
個別説明会教室案内
～

小野晃典研究会 風神佐知子研究会
里村卓也研究会 加藤一誠研究会
清水聰研究会 久保研介研究会
鄭潤澈研究会 権丈善一研究会

白井美由里研究会 高橋美樹研究会
高田英亮研究会 八代充史研究会
髙橋郁夫研究会

商学部ゼミナール委員会 牛島辰男研究会
全塾ゼミナール委員会 王英燕研究会

岡本大輔研究会
木戸一夫研究会
佐藤和研究会

牛島利明研究会 神戸和雄研究会
吉川肇子研究会 菊澤研宗研究会
日高千景研究会 榊原研互換研究会
平野隆研究会 谷口和弘研究会

濱岡豊研究会

荒田映子研究会 大津敬介研究会
髙久隆太研究会 大野由香子研究会
友岡賛研究会 新保一成研究会
前川千春研究会 田邉勝巳研究会
永見尊研究会 早見均研究会
深井忠研究会 藪友良研究会

山本勲研究会
渡部和孝研究会

鎌田康一郎研究会 大東一郎研究会
園田智昭研究会 鶴光太郎研究会
堀田一吉研究会 寺西勇生研究会
柳瀬典由研究会 中島隆信研究会
横田絵理研究会 野村浩二研究会
吉田栄介研究会

研究会 ※園田ゼミ は まで
辻ゼミは個別説明会不参加
山本ゼミ は ～ のみ
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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のあり方と企業
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。

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。
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ゼミ員構成：３年生１５人 男６：女９

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。王ゼミには、商学部だけでなく、文学部、法学部、経済

学部、留学予定者など、多様な人が所属しています！

◇連絡先◇

：

：

： ← コードを読み取り、

フォローお願いします！

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☆

王英燕 研究会

～経営学組織行動論～

本プレゼン

与えられた経営学の論

文についてグループで

プレゼン

ディスカッション

与えられた論文を読

み、議論したいところを

見つけ、ディスカッショ

ン担当者を中心にディ

スカッションを進める

ミニプレゼン

企業の経営、産業、ビ

ジネスなどについて各

自が気になるテーマに

ついてプレゼンし、課

題や解決策を共有する

─ 16 ─



M E M B E R  

Twit ter :@otsu_zemi
Emai l :otsu.zemi@gmai l .com
HP:ht tps: / /s i tes .google .com/view/otsuzemi

[ : , ]

”The Japanese Economy”

[ : ]

(Excel,Eviews,Stata)

051
0

1
5

2
0

 

 

 

 

 [ ] 

 [ ] 

[ ]

( )

─ 17 ─



─ 18 ─



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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鎌田康一郎研究会
Kamada Kouichirou Seminar

活動日：金曜4・5限

研究領域：貨幣論

ゼミ員構成：10名
(男子8名、女子2名)

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。

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！
実際に日銀に勤務されていた鎌田先生の下で、豊富
な知識や経験を基にしたご指導でしっかり学べます！

②新規ゼミの伝統を作りたい！
鎌田ゼミは2019年度から活動を開始した新規ゼミです。教
材もイベントも三田論のテーマなどなど、ゼミの活動はす
べてゼミ員が決めます。積極的にゼミ運営に関わっていき
たいという熱い気持ちを持った方、ぜひ検討してみてくだ
さい！

未来の2期生の皆さん、質問や気になっている点があったら
次のTwitterやメールアドレスにお気軽にご連絡ください！

Twitter:@kamadaseminar
メールアドレス:kamadaseminar@gmail.com
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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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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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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   小西雄大（入ゼミ）：＠konikoniyudai☺こにこに☻ 

─ 30 ─



   
 

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
年 期 ：男子 人 女子 人
年 期 ：男子 人 女子 人

活動日

本ゼミ：月曜秋学期 限、
金曜通年 限

サブゼミ：月曜春学期 限

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
塾内では岡本ゼミ、日高ゼミ、横田ゼミ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
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。
今までには、 、サントリーなどの有名企業の貴重なお話を伺い
ました。

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

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
「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
塾内では岡本ゼミ、日高ゼミ、横田ゼミ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
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。

詳しくは
個別ブースにも
来てね！
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①「詰め込み」より「考えること」に重点がある
基本的な消費者行動の理論については本を読んで学んでもらいますが，あくま
でも中心は考えて発信することです。大学に来たのは知識をもとに考え，論理的に
説明できる力を身につけるためだと私は思うので，そこに力を入れています。

②グループワークが多い
グループワークを通して，1人ではできなくても何人かが集まって頑張れば不可
能が可能になること，自分がサボると他の人に迷惑がかかること，自分の意見を
通すには何かを譲らないといけないといった，社会の縮図も理解できるでしょう。

③企業さんとの取組がある
企業さんとの取組は，マーケティングのゼミですから，実践的なことも多少あって
もいいのではないかと考えてやっています。しかし相手は商売をやっているわけで
すから，アウトプットも相当レベルの高いものが求められます。マーケティングが机
上の空論ではないことを学んでほしいと思ってやっています。

①「詰め込み」より「考えること」に重点がある
基本的な消費者行動の理論については本を読んで学んでもらいますが，あくま
でも中心は考えて発信することです。大学に来たのは知識をもとに考え，論理的に
説明できる力を身につけるためだと私は思うので，そこに力を入れています。

②グループワークが多い
グループワークを通して，1人ではできなくても何人かが集まって頑張れば不可
能が可能になること，自分がサボると他の人に迷惑がかかること，自分の意見を
通すには何かを譲らないといけないといった，社会の縮図も理解できるでしょう。

③企業さんとの取組がある
企業さんとの取組は，マーケティングのゼミですから，実践的なことも多少あって
もいいのではないかと考えてやっています。しかし相手は商売をやっているわけで
すから，アウトプットも相当レベルの高いものが求められます。マーケティングが机
上の空論ではないことを学んでほしいと思ってやっています。
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ジョン ユンチョル

連絡先

連絡先
✓ ☛
✓ ☛
✓ ✉
☛

活動日
本ゼミ☛月曜４、５限
サブゼミ☛木曜４限

研究領域
鄭ゼミはマーケティング経済学
を研究しています。マーケティ
ング経済学とは商業学・マーケ
ティングにおいて応用ミクロ経
済学を一つの分析方法として用
いる学問です！ミクロ経済学が
苦手な方でも大丈夫です！

（実践）
鄭ゼミは少人数制でプレゼンなど発表の機会を多く設けています。この多く与えられた機会
で沢山の経験を積むことができます！

（自主性）
鄭ゼミでは個人を尊重しています。ゼミは必ず時間内に終わり延長することはなく、ゼミ員
は體育會やサークル、アルバイトなどそれぞれ個人で活躍しつつゼミを並行に行っています。

(ゼミを楽しもう！）
鄭ゼミの最大の特徴はアットホームな雰囲気です！鄭ゼミは楽しく学び、時にはゼミ員で遊
びにも出掛けます。グループワークが多いということも、それぞれを知るきっかけになりま
す。

鄭ゼミの３つの

ゼミ員構成
３年 人）☛
４年 人）☛

こんにちは！

年生は三田論
の準備や輪読、
年生は卒論の

準備をします！

個別ブースで
お待ちしています！
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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
�・� 限、サブゼミは木曜 � 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

・� 年生 �� 人　男子 �� 人　女子 � 人
・� 年生 �� 人　男子 � 人　  女子 � 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：simposeminar����@gmail.com
Twitter：@simposeminar

E-Mail： ri.kata-oka@keio.jp
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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

ゼミの特徴
①ボーダレスな学び

管理会計を軸に、マーケティングや経
営も研究対象としています。

②社会性を育む交流
他のゼミやOB・OGといった社会人の

方々との交流が活発です。

ゼミ合宿
①新歓合宿

（4月下旬、1泊2日）
②夏合宿

（夏季休暇中、2泊3日）

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

グループごとの課題
三田祭論文
ディベート

②社会性を育む交流
他のゼミやOB・OGといった社会人の

方々との交流が活発です。

ゼミ合宿
①新歓合宿
月下旬、1泊2日）
②夏合宿

（夏季休暇中、2泊3日）

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
ES（手書き）

個別面接（先生・ゼミ員）
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

人数構成
20期：9人/21

ゼミHPへはこちらから
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