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【はじめに】 

 

2 年生の皆さん、こんにちは。日吉での生活が 2 年目を迎えた中、皆さんは学業・サーク

ル・アルバイト等の活動を通して充実した日々を過ごしているものと思います。また同時に、

自分自身の将来像や三田での生活を意識し始めている方もいらっしゃるかもしれません。

三田での生活では、自分自身の将来について考える機会が多くなります。そして「将来自分

が何をやりたいのか、そのために何を学ぶのか」を主体的に考えて行動していくことが求め

られます。こうした三田での生活の中で、皆さんの活動の一部となっていくのがゼミです。

しかし、ゼミと一口にいっても「ゼミとは何か」「どのゼミに入ろうか」といった疑問や不

安を抱いている方も多いのではないでしょうか。 

 研究会（ゼミ）では、皆さんが日吉で基礎科目や系列科目を通じて学んだことを基盤とし

て、それを発展させることで、より専門的な研究を深めることができます。より具体的には、

担当の専任教員の下、少人数でより深く専門領域を研究します。政治学科には、実に多種多

様で様々な学問領域のゼミが存在しています。また各研究会によって研究分野やゼミの進

め方が異なります。こうした中で、皆さんは所属する研究会を自らの意思で決めなければな

りません。 

 これからの入ゼミに向けて自分なりのゼミ選びの軸を構築していくことは非常に重要で

す。なぜなら、ゼミの研究内容や雰囲気等、各々がゼミ選びをする上での判断基準は異なる

からです。そこで今回の入ゼミ相談会において、皆さんはまず「自分自身が何に興味があり、

ゼミ選びで何を大切にするのか」を考えてみてください。これを機に改めて自分自身と向き

合い、何をやりたいのかこれからはっきりさせていくことで、皆さんの入ゼミは実りあるも

のになることでしょう。今回の入ゼミ相談会を通して、ぜひゼミ選びの軸を考えるヒントを

つかんでみてください。この入ゼミ相談会が皆さんのゼミ選びや三田での生活を考える 1 つ

のきっかけとなるよう願っております。 

 そして、政治学科ゼミナール委員会一同、皆さんの入ゼミがベストなものになるよう、精

一杯サポートしてまいります。どうぞよろしくお願い致します。 

 

 

政治学科ゼミナール委員会 

入ゼミ担当統括 米山晴輝 
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【各ゼミ紹介】 

 

政治思想系列 

田上雅徳研究会 

田上研究会は中世・近代におけるキリスト教世界を中心に西欧政治思想史について専攻し

ている研究会です。現在は 4 年生 20 人、3 年生 17 人で活動しております。通常、水曜日

の 4・5 限にゼミを行っています。ゼミでは主にゼミ生が文献をもとにレポートを作成し発

表、それに対し田上先生やその他のゼミ生から意見をいただき議論し、キリスト教世界や

人々の思想・信仰について理解を深めます。先生はレポートの書き方などにもアドバイスを

下さり、学ぶことが多く日々の授業か課題にも応用できる非常に身になる授業です。三田論

は 3 年生がいくつかのグループに分かれて一つの中心となるテーマについて考え研究しま

す。 

 

萩原能久研究会 

【学習内容】 

萩原能久研究会は、毎週水曜日の 4,5 限に 3,4 年生合同でゼミを行っています！サブゼミ

はありません。研究内容は政治理論・政治哲学についてです。ゼミは、指定された文献を各

自が事前に読み、5,6 名からなる班が作成したレジュメをもとにディベート形式で行います。

文献を通したレジュメの作成や、ディベート形式の議論により知識が増すことはもちろん、

思考力や発言力も身につきます。 

【ゼミの雰囲気】 

3,4 年生合同でゼミを行うため、学年関係なくゼミ員がとても仲良く賑やかな雰囲気のゼミ

です！一次募集の結果関係なく毎年必ず二次募集を行うため、多様な人材が所属していま

す。 

【⼈数】 

3 年 25 期：24 名  4 年 24 期：19 名 

 

大久保健晴研究会 

「学習内容」 

今日、日本をとりまく東アジアの政治状況は、困難をきわめています。大久保ゼミでは、現

代における東アジアの政治的な課題について、歴史を遡りながら、ヨーロッパとの比較のも

と検討しています。毎週行われる授業では、課題報告、グループ・ディスカッション、ディ

ベートを通じて、近代日本と東アジア国際秩序の成り立ちについて研究しています。 

「ゼミの雰囲気」 

活発で元気な人から、いつもおっとりニコニコしている人まで、多様なゼミ生が集まり、と

ても楽しく仲の良いアットホームな雰囲気です。勉強するときは勉強し、遊ぶときは遊ぶ。
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メリハリのあるゼミです！そして何より、大久保先生が優しく熱心に指導をしてくださる

ので、とても充実しています！ 

「ゼミの人数」 

3 年 21 人、4 年 22 人 

 

堤林剣研究会 

堤林剣研究会は政治思想系列のゼミです。堤林先生の留学のため、昨年秋から休止中でした

が今年の秋から再開します！ゼミ生は 20 人以下の募集で 3 年生は水曜 4 限に活動予定で

す。（今年度は 4 年生 21 人のみで構成されています。）本ゼミの最大の特徴は古代ギリシャ

風の直接民主制を採用していることです。そのため自由度が高く、毎週取り扱う文献はゼミ

生の意見に基づいて決定されます。政治とは？正義とは？教育とは？など議論するテーマ

は多岐に渡り、活発に議論を行っています。また、3 年次に三田論を、4 年次には卒論を執

筆します。昨年度は三田祭にも出店し、ポップコーンを販売しました。学生生活後半を充実

させたいあなた、ぜひ堤林ゼミへ！ 

 

 

政治・社会系列 

麻生良文研究会 

麻生良文研究会は法学部政治学科の中でも唯一経済学を学ぶ研究会です。経済学の中でも

公共経済学という政府の税制などを学んでいます。4 年生 11 人、3 年生 15 人で、毎週水曜

日の 4.5 限に合同ゼミを行います。ゼミではパワーポイントを用いた発表を行いますので、

社会人になるための準備にもってこいです。皆仲が良く、ゼミ後に飲みに行くこともしばし

ば…麻生先生もよく飲まれ、普段は聞けない裏話が聞けちゃうこともあるかも？法政に入

ったけど経済原論の方が良かった、という方や研究はもちろん、それ以外も楽しみたいとい

う方は是非麻生ゼミへ！ 

 

大石裕研究会 

こんにちは！大石裕研究会です。大石ゼミでは、マス・コミュニケーション論、政治社会学

を研究しています。現在 3 年生 18 名、4 年生 24 名（うち留学 4 名）で構成されています。

本年度は水曜日の 2 限に本ゼミ、3 限にサブゼミ、4 限に 3・4 年合同ゼミを行っています。

2 限は 3 年生が大石先生と、3 限は講師となる大学院生と課題文献を読んだ上で、それに関

する議論を行って解説を受けます。4 限は 3・4 年生が合同で、新聞記事紹介や卒業論文発

表などを行います。アットホームな雰囲気の中、私たちが普段接しているメディア、またそ

こから流れるニュースについて、先生や大学院生と考えを深めることができる環境です。 

なお、例年三田論は 3 年生がグループごとにテーマを決めて研究を進めていきます。 
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大山耕輔研究会 

こんにちは！大山耕輔研究会です。3 年生 14 名、4 年生 16 名が在籍しています。大山ゼミ

では水曜日 4 限に本ゼミ、5 限でサブゼミを行っています。行政学専攻のゼミで行政や公共

政策全般に関わることを扱うため柔軟性が高いです。本ゼミでは行政学に関する文献を読

んで分析・議論をし、サブゼミでは 3 年生が三田論の作成をします。ソフトボール大会や早

稲田大学の縣ゼミとの合同ゼミなど学習と遊びのメリハリがある研究会です。 

 

河野武司研究会 

河野武司研究会は 3 年生 23 人、4 年生 25 人の計 48 人からなるゼミです。水曜日の 4 限に

3 年生の本ゼミ、5 限に 3 年生のサブゼミと 4 年生の本ゼミを行います。本ゼミでは課題本

の輪読を通して現代民主主義論への理解を深めており、活発な議論が交わされています。サ

ブゼミではメディア班・民主主義班・ディベート班の 3 つに分かれ、それぞれの活動に励み

ます。メディア班と民主主義班は年に 1 回三田論を発表し、ディベート班は年に 2 回他大

学と対抗のディベート大会に出場します。サブゼミの研究テーマは多岐にわたり、個人の関

心に沿った研究に没頭できる環境が整っています。 

 

塩原良和研究会 

こんにちは！塩原良和研究会です。私たちは国際社会学・社会変動論を研究しています。三

年生 24 人、四年生 19 人で構成されていて、毎年留学中の学生が数名います。授業は月曜

日の 3、4 限で、個人研究発表・課題文献のディスカッション・グループ発表などを行いま

す。また、塩原ゼミは川崎や鶴見地区にてフィールドワークを行います！そこでは外国につ

ながる中高生など、様々な背景を持つ人々との交流をします。詳しくは私たちのブースへお

越しください！ 

 

澤井敦研究会 

こんにちは！澤井敦研究会です。本研究会が専門とするのは現代社会理論ですが、実際は 

社会学全般を取り扱います。三年生 18 人、四年生 22 人の計 40 人で構成されています。三

年生は火曜 4 限に本ゼミ、5 限にサブゼミを行い、四年生は 5 限の本ゼミのみ行います。 

授業は、社会学知識の習得を目的とした共同研究と、個人の卒業論文に向けての個人研究 

を行い、三田祭論文も作成します。社会学は範囲が広いので自分の興味のあるテーマを研究

できます！とても優しく穏やかな先生とアットホームな雰囲気で社会学を楽しく学習でき

ます。 

HP: http://www.clb.law.mita.keio.ac.jp/sawaiseminar/ 

Twitter:@sawai_semi_2019 

 

 

http://www.clb.law.mita.keio.ac.jp/sawaiseminar/
http://www.clb.law.mita.keio.ac.jp/sawaiseminar/
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竹ノ下弘久研究会 

竹ノ下弘久研究会は社会階層論を中心とした社会学を勉強しているゼミです。現在の 4 年

生が１期生であり、3 年生が 2 期生でそれぞれ 20 人ずつ、さらに中国から留学に来ている

大学院生 2 人を加え活動しています。先生(「たけぽん」)はいつも学生の話を肯いて話を聞

いてくれるような、優しい先生です。月曜日の 4,5 限を使ってゼミを行っており、人間関係

や家族、貧困、差別、さらには社会調査法など社会学の広い範囲の中の課題文献を読んだ

各々が、毎週予習ノートを作成した状態でディスカッションを進めていく形式です。社会調

査の一環として、フィールドワークや合宿で現地へ趣き、講習や住民へのインタビューも行

う予定です。 

 

 

日本政治系列 

笠原英彦研究会 

こんにちは！笠原研究会です。笠原ゼミでは日本政治、その中でも特に社会保障について学

んでいます！毎週課題の本について担当者が要約・問題提起を行い、その報告に対して全体

で議論を行うというゼミ形式です。毎週木曜日 3.4 限に本ゼミ、5 限にサブゼミを行なって

おり、本ゼミは 3.4 年生合同で行うので先輩とも仲良くなれます！現在 3 年生は 9 名、4 年

生は 11 名と他のゼミに比べて人数は少なめですが、その分ゼミ員同士の仲は非常に良いで

す！！！ゼミの負担も少ないので、他の活動とも両立できます。少しでも興味がある方は是

非ゼミブースにいらしてください！お待ちしております！ 

 

玉井清研究会 

玉井清研究会は近代日本政治史を専攻領域にし、社会、文化、経済動向や新聞、雑誌を中心

としたジャーナリズムなどから多角的研究を行うゼミです。4 年生 16 人、3 年生 12 人の計

28 人で構成されています。水曜日 4・5 限に本ゼミを行なっています。まず近代日本政治の

基礎的文献を全員で丁寧に輪読を行うので、日本史の知識がなくても心配する必要はあり

ません。また 3 年生は秋にかけ、ある事件をピックアップし、当時の新聞、雑誌を分析し、

共同論文として資料集を作成します。 

Twitter→@tamaikiyoshi 

 

小川原正道研究会 

私達、小川原正道研究会では、明治維新期をはじめとした戦前期を中心とした日本の政治思

想史・政治運動史について学んでいます。明るく、和気あいあいとした雰囲気で、楽しく研

究を行っています！他学部生の受け入れも可能なので、興味を持った方はぜひ小川原ゼミ

に！ 
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地域研究系列 

出岡直也研究会 

出岡直也研究会はラテンアメリカ地域研究を行うゼミです。4 年生は 12 人、3 年生は 10 人

と少人数の構成です。水曜日の 3、4 限に活動しています。普段のゼミでは、発表形式がお

おく、ラテンアメリカに関する興味のある分野の論文を持ち寄り、各自発表しています。政

治や経済に関するものから、文化や芸術に関するものまで、様々なテーマで発表するのです

が、出岡先生はどの分野に関しても詳しく、毎回解説やアドバイスをくださり、とてもため

になります! 卒業論文のテーマもラテンアメリカに関するものであれば、自由です。 

 

小嶋華津子研究会 

小嶋華津子研究会は現代中国の政治・外交をおもに扱う研究会です。現在 4 年生 15 人、3

年生 22 人が所属しています。火曜日の 3 限に 3 年生のゼミ、4 限に 4 年生のゼミを行いま

す。3 年生のゼミでは文献やメディア報道に目を通したうえで先生や大学院生と議論をする

他、学んだことに関するテーマでディベートも行います。4 年生は個人で卒論を進め、中間

発表の際には 3 年生も 4 年生のゼミに出席します。授業は和気あいあいとした雰囲気で行

われ、先生は物腰柔らかでありながら的確で分かりやすいコメントで議論を進めてくれま

す。三田論の有無や卒論のテーマについては生徒に任せてくれるので自由度の高い研究会

でもあります。 

 

高橋伸夫研究会 

高橋先生は中国に対し深い関心をもち、積極的に学習する人間の参加を望んでいます。故に

無意味に積極的な勧誘は行いません。中国に対し強い熱意のある人を歓迎します。教授はユ

ーモアに富んだ方で教授の人柄に惹かれでゼミを志望した人も少なくありません。ゼミ生

一同お待ちしております。 

 

山本信人研究会 

こんにちは、山本信人研究会です。私たちのゼミは 4 年生が 4 名、3 年生が 4 名の計 8

名で構成されており、国際関係論・東南アジアを主とする個人研究のかたちでゼミを行って

います。試行錯誤しながら各々の興味対象を深く掘り下げたり、文献を全員で話し合いなが

ら読み解いたりと、毎回のゼミの密度が非常に高いです。少人数で 3,4 年生が一緒に学ぶ

ので、自分の発言や疑問に対して濃いフィードバックと刺激を受けることができるのが魅

力の一つです。また、英語の学術論文を頻繁に取り扱っているだけではなく、いつのまにか

ディスカッションまでもが英語で行われていることもこのゼミの特徴です。ゼミ生の進路

は多岐にわたり、先生も先輩も相談に真摯に乗ってくれます。 留学はどのタイミングで行

っても構いません。 
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粕谷祐子研究会 

こんにちは！粕谷祐子研究会です！本研究会は発展途上国比較政治学を扱います。現在 4 年

生 20 名、3 年生 20 名が所属しており、とてもアットホームな雰囲気の中活動に励んでい

ます。毎週火曜日の 4，5 限に本ゼミ、３or6 限にサブゼミがあります。春学期は既存論文

の評価やリサーチデザインの作成を行い、それらを踏まえたディスカッションを行います。

秋学期はゼミ生が各自で選んだトピックに関する研究とその報告及びレポートの作成を行

います。サブゼミでは三田論に向けて、興味あるテーマの近い人でグループを作り、論文の

準備を進めていきます。自分が興味を持った国、地域について研究できる（※発展途上国で

なくても可）ので、既にやりたい国が決まっている人はもちろんのこと、まだやりたい国が

決まっていない人でもせっかく政治学科に入ったからには真面目に勉強したいって人にも

向いていると思います。ロジカルライティングや論点設計等の今後、就活という枠組みを超

えて社会人として必要となるようなスキルを徹底的に鍛えられる場であることも大きな魅

力であると思っています。 

 

岡山裕研究会 

岡山裕研究会は主にアメリカ政治をテーマにして毎週水曜日の 4・5 限に活動しています。

現在 4 年生 3 名、3 年生 6 名の計 9 名で、事前に提出する課題に基づいてディベート形式

でアメリカ議会や大統領制などについて議論しています。三田祭論文への出展は例年行っ

ていませんが、12 月初旬には神戸大学の安岡研究会との合同ゼミを行います。そのため、

春学期はその基礎作りのための文献購読や研究発表、秋学期は合同ゼミの準備を中心にし

て進めていきます。岡山先生はとても優しく、熱心に指導してくださるので、大学生活の集

大成として頑張りたいという方にはうってつけの研究会です。 

 

杉木明子研究会 

杉木明子研究会は、今年度開設されたばかりの、地域研究系列アフリカ専攻のゼミです。個

性溢れる 1 期 18 人が所属しています。火曜 3 限に本ゼミ、4 限にサブゼミを行なっていま

す。本ゼミでは、週ごとに担当者がアフリカのあるテーマに関する文献の内容をまとめて発

表します。サブゼミでも担当を決め、英語で書かれたテキストブックの内容を発表したり、

地域ごとのニュースを共有したりします。杉木先生はアフリカはもちろん、他の地域の社会

や政治にも詳しい方で、毎回の授業がとても充実しています。三田祭論文では、ゼミ員が各

自で研究テーマを設定し、共同論文を発表する予定です。他大学との合同ゼミも秋学期に行

います。アフリカについて幅広く知ることができ、考えを深めることができます。アフリカ、

紛争解決・平和構築や開発援助に興味のある方はぜひ説明会や模擬授業にいらしてくださ

い。ご応募お待ちしております！ 
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大串敦研究会 

大串敦研究会はロシアを中心としたスラブ・ユーラシア地域の政治・社会について研究して

います。大串先生が昨年度まで二年間留学に行っていたため、現在は 4 年生なしの 3 年生

11 人で活動しています。ゼミは月曜日の 4 限にあり、課題文献を元に進めていきます。ス

ラブ・ユーラシア地域の政治というとピンとこない方が多いと思いますが、学んでみると意

外な発見が多く、興味は尽きません。また、毎回大串先生から丁寧なフィードバックを頂く

ので、事前知識がないという方でも全く心配いりません。少人数なので全員が密にコミュニ

ケーションをとることができ、とてもアットホームな雰囲気のゼミです。 

 

 

国際政治系列 

田所昌幸研究会 

田所昌幸研究会は、重厚で深みのある知性を涵養するために、主として歴史から国際政治に

アプローチしています。3 年生の間は、毎週 20 世紀の国際政治史について、各々の興味関

心に応じたトピックから発表し、討議します。加えて英字誌の社説を輪読して時事的な話題

についても問題点の整理を行っています。4 年生になると、ゼミ生各自がテーマを選び報告

し、それに基づいて卒論を執筆する形で運営されます。田所先生の学識の幅広さゆえに、ゼ

ミ生の知的興味関心もキャラクターも多様です。またゼミ生の自主性を重んじる風土が根

付いており、週一回のゼミに責任を持って参加しさえすれば、体育会・留学など課外活動と

の両立ができることも特徴です。4 年生 11 人・3 年生 12 人で毎週水曜日 4.5 限に活動

しています。 

 

細谷雄一研究会 

細谷雄一研究会は、国際政治学、西洋外交史を主に扱うゼミです。ゼミ員は 4 年生 25 人(う

ち 4 人留学中)、3 年生 31 人の大所帯なゼミです。留学に行くゼミ生も多くいるので、留学

を目指す方にもおすすめです。4 年生は水曜日の 3 限、3 年生は水曜日の 4,5 限にゼミを行

います。サブゼミと三田祭論文がないのが一つの特徴です。毎週ゼミでは 1 冊の本を輪読

し、ディスカッションを行います。色んなキャラのゼミ生がおり、多様性に富んだ環境の中

で、楽しく仲良く真剣に活動しています。 

Twitter:@hosoyazemi2019(ゼミの活動や日常などをつぶやいています） 

 

宮岡勲研究会 

当研究会は、国際政治理論の観点から安全保障研究に取り組んでいます。現在、4 年生 7 名、

3 年生 12 名で火曜日の午後に活動しています。3 年生の場合、3 限の本ゼミでは、課題文献

をもとに学生で議論をし、宮岡先生からの解説も受けます。一方、4 限前半のサブゼミでは、

院生を中心にクリティカル・シンキングの演習を行い、批判的かつ論理的な思考力を身につ



11 

 

けます。4 年生は、5 限に卒論指導を受けます。これらに加え、本研究会は学生の社会人基

礎力の育成にも力を入れています。4 限後半には、3 年 4 年合同のゼミ会議を行います。少

人数形式であるため、学生間そして先生と学生の間の関係が深められる環境であることが

特徴的です。 

 

西野純也研究会 

西野純也研究会は、国際政治系列に属し、東アジア国際政治を研究しています。現在は、4

年生 25 人、3 年生 22 人の計 47 人です。今年度は木曜日の 4・5 時限にゼミを実施してい

ます。研究対象は戦後から現代までの東アジアの国際関係および各国政治外交です。関連文

献を読んだ上で論点を設定し、グループ・ディスカッションを行った後、グループごとに発

表します。三田祭発表は、毎年関心の高いテーマを設定して共同研究を行い、ゼミ員全員に

よる共同論文集を作成します。今年度は南北・米朝首脳会談による東アジア国際関係の変化

――会談後による朝鮮半島情勢や日本への影響を分析します。また、ゼミ以外にも韓国大使

館への訪問や公開シンポジウム聴講などの活動も行っています。ぜひ一度、個別説明会に足

を運んでください。 

 

 

 

※以下の研究会は、来年度のゼミ員募集を行いませんのでご注意ください。 

・赤木完爾研究会 

・烏谷昌幸研究会 

・添谷芳秀研究会 

 

※小林良彰研究会は今回の入ゼミ相談会へ参加いたしません。来年度のゼミ員募集の有  

無に関する情報につきましてもうしばらくお待ちください。 
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2019 年度入ゼミ・スケジュール 

 

○6 月 30 日（土） 【入ゼミ相談会】 

政治学科ゼミについての説明・資料配布を行います。各ゼミによる個別の相談も受け付

けます。 

 

○10 月第 1 週 【入ゼミ説明会】 

政治学科ゼミについての説明・資料配布を、6 月の相談会の内容より詳しく行います。

各ゼミによる個別の相談も受け付けます。 

 

○10～11 月 【個別相談会】 

ゼミごとに説明会を開催します。開催の情報は各ゼミのホームページ・Twitter 等で確

認してください。個別説明会に参加し、入りたいと思うゼミを選びます。 

 

○11 月下旬 【入ゼミ課題の発表】 

ゼミごとの入ゼミ課題を、日吉キャンパス法学部掲示板前、もしくは政治学科掲示板に

発表します。同内容の発表を、政治学科ゼミナール委員会のホームページでも行いま

す。ゼミによっては、ゼミ独自のホームページ・Twitter 等で発表する場合もありま

す。各自、志望するゼミの課題を確認してください。 

 

○12 月中（場合によっては 1 月） 【入ゼミ課題の作成・提出】 

入ゼミ課題の提出方法はゼミによって異なりますが、担当教授への郵送、メール添付等

にて提出します。各自、志望するゼミの提出方法を確認してください。 

 

○2019 年 2 月 4 日（月） 【第 1 次統一選考】 

政治学科の全ゼミの第 1 次統一選考は、2 月 4 日（月）に三田キャンパスで行われま

す。各ゼミが指定する教室に行き、選考を受けてください。選考の内容は各ゼミにより

異なりますが、教授・院生・ゼミ生との面接が主です。 

 

○2019 年 2 月上旬 【第 1 次統一選考・結果発表】 

三田キャンパス及び日吉キャンパスの掲示板に、合格者の学籍番号を発表します。 

 

○2019 年 2 月上旬  【第 2 次統一選考・募集ゼミの発表】 

政治学科のゼミのうち、第 2 次統一選考が行われるゼミを発表します。 
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○2019 年 2 月中 【第 2 次統一選考・説明会】 

第 2 次統一選考が行われるゼミの説明会を行います。第 2 次統一選考が行われるゼミの

担当者に、課題提出や面接等について、直接質問することができます。 

 

○2019 年 3 月 2 日（土） 【第 2 次統一選考】 

第 2 次統一選考は、三田キャンパスで行われます。各ゼミが指定する教室に行き、選考

を受けてください。 

 

○2019 年 3 月上旬 【第 2 次統一選考・結果発表】 

第 2 次統一選考の結果発表は、各ゼミにより行われます。各ゼミの指示に従ってくださ

い。 

 

○2019 年 3 月中 【第 3 次選考】 

第 3 次選考は各ゼミが日時・場所・選考内容を発表します。各ゼミが発表する情報を各

ゼミのホームページ・Twitter 等で確認し、選考を受けてください。結果発表も各ゼミ

により行われます。 

 

 

入ゼミに関する質問 

 

入ゼミに関する質問は、以下に従いメールを送信してください。 

①件名・内容を具体的に記入する。 

②メールの本文末尾に、所属学部・学科・学年・組・学籍番号・氏名を明記する。 

③seizemi.nyuzemi2019@gmail.com に送信する。 

 

詳しい情報はホームページ・Twitter で確認してください。 

入ゼミに関する新しい情報を逐一発信しています。 

・ホームページ http://keio-seizemi.wixsite.com/committee 

・Twitter @seizemi_keio 

 

                                     以上 

 

                                                  法学部政治学科ゼミナール委員会 

                                   入ゼミ担当 

  

http://keio-seizemi.wixsite.com/committee
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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 月下旬に実施しております。 

 

・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.nyuzemi2018@gmail.com  

 

http://www.zenjuku-seminar.com/
https://www.facebook.com/zenjuku.nyuzemi/
mailto:zenjuku.seminar.nyuzemi2018@gmail.com


15 

 

 

 

 

 

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 

人間科学 

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月   

上旬-中

旬 

6月 13日 

（終了） 
6月 30日 9月 29日 6月 30日 

6月 23日 

（終了） 
7月 7日 

第二回 

説明会 
11月下旬 11月上旬 10月上旬 なし 10月上旬 10月中旬 11月上旬 

第三回 

説明会 
なし なし 1月上旬 なし なし 1月中旬 三田祭 

試験 1月下旬 12月初旬 
未定 

例年 3月 

未定 

例年 11月 
2月上旬 3月上旬 ― 

 

＊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？  

他学部入ゼミについて 
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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。 


