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2018 年 7 月 2 日 

 

＜織田輝哉研究会＞ 

＊人数（男女比）：男６：女７ 

＊先生の専門 ：理論社会学、軽量社会学 

＊ゼミの内容 ：主に社会学に関する知見を深めディスカッションを行います。今年度は制度・規範・社会変動等の社会現

象と個人行為がテーマになっています。文献の輪読に限らず映画を見たり慶應について学んだり様々です。 

現在ゼミで行っていること ：文献の輪読と４年生の卒論計画発表 

サブゼミの内容：無し 

＊アピール ：アットホームかつ個性豊かなメンバーが揃っていて自由なゼミです！ 

＊前年度入ゼミ倍率 ：1.5 

＊代表者の連絡先 ：田中 紗也加 s3k282@keio.jp 

＊Twitter アカウント：@odazemi_id 

 

＜稲葉昭英研究会＞ 

＊人数（男女比）：37 名(3 年生：男子 2 名女子 18 名、4 年生：男子 2 名女子 15 名) 

＊先生の専門 ：計量社会学、社会統計学、社内調査法、家族社会学、福祉社会学 

＊ゼミの内容 ：文献輪読、ディスカッション、研究法の取得、卒業研究 

＊現在ゼミで行っていること ：3 年生は輪読、ディスカッション。4 年生は卒業研究の中間報告 

＊サブゼミの内容：無し 

＊アピール ：先生のご専門は私たちの生活に身近なものばかりで、様々な角度から現代の社会問題について見ていくので

とても学びがいがあります。卒業研究は先生の守備範囲が広いために、自分の学びたいテーマを自由に研究できます。ま

た、稲葉先生は人柄がよく(毎週先生からのお菓子の差し入れもあります！)学生の相談にも親身にのってくださいます。 

留学も可能です。ゼミの後に先生も含めてご飯に行ったり、ゼミ生みんなでお揃いの T シャツを作成したり、仲が良くと

ても良い雰囲気です。社会に対して幅広く興味を持つ方をお待ちしております！ 

＊前年度入ゼミ倍率 ：1.2 

＊代表者の連絡先 ：入ゼミ担当 lapin-k0716caramel.erika@ezweb.ne.jp 

＊Twitter アカウント：@inabazemikeio フォローお待ちしてます! 

 

＜今井芳昭研究会＞ 

＊人数（男女比）：22 人（男 8 人、女 14 人） 

＊先生の専門 ：社会心理学。中でも依頼と説得について。ただし教授は博学なため、知識は社会心理学にとどまらない。 

＊ゼミの内容 ：社会心理学に基づいた文献の輪読、研究発表 

＊現在ゼミで行っていること ：グループでの文献輪読、発表。各自卒論の研究発表。 



＊サブゼミの内容：なし 

＊アピール ：ゼミ員ひとりひとりが自分の研究、グループは発表に真剣に取り組んでいる。先生が優しく、ゼミの雰囲気

もやわらかい。グループ発表がありゼミ員同士の仲がよく、夏合宿も楽しいとの評判。 

＊前年度入ゼミ倍率 ：1.3 

＊代表者の連絡先 ：abc0303house@gmail.com（4 年ゼミ長 堀） synssq-3-35a_a4@docomo.ne.jp（3 年副ゼミ長 五十

田） 

＊Twitter アカウント：（＠imaizemi） フォローよろしくお願いします！ 

 

＜北中淳子研究会＞ 

＊人数（男女比）：22 人(3 年 10 人、4 年 12 人)男女比 8:14 

＊先生の専門 ：医療人類学。しかし先生はとても博識で、この分野以外の視点からのアドバイスもいただけます。 

＊ゼミの内容 ：文献輪読、ディスカッション、研究発表 

＊現在ゼミで行っていること ：3 年の夏に行う、インタビューを用いた民族誌的調査の計画と発表、ディスカッション 

＊サブゼミの内容：あり。日時は毎年学生で決めており、ゼミに向けた事前討論を行います。 

＊アピール ：先生の専門は医療人類学ですが、個々の研究テーマは人類学に限らず比較的自由に研究ができます（医療関

係以外で論文を進める人も多いです）。当ゼミはの特徴は、3 年の夏論文執筆と熱いディスカッションです！ディスカッシ

ョンでは真剣に意見を交わしつつも、しょっちゅう笑いが起こり、メリハリをつけながら楽しんでいます。また北中先生

は暖かくて面倒見の良い方で、ゼミ員一人一人にしっかりと向き合ってくださいます。家族のようにわきあいあいと居心

地の良いゼミです。留学や兼ゼミも要相談ですが可能です。ゼミにはしっかり取り組みたい、でもゼミ充もしたい、とい

う方是非お待ちしております！ 

＊前年度入ゼミ倍率 ：1.7 

＊代表者の連絡先 ：ゼミ長:oimoriko@gmail.com 入ゼミ担当:kst9753@keio.jp 

＊Twitter アカウント：@kitanaka2018 

 

＜佐川徹研究会＞ 

＊人数（男女比）：4 年 12 人、3 年 10 人（男子 5 人、女子 17 人） 

＊先生の専門 ：文化人類学 

＊ゼミの内容 ：分野問わず人類学に関する様々な文献を読むことで、人類学に関する研究方法を学んでいます。また、日

常では気づかない、触れない異文化に焦点を当ててフィールドワークすることを目的としています。 

＊現在ゼミで行っていること ：４限の時間は 3年生を中心に読んできた文献を発表し、多角的な視点で話し合いをします。

５限の時間は 4 年生を中心に実際にフィールドワーク先で何があったのかを発表し、それに対してゼミ員で論を交えます。 

＊サブゼミの内容：なし 

＊アピール ：人類学と一言で言えても、研究の対象はさまざまです。私たちのゼミは机上の空論ではなく、実際に出向き

参与観察等をすることで、現実的な問題、異文化に迫ることができます。また、基本的に卒論のテーマは自由なので自分

の興味のあることをそのまま対象にし、研究できるのもこのゼミの特徴だと思います！ ゼミ以外も頑張りたい人にもオ



ススメで、留学経験者や体育会生などゼミ員は多種多様でゼミとやりたいことを両立させることが可能です。 

＊前年度入ゼミ倍率 ：1.0 

＊代表者の連絡先 ：有田萌佳（moeka.a@keio.jp) 

 

＜平石界研究会＞ 

＊人数（男女比）：25 人(8:17) 

＊先生の専門 ：進化心理学 

＊ゼミの内容 ：社会心理学全般 

＊現在ゼミで行っていること ：先行研究を読み、デモンストレーション 

＊サブゼミの内容：なし 

＊アピール ：平石先生のご専門は進化心理学ですが、ゼミでは主に統計データを重視した社会心理学を中心に学びます。

アットホームな空間で、時に優しく時に厳しい先生のご指導のもと楽しく学ぶことができます。過去の偉大な心理学者に

よる論文を検証したり追試実験を行ったりすることで、社会心理学をより身近に感じられるようになります。研究するこ

と、学ぶこと、知ることを自分から面白がりに行ける場所です。また、体育会やサークル・バイトなどが忙しい人、他学

部や留学生など多種多様な学生が所属し、両立させています。オンオフをはっきりつけたい方にもおすすめ。 2 年生の皆

さんの入ゼミをぜひお待ちしております。 

＊前年度入ゼミ倍率 ：1.7 

＊代表者の連絡先 ：ゼミ代表（旭）11600374@keio.jp 

＊Twitter アカウント：@hira_14_seminar 

 

＜菅さやか研究会＞ 

＊人数（男女比）：８人(３:５) 

＊先生の専門 ：社会心理学 言語コミュニケーション 

＊ゼミの内容 ：各自の研究テーマの調査と発表 

＊現在ゼミで行っていること ：先行研究を読み、デモンストレーション 

＊サブゼミの内容：なし 

＊アピール ：ゼミ中はとても自由な空気で、心理学に関することならなんでも好きに研究させてもらえます。先生が非常

に優しく、また賢い方なので研究調査に困った時は適切な助言を下さります。今年出来たばかりのゼミなのでしがらみな

く、のびのびしたい方にオススメです。合宿も企画中です。 

＊前年度入ゼミ倍率 ：1.３倍 

＊代表者の連絡先 ：ゼミ代表 daimasu@keio.jp 

＊Twitter アカウント：なし 

 

人間科学ゼミナール 2018Twitter：＠ninkazemi2018  

mailto:moeka.a@keio.jp


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.nyuzemi2018@gmail.com 

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


 

 

 

 

 

 

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 2 日 6 月 13 日 6 月 30 日 9 月 29 日 6 月 30 日 6 月 23 日 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 なし 

試験 1 月下旬 12 月上旬 
未定 

例年 3 月 

未定 

例年12月 
2 月 4 日 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

他学部入ゼミについて 



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 

 


