

  

・月１回の語る会 ( 飲み会 ) や週２のゼミ 

で、同期と仲良くなる！   

・メンター制度で先輩とも仲良くなれて、何 

でも頼れる！   

・勉強もやるときはやる！     

→ 三田ライフを充実させたい人、メリ 

ハリのあるゼミに入りたい人にオススメ 

です！！   

ゼミ員構成 
  

4 年 (15 期 ) ：男子 8 人 / /女子 3 人 人  

3 年 (16 期 ) ：男子 5 人 / /女子 6 人 人  

  
活動日 

  
  

本ゼミ：月曜秋学期 4.5 限、 
  

     
金曜通年 4.5 限 

      サブゼミ：月曜春学期 4.5 限 
  Twitter :  @yamatosato_2019

sato.yamato.seminar 

  
  

研究内容 
  

  

経営学は理論だけを単独で研究するだけですが、   
計量経営学ではデータや統計学を使って実証分析する学問 で す。   
「問題解決のためのスキルと知識」を身に付けられるので、非常に実用 
的です。     
活動内容 

  

グループワークやプレゼンが中心で、グルー プディスカッション等の就 

職活動に大切な能力も養うことが出来ます。 本ゼミでもサブゼミで 

も教授が出席して下さるので、的確なフィー ドバックやアドバイスが 

頂けます。     

インゼミ 
  

~ 塾内ゼミ・他大ゼミ ゼミゼミ~  

塾内では岡本ゼミ、日高ゼミ、横田ゼミなど などとインゼミを行います。 

商学部の中でコミュニティを増やすことが出 来ます！   

また、学習院大学や明治大学との関東圏の大 学だけではなく、関 

西や九州にも行きます。     
~

 海外ゼミ ゼミ~   

去年は韓国や台湾に行きました。他国の人と 関わることで、色  々

な視点から物事を見ることが出来るようにな るようになります！     

工場見 学 
  

ヤマトゼミは、実際に企業を訪れて、働いて いる人から話を伺い、 

知識を吸収するというフィールドワークを大 切にしています。 
  

今 今までには、 JAL JAL、サントリーなどの有名企業の貴重なお話を伺い 

ました。     

詳しくは 

  

個別ブースにも 

来てね！ 

ブース
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マーケティング・消費者行動論

清水聰研究会
頭は梳かすのではなく考えるためにある

清水ゼミとは

活動内容
清水ゼミの活動は，4～5人1組のグループワークが中

心です。仮説検証型の研究を行い，最終的にはプレゼ
ンや論文の形で発表します。本ゼミとサブゼミの明確な
区別はなく、融通を利かせて活動しています。 研究グ

ループ単位で空き時間に集まって活動するなど、ゼミ以
外の時間での活動も活発です。

活動日 本ゼミ：木曜4・5限 サブゼミ：木曜6限
ゼミ員 ９期生 15人（男7女8）

10期生 １５人（男6女9）

ゼミ試について

連絡

@shimizuzemi2019

研究内容―消費者行動論―
清水ゼミでは，マーケティング，特に消費者行動論の研

究をします。マーケティングは，生産者が作った製品が消
費者の手に届くまでが研究の対象です。消費者行動論は，
私たちがある製品について知り，それを欲しいと思って購
入し，友達に勧めるといった一連の行動に焦点を当てた
研究です。簡単に言うと，マーケティングは「いかに売る
か」，消費者行動論は「いかに買うか」だと思います。
様々な分野の研究が応用できるうえに，人の立場になっ
て考える学問ですので，身近な学問です。

研究例
・今年度は、第一回研究ではビールメーカー（キリン、サッポロ、サントリー）の売上をあげる施策について
第二回研究では各班テーマ(レトロ空間が人々にもたらす効果、行列に並ぶ際の再購買意欲の変化、信頼度の

高い口コミサイト)を設定し、研究を行いました。

・清水ゼミ最大の目標である関東学生マーケティング大会優勝に向けて研究を行います。
※2017年はご褒美消費班が総合5位入賞！ 2018年 おまかせ班がリサーチ賞3位を受賞！！！

・フェアリーディキンソン大学とニューヨーク市立大学にて、英語で研究発表を行います。

リレーションシップ ID rId3 のイメージ パーツがファイ
ルにありませんでした。

https://www.keio-shimizu-semi.com/

必要な書類
商ゼミ作成共通ES & 成績表

１次試験
筆記試験（論述）ー 与えられたテーマについて

データから結論を導く形式
グループワーク ー 筆記試験のテーマについて

グループで結論を導き、発表する形式
２次試験

面接 ー 先生面接とゼミ生面接
※あくまで昨年度のものであり、今年度については未定です

詳しくは個別
ブースに聞きに

来てね

らくらく連絡網（ゼミコード：68144726）
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白井美由里研究会

研究領域
私たちのゼミではマーケティング分析を用いた消費者行動論を研究しています。基礎から
学ぶので、事前知識が無くても大丈夫です！三田論などの論文は、自分達で自由にテーマ
を決めて作成することができます。過去には、
・コンビニ、総合スーパー、ドラッグストアの使い分け行動に関する調査
・ における商品画像の明度と購買意欲の関係性
などといったテーマで研究を行っています！

ゼミ員構成

年（４期）：男子７人 女子５人
年（５期）：男子５人 女子７人 是非追加してね！

活動日・内容
金曜日４限（３年生） 統計ソフト の習得、教科書輪読、三田論作成、
金曜日５限（４年生） 英語論文輪読、ディベート、卒論発表、企業の方の話を聞く、

ひとこと
白井ゼミはゼミ員同士や先生との距離が近くとても居心地の良いゼミです！活動は週１回
で、学年ごとに行います。短時間で集中して勉強するため、部活動や資格勉強、インター
ンなどに励んでいる人も無理なく両立できています！普段は学年ごとの授業ですが、定期
的に懇親会を開くため学年を超えて絆が深まります。

連絡先
山岸（代表）：
小杉（入ゼミ担当） 聞きたいことがあればお気軽にどうぞ！
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SHIMPO
SEMINAR
In India

新保一成研究会
計量経済学・開発経済学

about us study tour
研究分野は開発経済学、計量経済学、環境経
済学などで、極度な貧困の終焉、貧富格差の
縮小、環境保全という「持続可能な発展」に
は、どのような政策と行動が必要かを経済学
的視点から考えます。活動は本ゼミが金曜
4・5 限、サブゼミは木曜 3 限です。

新保ゼミの特徴としてスタディーツアーが挙
げられます。当ゼミでは毎年夏休みに１週間
程度インドを訪れ、現地の企業訪問やフィー
ルドワークなどを行います。机に向かっての
勉強だけでなく、実際に現地に赴いて学んだ
ことを実践できるという体験もできます。

members
・4 年生 21 人　男子 13 人　女子 8 人
・3 年生 13 人　男子 9 人　  女子 4 人

本ゼミにはいつも大学院に進学された OBOG
の方々も来てくださり、アドバイスしていた
だけます。新保先生もとても気さくな方で、
アットホームな雰囲気で活動しています。

contact
当ゼミについてもっと深く知りたい方、何か
御質問がある方は、下記の連絡先をご参照く
ださい。なんでもお答えします！

入ゼミ担当：片岡里緒

E-Mail：simposeminar2019@gmail.com
Twitter：@simposeminar

E-Mail： ri.kata-oka@keio.jp

⬅Twitter はこちらからも！

ソフトボール大会
　     VS 白井ゼミ⬇
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