
園田智昭研究会
～管理会計論・本社部門マネジメント～

活動内容
企業の収益性・戦略の分析
教科書の輪読・発表
グループごとの課題

三田祭論文
ディベート

三田論テーマ
「私立大学におけるブランドと財務の関係」

「大手航空会社がLCCを傘下に持つことによる影響」
「BtoB企業の広告宣伝費について」

こんな方におすすめ
管理会計に興味がある方
資格取得も目指す方
経営やマーケティングに

興味がある方

選考方法
共通ES（手書き）

個別面接（先生・ゼミ員）
3分間スピーチ

活動日・人数構成
活動日

サブゼミ 月3限/本ゼミ 月4，5限

人数構成
20期：9人/21期：10人

連絡先

Twitter： ＠sonoda_2019

メールアドレス（入ゼミ）： sonodaseminar2019@gmail.com
ゼミHPへはこちらから
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～Takata Hidesuke Seminar～ 

高田英亮研究会 

    マーケティング戦略論、流通チャネル論

＜研究会の目的＞ 

マーケティング論、特にマーケティング戦略論と流通チャネル論における理論的知識の習

得・理解 

企業はマーケティング活動を効果的に行うためにビッグデータをどのように活用しているのか、企業は

マルチ・チャネルをどのように使い分け管理しているのか、同族企業と非同族企業ではマーケティング戦略がどの

ように異なるか、こうした問題を科学的に議論・説明するためには、マーケティング論における基本的な理論や分

析枠組を習得・理解する必要があります。本研究会では、まず、このマーケティングにおける基本的な知識を学ん

でもらいます。そのうえで、さまざまな内容を含むマーケティング論の中でも、特にマーケティング戦略論と流通チ

ャネル論に焦点を当て、これらの分野における理論や分析枠組をより深く学びます。 

 

実証分析の手法の習得・理解 

本研究会では、さまざまな実証分析の手法について学びます。たとえば、相関分析、重回帰分析、ロ

ジスティック回帰分析、分散分析、因子分析、クラスター分析、構造方程式モデリング（CB-SEMと PLS-SEM）、操

作変数法、パネル・データ分析などです。これらは、ある理論ないし分析枠組のもとで提示された仮説の経験的妥

当性を検討するために必要なものです。 

 

問題解決能力の向上 

日々の研究会の諸活動と三田祭論文・卒業論文の執筆を通じて、問題解決能力、具体的には、１.問題

状況の把握・発見、２.仮説の提示、３.仮説のテストという一連のプロセスを通じて問題を解決する能力

の向上を目指します。 

 

<主な活動内容＞ 

英語論文の輪読…マーケティング関連のトップ・ジャーナルに掲載された英語論文を輪読します。 

実証分析の手法の習得…さまざまな分析手法を Stataというソフトを使って学びます。 

三田祭論文の執筆…3年次の後期に、同期全員で一本の三田祭論文を作成します。 

卒業論文の執筆…4年次、一年間かけて各自、卒業論文を作成します。 

その他…ケース・メソッド、テーマ研究、OB・OGや海外の研究者の方を招いての講演会などを行います。 

 

 

 

 

 

 

活動日
サブゼミ：月曜 ・ 限
ゼミの構成
期 名（男 名 女 名）
期 名（男 名 女 名）

本ゼミ：木曜 ・ 限
連絡先
入ゼミ係
林静香：
佐藤晴香：

：

バイトやサークルなどの

他活動と両立したい人

におすすめ！ 

 

比較的少人数だから教

授との距離も近く、ゼミ

員とも仲良くなりやす

い！ 
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髙橋郁夫研究会
マーケティング論・流通論・消費者行動論

院 生 5名 (男1名/女4名)
4年生 (22期生)  18名 (男8名/女10名)
3年生 (23期生)  19名 (男11名/女8名) (内2名留学中)

高い意欲と積極性を持つ個性豊かなメンバーが
揃っており、留学志望者・経験者も多いことから
ゼミ中はグローバルな意見が飛び交います。

MEMBER

ACTIVITY

▶本ゼミ（木曜4, 5限※本年度）
- 最先端の英語学術論文講読
- 三田祭論文、卒業論文作成
- 企業とのワークショップ

2019年度実績
在日本ドイツ商工会議所(AHK)とのワークショップ

- その他
ケースメソッド、海外大学・大学院の教授や
ゼミOB・OGによる講演など

▶サブゼミ（火曜3, 4限※本年度）
- 文献（教科書）の講読
- コンピューターによる統計解析の演習
その他
合宿研修、有志による海外学会報告、OB・OG会

ABOUT US
本研究会では、マーケティング研究の諸領域に
関して、ミクロ・マクロの両面から理論的かつ
実務的な研究を行っています。
最先端の学術論文の講読から実際のケースを
扱ったグループワークまで活動内容は多岐に渡
り、机上の知識にとらわれない実践的な力を養
うことができます。

SCHEDULE
11月
個別説明会
三田祭研究展示（三田祭期間中）
11/21 マーケティングゼミ合同研究発表会

11/28. 12/5. 12/12 4,5限 オープンゼミ

12月 2年生参加型ケースメソッド

詳細は決定次第TwitterやHPにてお伝えします

※現時点での予定

ikuos.nyuzemi.2020@gmail.com http://news.fbc.keio.ac.jp/~takahasi/@ikuo2020

坂田志織(代表) 080-2770-9333  atchakam27s10@keio.jp 遠藤優太(入ゼミ)    080-9369-8354 enpan7103@keio.jp

青木彩純(入ゼミ)    090-4220-5785  asucath0817@gmail.com

CONTACT

大東美穂(副代表) 090-8174-2683 miho.ohigashi1407@gmail.com
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田邉勝巳研究会

ゼミ員構成

11期 17 名（男 9  女 8）

12 期 17 名  （男 8  女 9）

（例年 16~18 人募集）

基本情報

※田邉ゼミ の意見です

 今後の予定をチェック（特にオープンゼミ）

 実際にオープンゼミに足を運ぼう！

 先輩やゼミの雰囲気を感じる

 ゼミ選びの軸や何を重視するのかを決める

 その基準でゼミを見て、比較する

ゼミ選びのポイント　第 2 弾

活動日

水曜日：4.5 限

金曜日：4.5 限

( 両日とも先生がいらっしゃいます )

Twitter : @tanabe2019

Mail : tanabe.newzemi2019@gmail.com

ゼミに関する質問、相談などがありましたら
お気軽にお問い合わせください。
ご連絡お待ちしています！

田邉ゼミ   12 期入ゼミ係

ミ
ク
ロ
計
量

解決策

社会問題

テ
ー
マ
は
自
由

研  

究  

内  

容

　現実のデータを統計ソフト（Stata）を使

い分析し、問題の背景にある様々な要因を

考察します。

　田邉ゼミでは研究の対象等は決まってお

らず興味に応じてテーマを設定することが

できます！

ミクロ経済学
　…社会全体の利益の最大化のために企業や消費者と

いった様々な経済主体が取るべき行動を考える学問

計量経済学
　…立てた仮説が合っているかどうか統計ソフト (Stata)

を用いて検証する学問

少しでも田邉ゼミを気になっている方は
第 2回商ゼミ説明会以降のイベントに参加してください！

① 学びは理論だけじゃない
② 現状維持にサヨナラ
③ 先生の丁寧なご指導

田邉ゼミの強み

④ メンター制度でサポート
⑤ 遊ぶときも全力で
⑥ バイトや遊びと両立できる

2~5 人の
グループワーク

インプット
輪読演習・論文演習

Stata 演習

アウトプット
プレゼンテーション発表

学生学会発表
論文執筆

× × ISFJ 2018
日本政策学生学会

優秀賞受賞
(全 124 チーム )
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TANIGUCHI 
SEMINAR
我々のvision 
谷口ゼミは、比較制度分析や経
営戦略論などに基づいて、現実
の世界で進化を遂げている様々
な制度に焦点を当てつつ、企業
経営に留まらずエネルギー、環
境問題、政治経済、国際関係な
どを学んでいます。また、企業
の持続的競争優位性だけでなく
地球の持続可能性の実現に貢献
し得る研究を日々進めています。
谷口ゼミは、ゼミ員それぞれが
個性豊かな能力、趣味を持つこ
とで、新たな情報を共有し合い、
互いに高め合える場所です。

ゼミの雰囲気 
２０期を迎える谷口ゼミでは、
OPの方とつながりもありつつ、
各代でゼミ員が主体的に改善を
重ね、積極的に活動に励んでい
ます。ゼミでは、３コマも教授
が参加されることに加え、プレ
ゼンテーションやディスカッショ
ンを通してゼミ員同士が活発に
意見を交わすことで、質の高い
学習が可能な場となっています。
また、ゼミ員には勉強だけでな
くスポーツや音楽などに才能を
発揮している人が多く所属して
いることから、それぞれの個性
を生かした多様性あふれる活動
が行われています。

活動日程 
月曜４限　サブゼミ 
水曜４～６限　本ゼミ 
比較制度分析/経営学/個人プレゼン/ 
チームプレゼン/ その他課外活動研
修 

男女比 
１８期：１４人（男女比　１１：３）

１９期：１７人（男女比　３：１４）

連絡先 
Twitter : @taniguchizemi 
Instagram : @taniguchizemi2018
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辻幸民研究室 
	

¥ 研究分野：企業⾦融論（企業の経営活動に必要な⻑期及び短期の
資本を調達すること）	

¥ 活動⽇：⽊曜⽇ 4・5限	
¥ モットー：⾃由に明るく闊達に	
¥ ゼミ員構成	３年⽣ 16⼈		４年⽣ 16⼈	

	
	
	
ゼミでは主に輪読を⾏っています。企業⾦融論の対象分野は多
岐に及びますが、その中で最も伝統的なテーマである資本構成
の理論を中⼼に⾏っています。週に１回担当箇所をグループで
発表し、その章について議論を交わした後、先⽣が解説してく
ださいます。辻ゼミでは部活との両⽴はもちろん、他の活動が

忙しい⼈も⼤歓迎です！	
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寺西
てらにし

勇生
ゆうき

研究会    

    ≪専攻：マクロ経済学・計量経済学≫ 

 ・活動内容 

・活動日 水曜４限  ※サブゼミの有無は生徒で決めます            

・構成人 ３年生（男２人） 4年生、院生（昨年度再開ゼミのため０人） 

・ゼミの雰囲気 

  生徒の自主性が非常に重要視されているため多くのことを生徒同士が話し合って決めま
す。夏合宿の際は他大学のゼミと合同で今までは行ってきました。また教授との距離も非常
に近く自由な雰囲気で、ゼミ以外に力を入れたい人にもおすすめです。 

・教授について     

 寺西 勇生（てらにし ゆうき） 准教授  

［担当科目］ 経済統計各論・計量経済学各論 

［専門領域］ 金融政策各論、マクロ経済学、金融論  

［研究紹介］ マクロ経済学の理論・実証研究に関心があります。 

       特に金融政策が経済に与える影響を中心に研究を行っています。  

   

                      連絡先 Mail:ysdhrk89@keio.jp(安田明生) 

私たちのゼミは昨年度から募集を再開したゼミであり、そのため活動内容を一か
ら先生と話し合いながらも生徒が中心となって進めています。現在では Eviewsとい
う統計ソフトを用いながら教科書を輪読、その内容の発表をしています。 
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中島隆信研究会 
                     応用経済学 

 
 

活動内容 
私たち中島ゼミは、知識人の共通語といわれる経済学を用いて社会分析を行っています。 
ゼミとしての活動は少なめですが、その活動のために各自での十分な準備が求められます。 
春学期は与えられた課題について 3名のグループでプレゼンをし、全員でその問題について考え理解を深めます。 
また、秋学期には様々な視点を身に着けるためのフィールドワークも行います。  

 

ゼミ活動日 

木曜４・5限に活動しています。 ＊サブゼミはありません 

 

ゼミ構成員  

23期生（４年生）…12人（男８人、女４人） 24期生（３年生）…12人（男４人、女８人） 

 

研修先 
岩手県和賀町、鳥取県日野市、大分県中津市、中国テクノセンター（シンセン）など 

 

中島教授から一言 

三田で過ごす２年間は、専門分野の知識を深めるとともに社会人として必要とされる人間力を高める時期だと考えています。私のゼミでは、３年時で経

済学的思考をしっかり身に着けたうえで、４年時にはそれを具体的なテーマに応用して卒業論文を仕上げていきます。それと同時に、ゼミで提供される

様々な研修に参加することを通じて人間力を高めることを目指します。意欲のある学生諸君を歓迎します。 

 

ゼミ員から一言 
 
少人数で運営しているため教授との距離が近く、勉強するにはうってつけの環境が整っています。また、ゼミ活動の中で様々なフィールドワークやOB・

外部の方との交流がありとてもバランスの取れたゼミだと思います。三田生活で様々な活動と両立したい２年生の皆様をぜひお待ちしております。 

 

連絡先 
 
なんでもお答えするので気軽に連絡してください。 
三上 晃平（入ゼミ担当）koheimikamiya@gmail.com  浅井 紗瑛（入ゼミ担当）kuskus.s@ezweb.ne.jp 
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永見尊研究会
教授
永見 尊（ながみ たかし）

専門領域：監査論
研究内容：

未確定事項（特にゴーイング・
コンサーン問題）の監査報告、
監査人の独立性

この研究会では「監査論」を中心として、監査証拠や監査手
続といった様々なテーマについて議論していきます。単なる知
識の詰め込みではなく、根底概念の理解・探求を目指します。

ゼミ員は、会計士受験生、他学部生、企業家など様々で、例
年公認会計士試験に挑戦する方が多く来てくれますが、その
ような勉強をしていない方でも上記のテーマに関心のある方、
積極的に参加してくださるメリハリのある方を募集しています。

メンバー
期： 人（男 人、女 人）
期： 人（男 人、女 人）

活動
年：木曜 限
年：木曜 限
サブゼミ：なし
必修：春学期 木曜 限 ゼミ員一同お待ちしています！
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深井忠研究会
～財務会計論～

「会計は楽しい・面白い」、そ
う実感できるのが深井ゼミです。
財務報告から企業の儲けの仕組
みを分析したり、社⾧のメッ
セージを読み解くのは、推理小
説さながらです。是非、楽しみ
ながら大きく成⾧した自分を深
井ゼミで発見してください。

数字の裏に隠された
真実を読み解く研究
を楽しくやってま
す！使うツールは統
計や自然言語処理な
ど様々です。

合宿や工場見学など
イベントたくさんで
楽しいゼミです！！
ぜひ遊びに来てくだ
さい！！

・ゼミ員 6期13名 7期11名
・活動時間 金曜（時間未定）
・連絡先

twitter ＠Fukaizemi
gmail :fukaizemi2019@gmail.com ↑LINE QRコード
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1 

  

chiharum20l9@gmail.com 
Twitter : @ChiharuM2019 

 

V 

1 15 
2 1 3
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Yoann Potiron ゼミゼミ 
 

分野、専攻、領域 
 
Financial Econometrics 
 

予定活動日 未定 (現在は水曜4限） 

昨年度の選考方法 書類選考 

在籍人数 

４年生：０人 
３年生：男子５人、女子０人 
　　　（うち他学部０人、留学中・留学予定者０人） 
院　生：０人 

 
 
 

Information 
 
The emphasis of this class is on financial econometrics. Theory and applications will be              
extensively discussed, and students will be working actively by themselves possibly on            
both sides. The theory will involve two main related areas of financial econometrics,             
time series analysis and stochastic calculus. Finally, applications will be on the use of              
high frequency dataset in stock prices. In particular, we will be using R software              
extensively. 
 
 
 
*Additional info is available in Yoann Potiron’s homepage. 
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