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Ⅲ 選考方法一覧 
教員名 面接/試験日時 提出課題詳細 提出方法 

大西 祥惠 ■後日公開 エントリーシートをダウンロードして、必要事項を選
択・入力して、メールで提出する。 

メールにて提出 
【5/22(水)正午～5/28(火)12:50】 
【アドレス： 
yoshie-o@kokugakuin.ac.jp】 

尾近 裕幸 ■後日公開 

面接時提出書類（（1）・（2）・（3）はコピー可）
(1)成績表（単位修得状況とGPAを確認します） 
(2)「ライフデザイン」の授業で受検したR-CAP結果 
(3)「ライフデザイン」の授業で作成した「キャンパス
未来図」 
(4)上記（2）（3）を踏まえた下記のエッセイ 
 テーマ：自分の強みと弱み、そして将来の夢 
 字数・用紙：800字程度、A4横書き 
  その他：冒頭に学籍番号と氏名とメールアドレスを
明記 

面接時持参 

尾崎 麻弥子 ■後日公開 

１．最近関心を持った事柄に関する新書（岩波新書、
中公新書 etc）を 1 冊読み、その内容の要約と感想
（1500 字程度）を書いたレポートを提出。（ワード
形式、書式自由.レポートの形式がわかっているかにつ
いても評価しますので事前に一般的な参考文献の書き
方などについて調べておくこと。使用した本の著者、
書名、出版社名は必ず書くこと）  
２．簡単な自己紹介。1000 字～2000 字。同じくワ
ード形式、書式自由。 

経済学部資料室 
【5/22(水)正午～5/28(火)12:50】 

金子 良太 ■後日公開 

①大学に入ってから現在まで頑張ってきたこと、これ
から卒業までに頑張りたいことを具体的に合計 1200
字以上で述べなさい。 
②（日商簿記検定2級以上にすでに合格している方は
②の課題は免除）2017 年以降に発行された経済・経
営に関する新書を自分で選んで1冊読み、印象に残っ
たエピソードとその理由を合計1200字以上で述べな
さい。 
③（GPA2.8以上の方は③の課題は免除）「原因と結
果の経済学」（中室牧子・津川友介著、ダイヤモンド
社）のなかであなたが最も印象に残ったトピックを 3
点以上、合わせて1200字以上で述べなさい。 
（例 GPA2.8以上かつ日商簿記2級に合格している
方は、課題は①のみとなります。） 

K-SMAPYⅡ(リポート提出機能)にて
提出 
【5/22(水)正午～5/28(火)12:50】 

木村 秀史 ■後日公開 

①１年次の成績がわかるもの 
②自己紹介書 
③レポート（経済に関する本を一冊読んでその要約と
意見） 
 ①は面接時に持参、②と③はそれぞれA4の１枚程
度でメールにて期間内に提出。 

面接時持参 

紺野 由希子 ■後日公開 

1．志望動機，自己紹介（Wordファイル，800字程
度．確実に連絡の取れるメールアドレスも記載して下
さい）                                             
2．企業の財務活動に関する新聞，雑誌，インターネ
ットの記事を探し，以下の内容を記述して下さい
（Wordファイル，1600字程度）． 
a. 参考にした記事のタイトル，発行社名， b. 内容の
要約， c. 内容に対するあなたの考察， d. 他に使用
した文献のリスト．    

K-SMAPYⅡ(リポート提出機能)にて
提出 
【5/22(水)正午～5/28(火)12:50】 



  
 

11  

東海林 孝一 ■後日公開 

○月○日○時～○時までエントリーシートの記入（正
味 60 分）を○教室でしてもらいます。その時に○月
○日の面接時間を 30 分刻みで決めさせていただきま
す。エントリーシートの記入を欠席すると自動的に不
合格になります。なおエントリーシート記入時に平成
30年度後期成績通知書を持参して下さい。  

面接時持参 

髙木 康順 ■後日公開 

１． 志望動機 
２． 『マンキュー 入門経済学[第２版]』N・グレゴ
リー・マンキュー著、足立英之他訳、東洋経済新報社、
2014.3、「第Ⅰ部イントロダクション」１～３章の
復習問題から１つずつ選んだ計３問を答えなさい。 
３． １．２．の解答は合わせてワープロソフト標準書
式A4横書き1～3枚程度にまとめてメール本文とし
て送るか、ワープロファイルをメールに添付して送り
なさい。 
【提出課題詳細】 
経済学理論に興味のある人はもちろん、漠然としてで
あっても日米の経済状況に興味のある人の入ゼミを望
みます。課題で指定した範囲は文字通り理論の導入部
分であり、まだ難しい理論は出ていません。復習問題
は、テキストを読めば分かる、逆に読むための指針と
なるものです。しっかり読んで答えてください。志望
動機と合わせて必要十分な量が書けているかを基準と
します。 

K-SMAPYⅡ(リポート提出機能)にて
提出 
【5/22(水)正午～5/28(火)12:50】 

田原 裕子 ■後日公開 

①志望理由書（田原ゼミを志望する理由と自己ＰＲ）：
合わせて1000字程度。Ｗｏｒｄ形式Ａ４用紙で作成。
読みやすさ、見やすさも評価の対象とするので、留意
してください。表紙は不要ですが、冒頭に所属と氏名
を忘れずに記入すること。 

K-SMAPYⅡ(リポート提出機能)にて
提出 
【5/22(水)正午～5/28(火)12:50】 

中馬 祥子 ■後日公開 

過去３年の「新聞の社説」の中から自分の興味あるテ
ーマを取り 上げ、その内容を簡潔にまとめた上で、社
説に対する自分の 意見を1,200字以内で述べよ。な
お、社説の記事はウェブ上 から探し、そのURLを必
ず記載すること。記載がない場合 は、審査の対象外と
する。また、選んだ社説のテーマそのものも、ゼミの
内容との適合性について判断する材料となるので、注
意深く選択すること。書式は自由であるが、氏名、学 
科、学籍番号を明記の上、A4一枚に収まるようにペ
ージ設定 をすること。 

K-SMAPYⅡ(リポート提出機能)にて
提出 
【5/22(水)正午～5/28(火)12:50】 

土田 壽孝 ■後日公開 

志望理由書、A4一枚、12ポイント、横書き、ワード
ファイル。 K-SMAPYⅡ(リポート提出機能)にて

提出 
【5/22(水)正午～5/28(火)12:50】 

中泉 真樹 ■後日公開 

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。 

 

中田 有祐 ■後日公開 

・選考方法：(A)課題提出（K-SMAPYⅡ）、(B)成績
表提出（経済学部資料室）、(C)面接  （試験等は実
施しない。） 
(A) 課題：以下について、合計2000字程度で書いて
ください。（書式自由） 
①会計関連科目の履修状況・簿記検定の資格取得状況、
②なぜ会計ゼミに入ろうと思ったのか、③ゼミで会計
を学ぶことが自分の将来にどのように繋がるか、④そ
の他志望動機・自己PR等 
(B) 成績表：1年次の成績と2年前期の履修科目がわ
かるものを、経済学部資料室に事前提出すること。提
出締切は、K-SMAPYⅡ上の課題提出締切と同日同時
刻です。 
(C) 面接：教員面接と学生面接を行います（合否は教

K-SMAPYⅡ(リポート提出機能)にて
提出 
【5/22(水)正午～5/28(火)12:50】 
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員が決定）。教員面接では、GPA・修得単位等の成績
についても質問しますので、自らの成績を把握してお
くこと。なお、応募人数によっては1人1人の集合時
間を分けて指示しますので、面接日が近くなったら、
必ず大学のメールを確認してください。 
 

根岸毅宏 ■後日公開 

①・②・③について、それぞれ800字以上で説明して
ください。 
①自己紹介 
②ゼミで学びたいこと・ゼミに入る決意 
③最近気になったこと 

K-SMAPYⅡ(リポート提出機能)にて
提出 
【5/22(水)正午～5/28(火)12:50】 

野村一夫 ■後日公開 

ソキウス冒頭からリンクした特設ページで指示しま
す。Formsを使用して４回に分けて少しずつ書いてい
ただきますので、早めに開始して下さい。４回に分け
るのは一発勝負にしたくないからです。期間内であれ
ば出し直しができます。私の評価も１回ごとにメール
で伝えます。 

ウェブ https://socius.jp 
【5/22(水)正午～5/28(火)12:50】 

橋元 秀一 ■後日公開 

別紙「橋元ゼミ入ゼミ質問票」に記入し、メールの添
付ファイルで送ること。 メールにて提出 

【5/22(水)正午～5/28(火)12:50】 
【アドレス： 
hsyu@kokugakuin.ac.jp】 

藤山 圭 ■後日公開 

次の①～⑤を漏らさず書いたレポートを提出してくだ
さい。 
①志望理由（300-400字） 
②将来の目標（300-400字） 
③調査・研究したい企業（産業）や社会現象，製品・
サービス 
③-(1)その研究の意義（研究することで何が分かるの
か，どのような知識を獲得できるのか）（300-400
字） 
③-(2)研究の動機（なぜ研究したいのか）（300-400
字） 
④教員からのメールを，届いたその日のうちに必ず確
認できるメールアドレス（面接時間・懇親会の予定を
メールでお知らせします） 
⑤面接日の授業時間割（面接スケジュール作成のため） 

K-SMAPYⅡ(リポート提出機能)にて
提出 
【5/22(水)正午～5/28(火)12:50】 

星野 広和 ■後日公開 

(1)履歴書・自己紹介書（3ヶ月以内に撮影した写真（デ
ジタル写真で可）を貼付すること。國學院大學指定の
ものが望ましい。）  
(2)成績証明書（K-SMAPYⅡからダウンロードしプリ
ントアウトしたもので可）           
(3)以下の資料を読んで，「大学・ゼミでの学び」に関
するレポートをA4用紙2枚（2,400字）程度で作成
しなさい。 
沼上幹「卒業式を「自由な人生」の葬式だと思ってい
る学生諸君へ」『創造するミドル』金井壽宏、米倉誠
一郎、沼上幹編（1994年、有斐閣、pp.283-329）。 
なお，資料のコピーは経済資料室で受け取ることがで
きる。 
また，面接は「グループ面接」で行う予定である（面
接前に先着順で希望の順番（グループ）を指定できる）。              
以上について質問があれば星野まで連絡すること。         
hoshino-h@kokugakuin.ac.jp   

経済学部資料室 
【5/22(水)正午～5/28(火)12:50】 

細井 長 ■後日公開 

(1)エントリーシート(経済学部演習募集HP(在学生→
授業・履修→演習→経済学部)からダウンロードして記
入) 
(2)1年次の成績と2年前期の履修状況(Kスマの成績
照会をプリントアウト。表示パターンは通常、表示設
定はすべてにチェックを入れた状態。2年前期に履修
中の科目については科目名の横に曜日・時限をメモし
てください。面談時間を調整します。) 
  

経済学部資料室 
【5/22(水)正午～5/28(火)12:50】 
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細谷 圭 ■後日公開 

 ゼミ内容紹介を読んだ上で，当ゼミで研究してみた
いテーマやそのアプローチ法，将来の進路希望などに
ついてA4版1枚（Wordの標準設定）にまとめてく
ださい。それをメールに添付して右記アドレスまでお
送りください（原則，PCのアドレスから）。選考の
ための面接を行う予定ですが，その際は送信アドレス
にご連絡いたします（詳細はメールに記します）。 

メールにて提出 
【5/22(水)～5/28(火)12:50】 
【アドレス： 
khosoya@kokugakuin.ac.jp】 

本田一成 ■後日公開 

手書きではなくワープロ作成にて、３点につき記述す
ること。１）いわゆる「働き方改革」に対してあなた
のコメントを書け（800字程度）、２）本田の著作（い
ずれでも可）に対する感想（300字程度）、3）2年
生の夏合宿で勉強したいテーマ（100字程度）。課題
内容はK－SMAPYⅡに提出するとともに、１部印刷
して面接時に持参すること。また「本田ゼミ応募シー
ト」に手書きで記入して面接時に持参すること。 

K-SMAPYⅡ(リポート提出機能)にて
提出 
【5/22(水)正午～5/28(火)12:50】 

宮下雄治 ■後日公開 

応募シートをダウンロードし、課題を作成してくださ
い。なお、課題は、①ビジネス・経営に関連する本の
要約と意見、②自己紹介、③宮下ゼミを希望する理由
の3点です。 

メールにて提出 
【5/22(水)正午～5/28(火)12:50】 
【アドレス  
 y.miyashita@kokugakuin.ac.jp】 

山本健太 ■後日公開 

①実家のある地域の名物や有名な祭りなどを１つ取り
上げ，それがなぜその地域で起こり，発展してきたの
か，地域の気象条件や歴史的過程など，関連する様々
な観点を交えて理由を説明せよ（2000字程度） 
②自己紹介（1000字程度） 

経済学部資料室 
【5/22(水)正午～5/28(火)12:50】 

 
 
【注意点】 
※1 教員により提出方法が違うのでよく確認すること。また〆切りを過ぎたものは一切受理しないので注
意すること。 
※2 経済学部資料室の開室時間は9:00～17:00です。 
※3 必ずK-SMAPYⅡで応募登録を行って下さい。応募登録をせず，課題のみを提出しても無効となり
ます。 
※4 面接/試験日時，場所に変更があった場合は大学HPに掲載します。選考に臨む前に必ず確認して下
さい。 


