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 中田 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 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 簿記と財務報告 A  会 社 入 門  

コンピュータと情報 基 礎 演 習 B 簿記と財務報告B(※) 財 務 会 計 (※ )   

    (※) いずれか1科目以上を2年前期までに履修 

3年（男） 9人  3年（女） 9人  4年（男） 7人 4年（女） 8人 
 
（1） テーマ：「財務会計」「国際会計」「企業分析」 
財務会計とは、会計のなかでも企業の外部者向けに公表する財務諸表について、その仕組みや構造
を学ぶ学問です。近年、国際会計（IFRS）の重要性も高まっているため、国際会計についても学習し
ます。また、会計理論を学ぶだけでなく、それらを用いて実際に企業を分析することで、実践力を養
っていきます。 

（2） キーワード：「好奇心」をもって「真面目に」かつ「仲良く」取り組みましょう。 

（3） ゼミの進め方(合宿など正課授業以外を含む) 
①授業期間： 
まずは教科書（2,000円程度）3冊を用いて、財務会計・財務諸表分析、経営戦略、国際会計の基
礎知識を身につけます。そのうえで、興味をもったテーマについてより深く学んでいきます。 
 進め方は、担当グループが資料を準備し全体発表・質疑を行った後、発表に対するグループワー
ク・フィードバックを行う、という形式です。また、合同ゼミやコンテストなど、大きなプロジェク
トの発表直前には、ゼミの時間外にグループごとの個別指導も行います。 
（参考：現３年生のスケジュール予定） 
２年後期：企業分析①（財務諸表分析）、財務会計の基礎知識、企業分析②（基礎的な経営戦略分析） 
３年前期：企業分析③（経営分析＋企業価値評価）、国際会計の基礎知識 
  神奈川産学チャレンジプログラム（課題解決型研究コンペ）の準備・応募 
３年後期：神奈川産学チャレンジプログラムの発表、他大学との合同ゼミの準備・実施、 

学内ゼミ成果発表会の準備・発表、『の～びのび経済』投稿論文執筆、卒論テーマ決め 
４年  ：学術文献輪読、卒論執筆・報告 

②サマセ・スプセ： 
 合宿では、主に「ビジネスゲーム」を行います。ビジネスゲームとは、グループに分かれ数期にわ
たって仮想的に企業を経営し、最終年度の各グループの企業価値を競うゲームです。 
 なお、合宿の費用は、交通費込みで1回あたり3万円程度に抑えています（卒業まで計3回）。2017
年度は、サマセ：千葉県長生郡（白子）、スプセ：山梨県南都留郡（山中湖）で行いました。 
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③ゼミ外での学習活動： 
 現3年生は、2年後期に学内合同ゼミを行いました。3年前期にも学内合同ゼミ、3年後期には神
奈川産学チャレンジプログラムへの応募および他大学との合同ゼミを予定しています。 

（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） 
 3年後期に行う他大学との合同ゼミの報告と学内ゼミ成果発表会での報告について、『の～びのび経
済』（学内誌）に投稿してもらう予定です。（既存の報告を論文調に整えるので、新規に執筆するわけ
ではありません。） 

（5） 先輩たちの主な就職先と傾向 
 中田ゼミは創立7年目で、卒業生は5期生まで出ています。就職先は、金融業がやや多いですが、
その他については、業種はさまざまで特段の傾向はありません。 

（6） 教員について(自己紹介等) 
 研究は、財務会計理論・国際会計に関するテーマが主です。性格はマイペースで、座右の銘は「蓼
（たで）食う虫も好き好き」。何事も拒まずに、まずは受け入れる姿勢が肝心と思っています。趣味は、
音楽鑑賞（特にメタル）、ドライブ、外食巡りなど。 
 聞きたいこと・相談ごとがあれば、気軽にメールするなり研究室にお越しください。 
 ⇒研究室：813研究室、オフィスアワー：金曜昼休み（2019前期） 
 （※先約が入っていることもあるので、事前の連絡をお願いします。） 

（7） その他 
①複数学年・連コマでのゼミ 
 先輩・後輩間の交流を深め、また学習内容を深める目的で、複数学年合同でゼミを行っています。
2019年度後期は、金3限：4年卒論指導、金4限：3・4年ゼミ、金5限：2・3・4年ゼミ、金6
限：2・3・4 年ゼミ、といった形でゼミを行うことを予定しています。（2 年生については、必修の
英語が当該時間に入っている場合、個別に配慮します。） 
 このように、毎週２～３コマ連続でのゼミ参加が前提となりますので、注意してください。 

②課外活動（飲み会・食事会） 
 飲み会や食事会などの懇親会も随時開催しています。OB 会、4 年生卒業パーティーのほか、全体
での懇親会も半期に 1～2 回程度あります。その他月に 1～2 回ほど、有志による少人数での懇親会
（教員も参加）があります。（学生同士は、毎週のように食事に行っているようです。） 

③ゼミ選択について 
 ゼミは、サークルやアルバイト以上に大学生活の軸となり、卒業後の思い出となる活動です。また、
就職にも強く影響しますので、ゼミ選びは人生におけるとても重要な選択でもあります。ゼミを選ぶ
際には、自らの将来を考えるとともに、事前に募集要項・個別ブース相談会・公開ゼミなどをフル活
用して、教員・ゼミ生の雰囲気、学習内容、卒業生の進路など必要な情報をつかんでおきましょう。 
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 根岸 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 

 
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   財 政 の 基 礎  

コンピュータと情報 基 礎 演 習 B     

 
3年（男） ８人  3年（女） ６人  4年（男） ４人 4年（女） ３人 
 
（1） テーマ 
 根岸ゼミでは、「現代の経済問題」について学びます。 
 ゼミのテーマが「現代の経済問題」と大きなものになっていますが、これは私の学問分野と関係し
ています。私の専門は財政学という分野で、これは政府の活動や制度・政策を研究する学問です。政
府の活動は多岐にわたり、話題になる経済問題のほとんどに政府が何らかの形で関係しています。そ
のため、極端に言うと、今おこっている経済問題のすべてが根岸ゼミでの勉強の対象になります。 
 各自が興味・関心に合わせてテーマを設定し、勉強してください。 
 テーマの設定は自由でも、２年次、３年次、４年次で行うゼミの課題は決まっています。以下の（３）
に書いてあります。よく読んでください。 
 
 ゼミの目標は、次の２つのステップにより、全員でもう１段も２段も向上することです。第１ステ
ップは、それぞれの興味・関心に応じて学習しながら、「説明する力、議論する力、書く力」を身につ
けることです。第２ステップは、自分自身で勉強できるようになったら、ゼミ生が互いに教え合い学
び合うことです。１人、２人で一所懸命に勉強するよりも、ゼミ生全員で教え合い学び合うことで、
より大きく飛躍できます。誰かに任せたり、寄りかかるのではなく、全員が積極的に勉強して、1 人
で勉強する以上の成果を手に入れることが、ゼミというグループで勉強する意義です。 
 
（2） キーワード 
目標は、「楽しく、全員が勉強する」ゼミにすることです。 
  
学生には次のことを期待しています。 
根岸ゼミは、２年次の「演習Ⅰ」からはじまり、４年次の後期末に卒業論文を提出して終わります。
ゼミ生に期待することは、第１にずっと続けること、第２に積極的にゼミにかかわろうとすること、
第３に誰かに任せたり、寄りかかろうとしないことです。 
 ゼミというコミュニティは、週に一度の授業だけで、できるものではありません。そのため、ゼミ
生と積極的にかかわろうとすることが大事です。ゼミの活動や行事には必ず参加することが、根岸ゼ
ミを希望する上での約束です。 
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 そのため、「個人で学習することを面倒だと考える人」や、ゼミ全体ではなく「仲良しの友達だけで
勉強したいと考える人」は、根岸ゼミに向いていません。 
 
（3） ゼミの進め方(合宿など正課授業以外を含む) 
２年次の大きな課題は、本を読む習慣をつけ、興味や関心があることを見つけることです。その興
味関心が、３年次でのグループ論文のテーマや各種のコンテストへの参加につながります。 
①課題本を読む。②自分の興味や関心を見つける。③３年生の時にどのような勉強をするのか、決
める。 
３年次の大きな課題は、グループ論文を作成して外部のコンテストに参加することです。 
 前期は、グループ論文も作成のための、また外部のコンテストに参加するための準備をします。後
期は、グループ論文を完成させて、またプレゼンテーションの準備をして、外部のコンテストに参加
します。加えて、卒業論文のテーマ決めます。 
４年次の大きな課題は、卒論を作成することです。 
前期は、①文献リストを作り、②勉強の成果を発表し、③Ａ４版で７～10 ページ分の原稿を作成
します。後期は、①10 月までに原稿（20 ページ程度）を作成し、②その後に全面的に原稿を直し、
③卒論を完成させます。 
 夏休みには、ゼミ合宿を行い、グループ論文と卒業論文の中間報告会を行います。 
 春休みには、第１に卒業論文発表会を行います。第２に、ゼミ合宿を行い、グループ論文と卒業論
文の概要報告と年間スケジュールを決めます。 
 
（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つ上の（３）で、詳しく書いてあります。 
 
（5） 先輩たちの主な就職先と傾向 
 特別な傾向はありません。ほとんどが、第１希望から第３希望くらいまでの企業に就職しています。 
 
（6） 教員について(自己紹介等) 
 研究テーマは福祉国家財政の研究です。より詳しくは、第１にアメリカの貧困対策・所得保障政策、
政府間関係を研究しています。第２に日本の社会保険や社会保障の財政問題も研究しています。 
 
（7） その他 
希望者は、以下のア）からウ）の方法で、積極的に質問に来てください。 
 ア）個別ブース説明会（後日、発表されます） 
 イ）オフィスアワーで対応：月曜日４時限目、0818研究室。 
   ※メールで事前に連絡をください（アドレス：  negishi@kokugakuin.ac.jp ）。 
 ウ）公開ゼミ（実施日： ３年ゼミは木曜日３時限目、４年ゼミは木曜日５時限目です。いつ
でも見学に来て下さい。） 
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 野村 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  情報システムの基礎    

コンピュータと情報 基 礎 演 習 B      

 
3年（男） 6人  3年（女） 8人  4年（男） 12人 4年（女） 22人 
 
（1） テーマ 
知の理論 
解説：この言葉自体は国際バカロレアの基本科目名です。世の中の知識のありようを概観します。メ
ディアリテラシーやクリティカルシンキングを徹底的に拡張していくと、こんな感じになります。近
年の認知科学の視点から人文学や社会科学そして自然科学を俯瞰します。知識の体系としては宗教や
芸術や俗信そして常識も対象になります。このように多彩な知識がどのような性格をもち、どのよう
に定着してきたのか、そしてトランスメディア環境において私たちはどのようなスキルでもって取り
扱っていけばいいのかを実践的に考えていきます。 
 
（2） キーワード 
ナレッジマネジメント、議論の技法、クリティカルシンキング、デザイン思考、表現プラットフォー
ム、メゾメディアファブ、トランスメディア、公共的市民、応用倫理 
 
（3） ゼミの進め方(合宿など正課授業以外を含む) 
人数の多少にかかわらず以下のことを基本的なスタイルとします。今までもずっと言い続けてきたこ
とです。十分に納得してから応募して下さい。ある意味、これがすべてです。 
・作りながら学ぶ：インプットよりアウトプットが先行する！ 
・十分に読書した上での議論：読まずに語るな！ 
・ためらいなく本を買う人：買わずに読めるか！ 
・リスポンス優先：応答せよ、応答せよ！ 
・あらゆる知識領域を俯瞰する：メタ認知に定位せよ！ 
・私の現在進行形の研究にリンクする：コミュニケーションをデザインする（阪大池田教授との共同
研究中） 
・好きとか嫌いとかどうでもいいじゃん：君はヲタクではなく単なる消費者にすぎない！ 
・知的好奇心のおもむくままに：ここがロドスだ、跳べ！ 
・タフな知性、身の程知らず、他者への配慮、利他的マインドセット：自分はこういう人だからとか
言うな！ 
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（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） 
毎回、まとめを投稿。毎日、ネットで応答。毎日、何かを読書。こうでないと、これからの創造的な
ビジネスはできないと思う。創造的でない業務はAIに取って代わられるから、これは回避できないと
予想している。表現されたものだけを評価する。 
 
（5） 先輩たちの主な就職先と傾向 
傾向まったくなし。各人が自分の道を進む。銀行、証券、不動産から情報科教員、美術科教員、エン
タメ、航空自衛隊まで網羅。 
 
（6） 教員について(自己紹介等) 
もともとは社会学理論研究とジャーナリズム論。10 年ほど教養の社会学を担当していたため社会学
全般何でも教えてきた。社会学教科書多数。1995 年から「ソキウス」開始。以来ネットワーカー生
活25年。メディア論の立場から健康ブームに関する共同研究の共著数点。一般向け新書は2冊。法
政大学大原社会問題研究所公式サイトの企画運営 10 年。2001 年に本学に赴任。2004 年から経済
学部教授。主として情報メディアコース担当。2017年度から大阪大学COデザインセンター招へい
教授。最近の研究は知識理論とコミュニケーションデザインに関する研究。私が考えてきたことは「ソ
キウス」（https://socius.jp）のWorks と各種SNSを参照のこと。よくよく確認してから応募して
下さい。 
 
（7） その他 
表現プラットフォームとして準備してきた一連のクラウドサービスを駆使した交流・議論・情報共有
を日常的におこないます。「日常的」というのは毎日ということです。2 年半毎日です。と言っても、
みなさんが LINE でやっていることを他の複数のプラットフォームでおこなうだけのことです。多様
なメディアを扱うので、スマートフォンだけでは対応できません。利他的マインドセットを強く要求
しますので、自分のコストしか考えない人には適しません。2年半で10単位ですが、内容的には30
単位分の勉強をします。なのでコスパは最悪です。「情報システムの基礎」で S（A+）評価を取った
人でないとこなせないと思います。 
少なくとも私が飲み会や合宿を主催することはありません。基本、お茶会にします。飲み代や合宿費
は本代にしてください。スマホの容量や通信量は潤沢にしてください。 
今回の選考はすべてネットを介して対話的にやります。この文章と選考方法を読むだけでは応募でき
ません。スタートはソキウス（https://socius.jp）のSeminarium.meから。直行QRコードはこち
ら。メールとFormsを使用します。 

 
 
 


