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 中馬 ゼミ                                        
 

演習Ⅰ 
サマセ 

演習Ⅰ 
（2） 

演習Ⅰ 
スプセ 

演習Ⅱ 
（4） 

演習Ⅱ 
サマセ 

演習Ⅱ 
スプセ 

演習Ⅲ 
（4） 

演習Ⅲ 
（2） 

演習Ⅲ 
サマセ 

演習Ⅳ 
（卒論） 

 〇  〇   〇    

 
修得済み科目 教員指定修得済み科目 履修しておくことが望ましい科目 

日 本 の 経 済  基 礎 演 習 A  世 界 の 経 済   環境・開発問題入門  

コンピュータと情報 基 礎 演 習 B      

 
3年（男） ５人  3年（女） ７人  4年（男） １０人 4年（女） ３人 
 
（1） テーマ： グローバルな経済格差と発展途上国における人々の生活 
 
（2） キーワード：格差、社会的差別、市場経済、生活 
 
（3） ゼミの進め方(合宿など正課授業以外を含む) 
演習 I(2)の 10 月下旬までは、ビデオ教材や開発をめぐるシミュレーション・ゲーム

などを組み合わせながら、ゼミ生の皆さん一人ひとりが、途上国の経済開発の現場で何
が起こっているのか、経済格差や人々の間の差別はどのように起こってくるのか、とい
った問題を、具体的に実感できる場を多く設けようと考えています。また、それと関連
して、ディベートやグループ・ディスカッションの機会も多く設け、ゼミ生一人ひとり
がより積極的に議論に参加できるよう工夫をしたいと考えています。その上で、ゼミ生
各自が授業中に議論したテーマの中から特に興味を持った内容を「(仮)個人テーマ」と
して設定し、近いテーマの人たちでグループを編成。グループ毎に、私が指定した文献
を読み、グループ発表を行います。授業最終回には、自らが選んだ文献について批判的
に検討した「書評レポート」（4,000 字以上）を提出してもらいます。 
演習 II(4)前期は、2 年次に培った文献読解力を基礎に、「個人テーマ」を最終決定。そ

のテーマに沿って自ら適切な文献を検索し、入手出来るようにすると同時に、グループ・
ワークを中心にして、同じテーマについて異なる視点から書かれた複数の文献を比較検
討しながら自分の考えをまとめていく訓練をします。前期の最後には、個人テーマにつ
いて、自らが選んだ複数の文献について批判的に比較検討した「書評レポート」（6,000
字以上）を提出します。後期は、前期の成果をふまえ、ゼミ生各自の自由報告と、それ
を題材としたゼミ生間の討論が中心となります。最終授業時には、このゼミで得た一年
間の成果をゼミレポート（12,000 字以上）にまとめ、提出します。 
演習 III（４）前期は、就職活動のことも考慮し、ディベートやグループ・ディスカッ

ションのスキルを磨くことに焦点を当てます。主題は３年時に選んだ個人テーマをでき
るだけ踏襲し、知識や考察結果の蓄積を目指します。その上で、後期は、演習 II（４）
の授業最終日に提出したゼミレポート（12,000 字以上）の改訂版を執筆する準備を行
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います。 
 中馬ゼミの2年半全体を見渡すならば、【2年次】基礎学習、【3年次】起承転結がしっかりした、
根拠のある論理的文章を書けるようにする訓練、【4年次】3年までの積み重ねに基づき、他の人とき
ちんとした議論が出来るようにする訓練、といった感じになります。 
 演習 I（２）、演習 II（４）、演習III（４）いずれも合宿の予定はありません。 
 
（4） 演習Ⅳ以外で論文などを課す場合の詳細（枚数や時期など） 
１．  演習 I(２年次)最終授業日・締切 ４,０００字書評レポート 
２．  演習 II(３年次)前期最終授業日・締切 ６,０００字書評レポート（複数文献の比較検討） 
３．演習II(３年次)後期最終授業日・締切 １２,０００字自由課題レポート 
４．演習III（４年時）１２月・締切 １２,０００字レポート 

（演習 II後期最終日に提出したレポートのヴァージョンアップ版） 
 
（5） 先輩たちの主な就職先と傾向 
 中馬ゼミならではのはっきりした傾向があるわけではありませんが、例年、地方公務員や金融系が
少数おり（いない年もあります）、メーカーやサービス業（B to BもB to Cもあり）へ行く人が主、
という感じです。昨年度卒業生の主な就職先は以下の通り。さいたま市、日本アクセス（伊藤忠の子
会社、ファミマのPB開発等）、大東建託パートナーズ、JTBマネジメントサービスなど。 
 
（6） 教員について(自己紹介等) 
 研究の専門分野は、開発途上国ならびに先進諸国の女性労働研究、世界システム論研究など（研究
業績は、大学ホームページの「専任教員の紹介」欄を参照してください）。中学・高校とクリスチャン
の学校に通っていたこともあり、子どもの頃から、ことあるごとに格差問題や差別問題について考え
させられていました。その影響もあってか、２０代の頃は、途上国開発の実務家になろうと思い、ス
リランカの山村で農村開発NGOのボランティア活動に従事。超高速飛行のゴキブリが顔に激突して
もめげない神経は、その時に養われたものです。…とは言え、こうした活動の過程で、人々の生活を
少しでもよくしようとする現場の努力だけではどうしようも出来ない、大きな世界経済の構造につい
てもしっかり学びたいと思うようになり、結局は学者の道に向けて腰を落ち着けた次第です。 
しばらく前までは，人生のモットーとして「一度きりの人生。生きたいように生きよう、食べたい
ものを食べよう！」とここに書き続けていたのですが，だんだん年をとり，生きたいように生きるに
も，食べたいものを食べるにも，エネルギーが必要だということを実感するようになりました。なの
で，最近のモットーは「ちゃっちゃかやれることはやって，ぐうたら（充電）時間を確保しよう！」。 
 
（7） その他 
和気あいあいと、しかし論文の書き方やディスカッションの仕方などはしっかりと身に付くよう、
ハードな面も併せ持つゼミにしたいと思っています。自ら「力をつけたい」方の応募をお待ちしてい
ます！ 
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 土田 ゼミ                                        
 

演習Ⅰ 
サマセ 

演習Ⅰ 
（2） 

演習Ⅰ 
スプセ 

演習Ⅱ 
（4） 

演習Ⅱ 
サマセ 

演習Ⅱ 
スプセ 

演習Ⅲ 
（4） 

演習Ⅲ 
（2） 

演習Ⅲ 
サマセ 

演習Ⅳ 
（卒論） 

 〇  〇    〇   

 

修得済み科目 教員指定修得済み科目 履修しておくことが望ましい科目 

日 本 の 経 済  基 礎 演 習 A      

コンピュータと情報 基 礎 演 習 B      

 
3年（男） 11人  3年（女） ７人  4年（男） １2人 4年（女） 4人 
 
（1） テーマ 
  ファイナンシャル・エンジニアリングの研究です。金融工学の最先端の主題を勉強しま      
す。そして証券投資の実践もやります。 
 
（2） キーワード 
    先物理論、オプション取引、株式投資、FX、テュレーション。 
 
    「人生の最後に大笑いできる生き方を、自ずから開拓すること」     
 
（3） ゼミの進め方(合宿など正課授業以外を含む) 
    正課ゼミではテキストの輪読と発表をチームごとに回していきます。 
    サブゼミでは、証券投資の実践についてチームごとに発表しています。 
     
    1.  ゼミ進行予定 

2年後期→証券投資の基本事項の研究と実践 
3年通年→高度な証券投資とファイナンシャル・エンジニアリングの研究と実践 
4年前期→就活に専念(ゼミ休み) 
4年後期→金融問題に関する卒論完成の研究 
 
 2. ゼミ行事予定 
◯ゼミ事前通い合宿： コンピュータープログラミングと数学の勉強 
 2年夏合宿          ： 2泊３日 １日８時間勉強 
 2年・3年合同秋合宿     ： 2泊３日 １日８時間勉強 
 2年・3年合同春合宿     :      2白3日 1日8時間勉強 
  成績優秀者 :  デイズニーホテルで優雅に勉強 
  成績不良者 :   富士急ハイランドで絶叫マシン10連発 
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◯勉強と証券投資実践の成績が優良な者は、3 年次の夏休みにアメリカ横断研修旅行に行け
る。 今年は27泊29日の予定。 

    成績不良者はお留守番。 
 
（4） 演習Ⅳ以外で論文などを課す場合の詳細（枚数や時期など） 
    卒業レポート 
    400字詰め50枚程度、時期は12月末日締め切りで書くこと。 
 
（5） 先輩たちの主な就職先と傾向 
    金融系(銀行・証券・保険その他)が大半。三菱UFJモルガン証券、バークレイズ、野村  
    証券、三井住友銀行、三菱UFJ銀行等。 
    最近は IT系も多くなってきている。  
 
（6） 教員について(自己紹介等) 

小生の好きなもの： ビール、証券投資、ハーレーダビッドソンでアリゾナの砂漠を走るこ
と、阪神タイガース、浦和レッズ、スキー、うまいラーメン屋行脚、十割そば、生ハムのピ
ザ、ウコッケイの明石焼き、焼き肉、蒙古火鍋、温泉露天風呂等々。 
 
嫌いなもの :   負け犬根性、中途半端な人間、何もやれない者。 

 
（7） その他 
   これまでのゼミの歴史・伝統。 

◯32年の歴史があります。ゼミOG・OBはざっと400人。大半が金融系にいます。 
伝統は証券投資で稼いで、3年か4年の夏休みに1カ月のアメリカ横断旅行に行くことです。 
 
◯相当数の本を読みます。本が嫌いな人は向いていない。 
 
◯証券投資に興味がある程度の感覚では、到底、ゼミの勉強にはついていけない。 
 経済学部で最も勉強の厳しいゼミという噂は本当です。 
 
 勉強や実践の態度や成績の悪い者は、容赦無く、戦力外通告つまり首を宣告します。 
 
◯ゼミ規律は厳しくスポ根系を超えた超厳粛ゼミです。 
  応募する人は、それなりの覚悟を持って応募してください。 
 
◯ 求める学生像は、「勉強をやりきり、証券投資実践をやりきって、大儲けと大遊びをして、
人生の最後に大満足の大笑いをして死ねる」。そういう人生を自ら作り上げようという気概の
ある人間を求めている。 
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 中泉 ゼミ                                        
 
演習Ⅰ 
サマセ 

演習Ⅰ 
（2） 

演習Ⅰ 
スプセ 

演習Ⅱ 
（4） 

演習Ⅱ 
サマセ 

演習Ⅱ 
スプセ 

演習Ⅲ 
（4） 

演習Ⅲ 
（2） 

演習Ⅲ 
サマセ 

演習Ⅳ 
（卒論） 

 〇  〇 〇   〇 〇 〇 

 
修得済み科目 教員指定修得済み科目 履修しておくことが望ましい科目 

日 本 の 経 済  基 礎 演 習 A    経 済 理 論 入 門  

コンピュータと情報 基 礎 演 習 B     

 
3年（男） 10人  3年（女） 1人  4年（男） 7人 4年（女） 4人 
 
（1） テーマ 

役に立つ（応用力と実践力のある）ミクロ経済学を学ぼう 
（とくにビジネスあるいは経営（戦略）のためのミクロ経済学を学ぼう。学問分野として
の名前はビジネス・エコノミクスまたは経営経済学） 
そして、経済学的なセンスを身に着けよう 

    そのために必要となる数学（微分など）を学ぼう（復習しよう） 
   教材を通して英語力（ただし読解力）を自主的に向上させよう 

 
（2） キーワード 

論理的かつ戦略的思考力と専門的基礎力に裏打ちされた自信   
ともに学びともに成長 

 
（3） ゼミの進め方 

演習Ⅰ：関連するミクロ経済学の初歩を中心に学び、土台固めをする。必要な微分などの
数学の初歩も学ぶ。基本的には下記の主教科書の最初のほうにある Economics 
Primer :Basic Principles  などを主な題材とする。原則、4人単位のグループワ
ークですすめる。 

      演習Ⅱ（３年通年）：原則、主教科書等を題材に4人単位のグループワークですすめる。 
      演習Ⅱ・Ⅲ（サマーセミナー）： ２日間は大学で、３または４日間は合宿形式で実施する、       

３・４年生合同の集中セミナー（4年生は卒業研究中間報告）。 
     演習Ⅲ（4 年後期）・演習Ⅳ（4 年後期）：個別研究とそれに基づくゼミ卒業論文の作成。

履修上は各後期２単位となっているが、前期にも何回かゼミ（自主ゼミ）を実施。
卒業研究のテーマは自由。ただし、原則、経済学または経営学を応用してもらう。 

   
演習ⅠとⅡの主教科書 
D. Besanko, D.Dranove, M.Shanley, S. Schaefer, Economics of Strategy  7th 

edition,  
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John Wiley & Sons（英文教材はこちらで準備する） 
  演習Ⅱ（主に後半）では（経営学からみた）経営戦略論の本も主教科書とする予定。 
  たとえば（あくまで予定） 

      網倉久永・ 新宅純二郎著『経営戦略入門』、日本経済新聞出版社、2011年 
 
（4） 演習Ⅳ以外で、論文などを課す場合の詳細（枚数や時期など） 

（これまでは）とくになし。 
 
（5） 先輩たちの主な就職先と傾向 

とくに傾向はない。コンサル、IT関連、商社、流通、不動産、旅行会社、ホテル・レジャー
業関連、銀行、保険、証券、建設、メーカー、公務員、大学院進学など、多岐にわたる。 

 
（6） 教員について(自己紹介等) 

専門分野は応用ミクロ経済学。とくに産業組織論（ 誤解をおそれずにいえば、この産業組
織論を企業が上手に利用すると、ポジショニング学派の経営戦略論になる。それをみごとに
やってのけたのが、マイケル・ポーターという学者。どんな人か調べてみてください！ ）
と医療経済学。 
 

（7） その他   
応募にあたって留意してほしいこと を書きます。 
☞ シラバス も、きちんと読んでください。シラバス上、このゼミの到達目標（の前半）
は、以下のようになっています。 
「企業の経営戦略（企業戦略・事業戦略）に必要な経済学の初歩的な概念を説明でき、
それらを使って実際の企業の経営戦略や産業組織を分析できるようになる。それらを踏
まえ、より実践的な業界分析や戦略立案ができるようになる。」 

うまくビジネスを成功させるには、ミクロ経済学的なセンス（ 経済的な諸関係に対する深
い洞察力：たとえば簡単なところでは、自社がつける価格と自社製品に対する需要の因果関
係はどうなっているか、少し複雑なところでは、ライバル他社の出方をどう読むかなどのゲ
ーム理論的視点 ）がけっこう役立ちます。しかし、ミクロ経済学の学習には、抽象的な思
考力 が要求されます。必ず、ミクロ経済学がどのような学問か、テキスト（私自身の著書
を含め、たくさん、出ています）などを手に取ってしっかり調べ、自分に向いているかどう
か、じっくりと考えてください。「思ったのと違うゼミだった」ということがないようにし
ましょう！ 

     また、私のゼミでは卒業論文の作成を義務付けています（演習Ⅳ）。卒論を仕上げるまで 
    がんばれる方の応募を望みます。 

 
    ☛ 選考は「面接または試験」によります。このゼミのこと、1年次必修科目「日本の経済」

の基礎事項、経済関連の英文（辞書利用可）、論理的思考に関するものです。「面接または
試験」には、必ず、英語辞書（電子辞書可）をご持参ください。 


