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研究テーマ 〉〉 金融機関と企業の研究

専 任 講 師 〉〉 相澤　朋子　あいざわ　ともこ

担 当 科 目 〉〉 金融論

授業のねらい
　ゼミナールと卒業論文の 3 年間の目的は，第 1 に実りある学生生活の成果として質の高い卒業論文を完成することです。第 2 にゼミナール所属学

生の満足度を高めるために，ゼミナール所属学生全員がゼミナール活動に貢献する必要性やその効果を理解することです。第 3 に私たちがお金を借

りる時，あるいは金融資産や実物資産を購入する時にどの金融機関や企業を選び，どの金融商品・サービスを選ぶとよいのかといった問いに答える

ための方法を学び，自分の好みに合った選択ができるようになることです。

授業の内容

　①2，3年生合同で 2 時限連続してゼミナールを行います。ゼミナール生の多数決で読むことを決めた金融論やファイナンス，証券投資，企業分析，

中小企業，地域金融，地方創生，金融政策・制度，中央銀行デジタル通貨，フィンテックに関する文献を事前に読み，GoogleClassroom に報告

資料を提出した上で，ゼミナール生が他のゼミナール生に対してわかりやすく説明します。様々な年齢の学生とコミュニケーションをとること

に慣れ，リーダーシップを発揮する，あるいはリーダーを支え，チームに貢献することも学びます。卒業後に組織で働き，地域・社会に貢献す

る社会人としての生活に備えます。

　②4 年次の卒業論文は優れた論文を書くことを目的とします。2，3 年次の学修を踏まえて興味を持ったテーマを選び，アウトラインを作成し，先

行研究を読み，卒業論文を完成させます。ゼミナール生は毎年，日本大学商学部優秀卒業論文賞を受賞しています。

　③新ゼミナール生歓迎会，追いコンはゼミナール活動の一環で行います。イベントの企画・実施を通してチームに貢献する難しさや楽しさを実感

します。

　④ゼミナール生の2/3以上の希望があれば，ゼミナール合宿で東北地域の金融機関と事業者を訪問し，レポートを作成します。

　⑤他のイベントもゼミナール生の2/3以上の希望によりゼミナール生主体で実施します。

ゼミナール1・2・3・4・卒業論文

主な研究業績など
●Yamori,N.andAizawa,T.,“TheimpactofthefirstwaveoftheCOVID-19crisisonsmallandmedium-sizedenterprisesandcreditguarantee

responses:EarlylessonsfromJapan”,CEPRPRESS,63,186-200,2021.

●家森信善・相澤朋子・浅井義裕・海野晋悟・小川光・尾﨑泰文・津布久将史・橋本理博・播磨谷浩三・柳原光芳「第 6 章　地域金融機関

の事業評価と BCP 支援」，「第 7 章　調査の実施概要と回答者の特徴」，「第 8 章　取引先の自然災害リスク対応への支援」，「第 9 章　地域

金融機関の事業評価」家森信善・浜口伸明・野田健太郎編著『大規模災害リスクと地域企業の事業継続計画―中小企業の強靭化と地域金

融機関による支援』所収，第 6 章～第 9 章）中央経済社，89-199 頁，2020 年 9 月 .
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研究テーマ 〉〉 社会の中の物流

准　教　授 〉〉 秋川　卓也　あきかわ　たくや

担 当 科 目 〉〉 物流論

授業のねらい
　社会にとって欠くことのできない物流を専門分野とした，日本で数少ないゼミです。物流が社会で果たす役割や意義を独自の視点で追求し，国民

生活に資する「創見」（今までにない新しい意見）を構築することを使命としています。調査から得た知識や提案を積極的に外部に発信して社会に還

元することを重視しています。物流には手つかずの領域がたくさんあるので，「オンリーワン」の研究ができます。

授業の内容

　2 年次ではインター大会，3 年次にはインナー大会，卒業論文では卒論報告会に向け，テーマと課題を決めて，「創見」を構築します。これまで，

震災時の物流，リサイクル物流，モーダルシフト，買い物弱者問題，ペット流通，献血事業等など，様々な問題に取り組んできました。

　活動は①調査⇒②議論⇒③論点整理の繰り返しです。①調査では，聞き取り調査，現地見学，文献調査，フィールド調査，アンケート調査等が考

えられます。特に現場に触れることを推奨しています。生の声を聞くことが，最大の情報源と考えているからです。とはいっても，文献調査も重要で，

文献の徹底的な洗い出しも行います。②議論でゼミ生同士と議論を深め，教員からのアドバイスを加えて③論点整理をします。疑問点が残されてい

る場合には①に戻ります。最終的に出された結論は，プレゼンないしは論文としてアウトプットすることになります。

　毎年，合宿や親睦会の他，学年ごとに以下の取組を予定しています。

　2 年次　グループによるプロジェクト研究，物流の基礎知識習得，小論文指導，コンピューター資格の習得

　3 年次　グループによるプロジェクト研究

　創造することが好きな人，議論が好きな人，好奇心がある人，調べることが好きな人，やりがいを求めている人には，うってつけのゼミです。

ゼミナール1・2・3・4・卒業論文

主な研究業績など
●秋川卓也，中野幹久，島津　誠「SCM 実現のためのサプライベース縮小：食品メーカーと包材サプライヤーの関係から」『流通』（30），

pp.1-15，2012 年．

●秋川卓也，久野桂史「救援物資ロジスティクスにおける PPP（公民連携）」『日本物流学会誌』（20），pp.221-228，2012 年．

●秋川卓也「SCMトレードオフ問題に関する教材の開発とその有効性の検証」『経営情報学会誌』20（3），pp.125-147，2011 年．他論文多数
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研究テーマ 〉〉 貿易政策と国際貿易交渉

准　教　授 〉〉 飯野　文　いいの　あや

担 当 科 目 〉〉 Trade&Economy，国際取引法，貿易政策１・２

授業のねらい
　各国の貿易政策や，貿易・投資関連の国際機関（世界貿易機関（WTO）など）の活動，TPP（環太平洋パートナーシップ）協定など貿易・投資関連

の国際ルールについて学習し，理解を深めます。手法は，リサーチ，ディベート，論文執筆です。

授業の内容

　日本，米国，欧州，発展途上国という 4 グループに分かれます。前期は，各グループが担当する国や地域の貿易政策が他の国や地域とどのように

関係しているのか，貿易・投資の国際ルールとどのような関係があるのかをリサーチし，発表していきます。前期の後半に，貿易・投資関連の時事

問題に関するディベートを行います。以上により，貿易・投資問題に関する問題意識を養うと同時に，国際ルールの基礎を学びます。後期は，4 グルー

プ対抗で，貿易・投資問題に関するディベートを行います。

　日本，米国，欧州，発展途上国という 4 グループ対抗で，貿易・投資問題に関するディベートを行います。2 年次に比べ，貿易ルールとの整合性を

問う等，より深い内容となります。前期の途中から，夏休み明けの提出を目指した論文作成（テーマ設定，骨子・目次の作成，本論の作成）を行っ

ていきます。以上により，貿易・投資関連の知識を深めると共に，資料収集の仕方等，調査方法を学びます。

　卒論指導を行います。具体的には，問題意識に基づくテーマ設定，骨子作成，目次作成，本文作成を目指します。各段階で，個人毎の発表を行い，

この発表に基づいた議論を行います。

ゼミナール1・2

ゼミナール3・4

卒業論文

主な研究業績など
調査・研究対象分野には，WTO の法的側面，貿易紛争処理，貿易と環境の問題，TPP などの FTA 法が含まれる。主な著書・共著に『途上国

からみた「貿易と環境」：新しいシステム構築への模索』アジア経済研究所（2014）や，テキストとして『WTO・FTA 法入門：グローバル経

済のルールを学ぶ』法律文化社（2016）等がある。
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研究テーマ 〉〉
マクロ・ミクロ経済学と
日本経済の分析

教　　　授 〉〉 池野　秀弘　いけの　ひでひろ

担 当 科 目 〉〉 ミクロ経済学Ａ・Ｂ，マクロ経済学Ａ・Ｂ

授業のねらい
　マクロ経済学とミクロ経済学を学びながら，実際の日本経済について分析していきます。経済学の理論が現実の日本経済の分析にどのように役立

つかを考えていきます。日本経済に関するテキストをみんなで読んでゆくことに加えて，実際の統計資料から経済データを収集してそれを分析する

作業を進めていき，日本経済について研究していきます。

授業の内容

　ゼミナールでは次のことをめざします。⑴経済理論をふまえたうえで，現実の日本経済の動きを整理して理論的に考えられるようになること，⑵

経済新聞などの記事が理解できるようになること，⑶レポートや論文（卒業論文）が書けるようになること，⑷経済データを自ら扱えるようになる

こと。社会における情報処理能力を高めることをめざします。そして，実際にこれらの能力は卒業後，ビジネスにおいても大いに有益となるでしょう。

　2 年生と 3 年生は，日本経済に関するテキストをみんなで読み，担当者は担当箇所の解説をしながら，関連事項について報告をします。いままでは，

日本の労働市場に関するテキストを読んできました。また，それとは別に，マクロ経済学とミクロ経済学をテキストを用いて勉強します。このよう

な活動に加えて，2 年生は，インゼミ大会の準備を行います。テーマは，私はアドバイスをしますが，基本的には学生が決めます。また，3 年生は，

各自の選んだテーマについての報告を行います。

　4 年生は，各自が選んだテーマに基づき卒業論文に取り組むことになります。テーマの選び方，論文作成のための研究の進め方の指導を行います。

　夏休みと春休みには，ゼミ合宿や施設見学（いままで，東京証券取引所，日本銀行，JICA 地球ひろば，などへ行きました）などを行い，キャンパ

スの外へ出かけます。

ゼミナール1・2・3・4・卒業論文

主な研究業績など
マクロ経済学を研究しています。なかでも日本の物価について専門に研究しています。

（1）PairwisetestsofconvergenceofJapaneselocalpricelevels,InternationalReviewofEconomicsandFinance,Vol.31,pp.232～248,2014.

（2）Long-runanalysisonconvergenceofJapaneselocalpricelevels:apairwiseapproach,EconomicModelling,Vol.42,pp.390-397,2014.

（3）NonparametricApproachtoConvergenceofJapaneseLocalPriceLevels:AFailureofPurchasingPowerParity『商学集志』日本大学商学

部第 86 巻第 3 号，pp.19-39,2016.
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研究テーマ 〉〉
電子商取引及び
知的財産法に関する諸問題

准　教　授 〉〉 石井　美緒　いしい　みお

担 当 科 目 〉〉 ビジネス法務，電子商取引，情報倫理

授業のねらい
　法律や契約は，社会の主要なルールであり，私たちが社会生活を送る限り，その生活と切り離して考えられません。特に，ネットショッピング等

は皆さんの生活の中心になっていると言って過言ではありませんし，著作権や商標権等の知的財産権についてはマス・メディア等で毎日のように取

り上げられており，皆さんにとって身近なものだと思います。現代社会では，どのような進路を選択するのであれ，これらに関する法律・契約や様々

な社会ルールの決め方について学んでいくことが必要不可欠です。

　本ゼミでは，できるだけ具体的・身近な問題を例に挙げながら，これらの法律・契約等を学び，法的な見方や社会における利益調整を会得しても

らうことを目標としています。

授業の内容
　以下以外にも，ゼミ生の皆さんと相談しながら決めていきたいと思っています。

　身近な例を題材に法律の解釈の仕方を学ぶ

　電子商取引や知的財産法に限らず様々な法律について，皆さんが興味を抱きやすい身近な例や事件を題材に，法律が，対立する複数の利益をどの

ように調整しているかを具体的に考えることによって，法律の解釈の仕方の習得や法改正の是非の検討を行う予定です。

　ネット取引や著作権・商標権等を中心に学ぶ

　ゼミナール 1・2 で学んだことを基礎に，電子商取引や知的財産権に関する事例を題材として，判例や学説，契約等実務での取り扱いについて学び

つつ，それに対する各自の見解を構築していくことを予定しています。　

　その上で，それまで学んできた裁判例その他の事例等の中から，4 年次の卒業論文に向けて各自がテーマと構成を決めます。卒業論文のテーマは，

各自の関心をできるだけ尊重します。

　論文を作成する

　3 年次末に決めたテーマと構成に基づき論文を執筆します。個人毎の発表を行った上で，それに基づいた議論を交わします。

ゼミナール1・2

ゼミナール3・4

卒業論文

主な研究業績など
・「パブリシティと周辺領域に関する若干の考察」法律論叢 85（6）1-70 頁

・「悪意の商標出願」知財研フォーラム 95 号 76-87 頁

・「私的複製における複製主体」知財研フォーラム 96 号 66-76 頁

・伊奈波朋子，石井美緒，松嶋隆弘編『コンテンツビジネスと著作権法の実務』（共著）三協法規出版

・石井美緒，嶋田英樹，松嶋隆弘編『インターネットビジネスの法務と実務』（共著）三協法規出版
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研究テーマ 〉〉 マーケティング戦略

准　教　授 〉〉 石田　大典　いしだ　だいすけ

担 当 科 目 〉〉 マーケティング論

授業のねらい
　本ゼミでは，企業のマーケティング活動を多面的に研究することを目的としています。企業のマーケティング活動を理解するためには，様々な理

論を学習するだけでなく，当事者意識を持って現実のマーケティング課題へ取り組む意識が重要となります。したがって，マーケティング戦略や消

費者行動に関する文献の輪読とともに，学生マーケティング・コンテストへの参加も予定しています。　

授業の内容

　ゼミナール 1・2 では，マーケティングや消費者行動に関する文献を輪読し，基礎的な知識を身につけていきます。また，実際の企業のケースを分

析し，マーケティングプランを立案するという演習を行い，より実践的にマーケティングを学んでいく予定です。

　ゼミナール 3・4 では，複数の大学で競い合う製品開発コンテストに参加します。企業の協力を得ながら市場調査を行ったり，新製品のプロトタイ

プを作成したりして，製品開発プロセスについて学んでいきます。

　各自が関心を持ったテーマについて研究し，論文としてまとめていきます。

ゼミナール1・2

ゼミナール3・4

卒業論文

主な研究業績など
・『1 からのデジタル・マーケティング』，碩学舎，2019 年（共著）

・『ベーシック・マーケティング』，中央経済社，2019 年（共著）

・「先行型市場志向，反応型市場志向，萌芽型市場志向が新製品パフォーマンスへ及ぼす影響：製品開発チームの学習プロセスの媒介効果」

『流通研究』第 21 巻第 3 号，2018 年

・「組織の双面性がパフォーマンスへ及ぼす影響：メタアナリシスによる研究成果の統合」『組織科学』，第 51 巻第 2 号，2017 年（共著）
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研究テーマ 〉〉 消費者行動論

専任講師 〉〉 井上　裕珠　いのうえ　ゆみ

担 当 科 目 〉〉 消費者行動論

授業のねらい
　本ゼミでは消費者行動論を研究していきます。

　消費者行動論を基礎から学び，ゼミ生が関心を持つ消費者行動について，主に心理学実験を通して実証的に検討することを目的としています。

　仮説を立て，仮説検証のための心理学実験を実施し，データを分析し，考察するという一連のプロセスによって，科学的かつ論理的に考える力の

向上を目指します。

授業の内容

　前期には，輪読を通して消費者行動論を基礎から学びます。後期には，教員が実施する心理学実験に参加または実験の補助をすることによって心

理学実験の手法を学びます。サブゼミでは，統計ソフト HAD を用いたデータ分析手法も学んでいきます。

　前期には，国内外の消費者行動論の論文を通して自身の問題関心を絞り，関心の近い人々でグループを組み，仮説の構築，実験計画の立案を行い

ます。

　後期には，グループで心理学実験を実施し，データ分析・考察という一連のプロセスをすべて経験してもらいます。

　ゼミナール 3・4 での心理学実験の結果を踏まえながら卒業論文を執筆していきます。卒業論文の執筆と並行して，ゼミナール 1・2 に参加しても

らい，2 年生の指導も行ってもらう予定です。

ゼミナール1・2

ゼミナール3・4

卒業論文

主な研究業績など
●Inoue,Y.,Hoogland,C.E.,Takehashi,H.&Murata,K.（2015）.Effectsofresourcedivisibilityandexpectationsofsharingonenvy.Motivation

andEmotion,39 ⑹ ,pp.961-pp.972.

●井上裕珠・阿久津聡（2015）「特性」としての解釈レベルを考える─BIF 尺度に注目して─　マーケティングジャーナル，34 ⑶，pp.83-98.

●井上裕珠・村田光二（2014）獲得可能性が妬み感情に及ぼす影響　心理学研究，85 ⑴，pp.1-8.

●井上裕珠（2013）「不確実性に伴う喜び」が購買意欲に及ぼす影響─値引き理由の有無に注目して─　消費者行動研究，20 ⑴，pp.35-44.
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研究テーマ 〉〉 グローバル・ビジネス研究

准　教　授 〉〉 井上　葉子　いのうえ　ようこ

担 当 科 目 〉〉 国際ビジネスＡ・Ｂ

授業のねらい
　グローバルに活躍できるビジネスパーソンに必要な知識とスキルを基礎から学習する。

　皆さんの将来の目標やキャリアなどについて積極的に話し合えるような，「やりたいこと探し」ができるゼミでありたい。

授業の内容

　2 年次：プレゼンテーションの基礎を学習したうえ，英語プレゼンのスキルを身につける。

　3 年次：グローバル経営と異文化について学習する。

　4 年次：デジタル時代のグローバル・ネットビジネスについて学習する。

　3 年間にわたり，コミュニケーション能力を向上させるために，言語スキルだけでなく，ボディランゲージ，異文化理解，謙虚な精神といったグロー

バル社会で必要とする非言語的コミュニケーション・スキルも学習する。

　ゼミ合宿，親睦会，スポーツ大会，その他のゼミイベント。

　学生主導のプロジェクトが随時立ち上げる。

ゼミナール1・2・3・4・卒業論文

その他

主な研究業績など
⑴ YokoInoue「AContingencyFitnessPerspective―theCaseofLEGOGlobalStrategy,PaperDevelopmentWorkshop,AIBAnnulConference,

GeorgeWashingtonUniversity,WashingtonDC,Jun28th,2012.

⑵ AComprehensiveStudyonResearchApproachestoSupplyChainRiskIdentification，井上葉子，『商学集志』，第 82 巻第 2 号，P45-58,

2012 年。

⑶ EstablishingAConceptualWorkforSustainableSupplyChainManagement，『商学集志』，第 81 巻第 3 号，p17-28，2011 年。
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研究テーマ 〉〉 エリア・マーケティング

教　　　授 〉〉 岩田　貴子　いわた　たかこ

担 当 科 目 〉〉 エリア・マーケティング

授業のねらい
　このゼミナールでは「地域」を思考の中心としたマーケティングについて学んでいく。2 年生，3 年生はマーケティングの基礎知識の十分な習得，

エリア・マーケティングの理論構築，および自論の組み立てを目指す。4 年生は自分のテーマに沿って卒論を書き上げる。

授業の内容
　グローバリゼーションとローカリゼーションの問題はわが国において検討すべき課題であり，市場の飽和化，競争の熾烈化という環境のもとでマー

ケティングを再考すると，どうしても考察しなくてはならない点は「地域」と「市場」との関係である。地域と生活空間の関係を探るとともに，地

域差を考慮し市場をとらえ，消費者と共に市場創造を行うにはいかに戦略を立てるべきかを考える。

　ゼミナールは双方向性が必要である。まずは，基礎知識の詳しい勉強から行う。それができたら自分の意見を持つことにチャレンジしてみてほしい。

その後，相手の意見に耳を傾け自分の中でそれを咀嚼し，どこが異なっているのか，どの点に共鳴できるかを検討し，最終的には自分の思考形態を

整理する。

　マーケティングの基本的な知識を学びながら，ゼミナールを通して，自分は何を学びたいのか，マーケティングと日常生活の関わりとは何なのか，

の把握に努める。その後，論文のまとめかたを練習しグループ討論の方向性をつかむ。

　エリア・マーケティングとは何かを学び，実際の企業行動をケース・スタディを通じて研究する。

　ゼミナールの最終目標として各自の論文を完成させる。問題意識をはっきりさせ，分析し研究成果をまとめ発表する。

ゼミナール1・2

ゼミナール3・4

卒業論文

主な研究業績など
調査・研究は輪島塗産業，地ビール，温泉地，世界遺産のマーケティングなどがある。主な著書・共著に『エリア・マーケティング・アー

キテクチャー』税務理論協会，『マーケティング・アーキテクチャー』税務経理協会，『マーケティング・ソリューション』白桃書房，『現代

社会の消費とマーケティング』税務経理協会，『流通と消費者』慶應義塾大学出版会，『遊・誘・悠の商品開発』同友館，等がある。
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研究テーマ 〉〉 公共経済・財政と日本経済

教　　　授 〉〉 大島　考介　おおしま　こうすけ

担 当 科 目 〉〉 財政学Ａ・Ｂ，公共経済学１・２

授業のねらい
　財政や公共経済の研究を通じて，理論や経済の常識，データ分析の手法などを学び，経済や財政について議論できるようになることを目指します。

また，ゼミ活動を通じてプレゼンテーションや質疑応答などコミュニケーションの能力を高め，論文やレジュメの書き方も身につけます。

授業の内容
　財政とは，徴税や公共サービス提供など政府の様々な経済活動のことです。また公共経済学では，規制のように金銭のやりとりが生じない形の政

府と個人・企業との関わりについても考えます。これらの具体的なテーマとしては，例えば消費税や所得税その他の税，公共事業，民営化・官民協働，

年金，地方分権，社会的な意思決定などがあります。

　本ゼミでは経済学の基本から始めて，財政・公共経済・ビジネスを経済学で考え，共同論文の作成などを経て，自分のテーマを見つけて研究を進

めてもらいます。財政と関係ない人はいません。財政や公共経済を自分たちの問題として捉えることが大切です。

　ゼミナール 1・2・3・4では，それぞれテキストを決めてメンバーで分担し，内容を報告・議論します。これまで『ビジネスのための経済学入門』

（中央経済社）や『ゲーム理論』（日本評論社），『財政学 15 講』（新世社）などを使ってきました。また，経済・ビジネスに関する新聞記事を取り上

げて議論します。そして，インゼミ大会やインターゼミ大会に参加するため協力して準備します。

　3 年時に決めたテーマと構成に沿って卒業論文を執筆します。途中報告と最終報告をプレゼンテーションの形で行います。

　夏に合宿を行い，秋以降の活動に備えて成果発表や議論をします。前期または後期の途中に社会見学，年度初めと年末などに懇親会を行います（ゼ

ミ活動はコロナウイルスの感染状況によって変更することがあります）。

ゼミナール1・2・3・4

卒業論文

その他

主な研究業績など
●『租税競争と差別課税』（2011），大学教育出版

●Public-PrivatePartnerships,DividingOperationalStage,andOptimalGovernanceStructures（2016）,PublicOrganizationReview16 ⑷ ,443-459

●SingleCapital,InvestmentChoicesandPreferentialTaxRegimes（2010）,PapersinRegionalScience89 ⑶ ,659-668

●「不完備契約と PFI」（2001），日本経済研究 43，87-100
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研究テーマ 〉〉 リスクマネジメントと保険

教　　　授 〉〉 岡田　太　おかだ　ふとし

担 当 科 目 〉〉 損害保険論１・２

授業のねらい
　現代社会は，リスクが多様化，高度化し，複雑化を増しています。「リスク社会」と呼ばれることもあります。将来が不確実な状況のなかで，あら

かじめ結果を予想し，適切な意思決定を行うことは，決して容易ではありません。そこで，ゼミナールでは，個人や企業，政府が直面するリスクと

対応（保険を含む）について思考，分析，発表を行い，さらに討論を重ねながら，問題解決能力を養うことを目指しています。

授業の内容
　学内外での活動を通じて，思考力，チーム力，コミュニケーション力などを高めるための多様な取り組みを行っています。

　指定されたテキストについて，内容の要約・図解化（見える化），プレゼンテーションおよび質疑応答，討論を反復して行います。また，インターネッ

トが普及し，情報の洪水が氾濫するなかで，重要な資料・情報を効率よく収集し，処理することも学びます。

　ゼミナールと並行して行われるサブゼミは，グループワークが中心です。2 年生は，本学部で開催されるインゼミ大会での発表，3 年生は，リスク・

保険研究を行うインターゼミ（RIS）の全国大会での報告が目標です。保険業界の協力を得て，全国から 300 名近くの大学生・関係者が集まり，交流

を深めています。また，あるエンターテイメント企業の協力のもと，都内の大学と合同ゼミ（RIP）を続けています。フード・テーマパークやゲーム

産業の分析など，多角的な視点から研究します。さらに，学外からゲスト講師を招待する勉強会も開催しています。

　卒業論文は，ゼミナールの集大成です。テーマ，研究計画の作成，文献調査，ヒアリング，そして研究報告と議論を行います。

ゼミナール1・2・3・4

卒業論文

主な研究業績など
主要な研究テーマは，自然災害リスクのファイナンス手法・制度，全社的リスクマネジメント（ERM），共済を含む保険産業の分析です。「生

協共済のビジネスモデル」『生協の共済　今，問われていること』コープ出版，2008 年。「医療保険をめぐる経営戦略とビジネスモデル」『民

間医療保険の戦略と課題』勁草書房，2006 年。「保険リスクの証券化に関する一考察」『保険学雑誌』第 578 号，2002 年など。
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研究テーマ 〉〉 商法及び会社法に関する研究

専 任 講 師 〉〉 金澤　大祐　かなざわ　だいすけ

担 当 科 目 〉〉 商法

授業のねらい
　学生の皆さんが社会人として生活していくうえで，どのような進路に進むにしても，法律と関わらずに生活していくことは困難です。また，皆さ

んが自分で新規事業を立ち上げて事業活動を行う際には，商法や会社法についての基礎的な知識を有し，法律的なものの考え方ができることによっ

て取引を有利に行い，また，不必要なリスクを避けることができます。

　そこで，本ゼミナールでは，商法及び会社法に関する具体的な事例を素材に，社会生活や事業活動を行う上で必要な基本的な法律上の知識と法律

的なものの考え方の習得を目標とします。

授業の内容

　【通期】法学や商法に関する基礎的なテキストを素材として，法学一般や商法の基本事項の知識，条文の引き方，文献のリサーチ方法，文章の書き

方の習得を目指します。その際には，過去の判例など，具体的な事例を素材として，法律の解釈の方法，規範への事実のあてはめ，結論の妥当性に

ついて，学生の皆さんと議論しながら検討していきます。また，インゼミ大会の討論部門出場に向けて，準備をしていきます。

　お茶会，裁判所等の施設見学，インゼミ大会出場を予定しています。

　【通期】商法のうち主に会社法に関係する過去の重要判例を素材として，学生の皆さんに事実と判旨について報告をしてもらい，質疑等を行い，判

例における事実の規範へのあてはめ，法解釈及び結論の妥当性について吟味することによって，卒業論文の執筆に向けて，会社法の理解を深めるこ

とを目的とします。

　ゼミナール 3・4 では，食事会，刑務所・東京証券取引所等の施設見学を予定しています。

　【通期】ゼミナール 1・2，ゼミナール 3・4 で取り扱った範囲で，卒業論文のテーマを決定し，卒業論文のテーマに関係する最新の判例等の一次資

料を収集・分析し，法の欠缺の有無や法のあり方を探ったりし，論文を執筆していきます。

　卒業論文では，食事会を予定しています。

ゼミナール1・2

ゼミナール3・4

卒業論文

主な研究業績など
●共著『資金決済法の理論と実務』（勁草書房，2019）62-87 頁 ,175-189 頁

●共著『検証判例会社法』（財経詳報社，2017）430-446 頁

●単著「取締役の第三者に対する責任と役員責任査定制度の交錯」日本大学法科大学院法務研究 15 号（2018）125-137 頁

●単著「イギリスにおける取締役の債権者に対する責任についての一考察」日本大学法科大学院法務研究 14 号（2017）85-99 頁
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研究テーマ 〉〉 ヘルスケアとコンピテンシー

教　　　授 〉〉 河本　淳孝　かわもと　あつたか

担 当 科 目 〉〉 保険論Ａ・Ｂ，生命保険論１・２，リスク・マネジメント１・２

授業のねらい
　（1）ヘルスケア

　　わが国の医療保険制度の持続可能性の向上策を研究します。先進各国の現状を調査してわが国への示唆を探ります。

　（2）コンピテンシー

　　企業・社会で活躍するためのコンピテンシーの獲得・強化を目的とした演習を行います。就職活動の一助となることを想定しています。

授業の内容

課題解決型の演習（projectbasedlearning）を行います。

（1）ヘルスケア

　・わが国の医療保険制度等の持続可能性の向上を演習課題として

　・先進 6 カ国の医療保険制度等との比較研究を行い

　・課題の解決に向けて，わが国への示唆を探ります。

　・研究成果は日本福利厚生研究会ヘルスケア部会でゼミ生が発表します。

（2）コンピテンシー

　・企業・社会で活躍するためのコンピテンシー（組織発展に貢献する行動特性）の強化を演習課題として

　・企業の採用担当が学生に求めるコンピテンシーとは何かを正しく理解し

　・ひとり１人が自らのコンピテンシーを見出し，磨きをかけます。

　・就活面接やグループディスカッションでのコンピテンシーの活かし方を演習します。

　・卒論テーマは自由です（本人の意向を尊重して決めます）

ゼミナール1・2・3・4

卒業論文

主な研究業績など
・「公的医療給付の補完について」『生命保険経営』87（1）

・「高齢者雇用が前期高齢者医療制度に及ぼす影響」『生命保険論集』215

・「後期高齢者の医療費窓口負担の応能性強化について」『保険学雑誌』625

・「生活設計の変化と生命保険」『人口減少時代の保険業』所収，第 2 章

＜実務経験＞

・大手金融機関で長年にわたり大学生の新卒採用に携わる。
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研究テーマ 〉〉
日本経済・国際経済と
マクロ経済学

准　教　授 〉〉 木口　武博　きぐち　たけひろ

担 当 科 目 〉〉 経済学入門１・２，マクロ経済学Ａ・Ｂ，ミクロ経済学Ａ・Ｂ

授業のねらい
　日本経済や国際経済に関わる問題を，経済学とくにマクロ経済学の理論を応用しながら考えていきます。また，Excel を用いたデータ分析や学術的

な文章作成の演習も適宜行います。

授業の内容

　このゼミナールでは，最終的には一人ひとりが各自のテーマに沿って研究し，４年次にその研究成果を卒業論文という形に仕上げることを目標と

しますが（テーマは，広く経済学に関するものであれば何でも構いません），各ゼミナールではその準備として，マクロ経済学の教科書を輪読してい

きます。授業では，毎回各人が割り当てられた部分のレジュメを作成・発表し，それに対して皆でコメントする形式で進める予定です。またそれと

並行して，統計分析ソフト等を用いたデータ分析や，その結果をレポートの形式にまとめる演習も行っていく予定です。ゼミの大半は，教科書や資

料の指定された箇所を輪読する形で行なわれますので，発表者以外も，対象箇所を事前に精読してくることが必須となります。

　2021 年度に新たに開講されたゼミということで，恒例行事やこれまでの伝統のようなものはありませんが，ゼミ合宿などの課外活動については，

学生のみなさんの自主性やアイデアを活かして実施したいと考えています。

ゼミナール1・2・3・4・卒業論文

その他

主な研究業績など
【論文】

Kiguchi,Takehiro,andAndrewMountford（2019）“ImmigrationandUnemployment:

AMacroeconomicApproach”Macroeconomic Dynamics（CambridgeUniversityPress,UnitedKingdom）,Vol.23,Issue4,pp.1313-1339.

Kiguchi,Takehiro,andAndrewMountford（2013）“TheMacroeconomicsof Immigration”MPRAPaper45517 ,UniversityLibraryofMunich,

Germany

【著書】

嶋村紘輝，木口武博　他共著（2015）『マクロ経済学』成文堂
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研究テーマ 〉〉
流通企業の経営と 
マーケティング

教　　　授 〉〉 岸本　徹也　きしもと　てつや

担 当 科 目 〉〉 販売管理論１・２，商学入門１

授業のねらい
　マーケティング論や商学の基礎は，きちんと学べていますか？教書に書かれていることを自分の言葉で友達に説明できますか？この質問に自信を

もって「はい」と答えることが難しいなと思う学生に来てもらいたいゼミです。特に，今まで良い成績をとってきて，大学の勉強って本当にこれで

いいのかと考えている学生や，今まであまり勉強してこなかったが，このゼミに入ったら，がんばることを約束できる学生を歓迎します。

授業の内容
　マーケティング論や商学などの学問を学び，他大学の学生や高校生，企業との取り組みを通じて，物事を深く考えることができる力と自分の言葉

で発信できる力を，身につけて欲しいと思っています。

　ゼミナール 1・2 は，「リテールマーケティング（販売士）」の資格試験の内容を学んでいきます。この資格試験は，「大学の学びの入り口」となる

ものです。学んだ内容を高校生に説明する機会を設けたいと考えています。学んだことを人に説明することは，究極のアクティブラーニングです。

企業人と異なり高校生には，みなさんが話す内容を丁寧にかみ砕いて伝えていくことが特に求められます。

　ゼミナール 3・4 では，本格的に学問に取り組みます。他大学の学生や企業人と議論することで思考を深めていき，抽象的な高い視点を持つことの

重要性を学んで欲しいと思っています。「難しい」本にも挑戦していきます。この時期に，卒業論文を意識して活動してください。

　卒業論文は，定量的な論文でも定性的な論文でもかまいませんが，どちらも科学的に書く必要があります。学生の時に自分の頭の中にある考えと

向き合い，それを言語化して論理を組み立てていく経験は，決して無駄にはなりません。むしろ，実社会での営業の交渉力やプレゼンする力，企画

書づくりの力等につながっていきます。

ゼミナール1・2

ゼミナール3・4

卒業論文

主な研究業績など
●『1 からの流通システム』（共編著，碩学舎，2018 年）

●『デュアル・ブランド戦略』（共著，有斐閣，2014 年）

●『食品スーパーの店舗オペレーション・システム』（単著，白桃書房，2013 年）

●『日本の優秀小売企業の底力』（共著，日本経済新聞出版社，2011 年）

●『要点理解と問題演習販売士検定試験 3 級』（共編著，実教出版，2009 年）

●『現代マーケティング』（共著，実教出版，2006 年）
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研究テーマ 〉〉
商法・会社法および 
金融商品取引法に関する研究

准　教　授 〉〉 鬼頭　俊泰　きとう　としやす

担 当 科 目 〉〉 商法Ａ（企業取引法），商法Ｂ（会社法）

授業のねらい
　ビジネスに関する法律は数多く存在するが，代表的なものに商法・会社法および金融商品取引法がある。商法・会社法は企業に関する法律であり，

金融商品取引法は証券市場に関する法律である。
　本ゼミでは，これらビジネスに関する各種法律の領域において，具体的に争われている裁判例等を読み解き，妥当な結論を導き出すことのできる
法的感覚・論理的思考能力を涵養することを最終的なねらいとする。

授業の内容

　【前期】テキストを用いながら，文章作法や各種書類作成に必要となる文献のリサーチ方法など法律以前に必要となる知識・ノウハウといった基礎
技術の習得および法制度の概要の理解を目指します。
　【後期】民法に関する裁判例をグループごとに発表し，裁判所の下した結論への賛否や各事例に潜む法的問題点について議論します。必要に応じて
民法のテキストを輪読するなど，裁判例の検討を土台としつつ，私法の根幹をなす民法の体系的な理解を目指します。

　【通期】商法・会社法，金融商品取引法に関する裁判例をグループごとに発表し，裁判所の下した結論への賛否や各事例に潜む法的問題点について
議論します。ゼミナール 3・4 では，広く商事法関連の裁判例を取り扱うことを予定しており，最終年度の卒業論文に向けた構想の形成を目指します。

　【通期】これまで取り扱ってきた裁判例などを素材として，各学生が自身の興味・目的・進路などに即した内容の卒業論文を作成します。卒業論文
のテーマは，広く “商事法” 関連であればよいので，たとえば資格試験や就職活動にとっても有意義な論文の作成を指導する予定です。

【ゼミ活動】
　ゼミ合宿（夏・冬），インゼミ大会への参加，裁判所・刑務所等，司法関連施設への見学，ANA 機体工場見学，などを実施します。
【卒業生の就職先】
　みずほフィナンシャルグループ，三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券，オリエントコーポレーション，三菱地所グループ，三井不動産リアルティ，
シマダヤ，東京都特別区，さいたま市，国税専門官ほか

ゼミナール1・2

ゼミナール3・4

卒業論文

その他

主な研究業績など
単著「粉飾決算と金商法の損害賠償」税理 63 巻 6 号（2020）112 頁
単著「社債管理補助者制度の新設と社債権者集会制度の効率化」税理 62 巻 10 号（2019）208 頁
共著『ビジネス法務の理論と実践』（芦書房，2019）
共著『検証判例会社法』（財経詳報社，2017）
単著 “ComparativeLegalConsiderationsonArrangerLiabilityinSyndicatedLoans:courtcasesfromtheUKandJapan”（2018）7 ⑶IJEBL
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研究テーマ 〉〉 マーケティングを実践する

教　　　授 〉〉 金　雲鎬　きむ　うんほ

担 当 科 目 〉〉 商学入門１・２

授業のねらい
　なかまと一緒にマーケティングを実践することによって，①マーケティング能力，②コミュニケーション能力，③プレゼンテーション能力を高め

ることを 1 つのねらいとします。

授業の内容

　前期には，マーケティング理論書を輪読します。その方法としては，章ごとに担当者を決めて，プレゼンテーションとディスカッションを行います。

後期には，マーケティング・プランニング・コンペティションに挑戦します。

　前期には，商品企画をテーマにディスカッションを行います。後期には，ゼミナール 1・2 同様（しかし，ややレベルの高い）マーケティング・プ

ランニング・コンペティションに挑戦します。

　マーケティング分野に限らず，①調べたいテーマ，②将来の仕事に役に立つテーマのどちらかのテーマで卒論が書けるように指導します。

　もう 1 つのねらいは「世界人材になる」ことです。内需縮小と海外新興市場の拡大は，危機であると同時にチャンスでもあり，ここに世界人材を

目指す理由があります。そのための条件としてチャレンジ精神と異文化への理解，語学能力が挙げられます。

ゼミナール1・2

ゼミナール3・4

卒業論文

その他

主な研究業績など
●「大規模卸売企業の戦略的行動に基づく流通短縮化の考察」日本商業学会『流通研究』第 7 巻 2 号 pp75-89（2004 年）

●「卸売企業の情報システム導入に関する実証研究：延期―投機理論視点による分析」日本商業学会『流通研究』第 12 巻 4 号 pp43-54（2010 年）
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研究テーマ 〉〉 行動経済学

教　　　授 〉〉 木村　雄一　きむら　ゆういち

担 当 科 目 〉〉 経済学説史１・２，マクロ経済学Ａ・Ｂ，経済学入門１

授業のねらい
　当ゼミは，学生さんが自分自身の研究テーマをもち，ミクロ経済学・マクロ経済学・行動経済学の理解及びディスカッションを通じて，⑴　経済

書や経済新聞，統計データを読みこなして経済社会の諸問題が理解できること，⑵　ビジネスにおける意思決定の問題を科学的に考察できるように

なること，⑶　現代経済社会の諸問題に関心をもち，それらの処方箋を科学的かつ論理的にしっかりと提案できるようになること，⑷　幅広い視野

で物事を深く考えることができること（複眼的思考），の四点を目標とします。

授業の内容

　当ゼミは，現代経済学全般を研究していきますが，その中でも最近流行の「行動経済学」に焦点を当てます。「行動経済学」は，〈なぜ人間の意思

決定はミクロ経済学で習うように合理的でなく「不合理」なのか？〉について考える新しい学問領域で，伝統的なミクロ経済学に対して「新しい」

考え方を提示することで，経済学のあり方を根本から変える勢いをもっています。現代経済学に関心をもつ者は，この流れを軽視することはできま

せん。ゼミでは，まずミクロ経済学とマクロ経済学を徹底的に勉強し，その後，混とんとした現実の経済問題に向きあって，「行動経済学」の最新の

経済学の知見から，その問題の本質の把握と解決策を考えます。卒業論文執筆で困らないように，ゼミナール 1・2・3・4 の演習で卒論のテーマを決

めて，文章の書き方を学びます。本ゼミナールの参加者は，金沢大学経済学部や中央大学経済学部との合同合宿・ゼミ合宿・施設見学，立教大学経

済学部や青山学院大学経済学部との秋のジョイントゼミナール・ディベート大会，木村宅での食事会を通じて（コロナ禍で部分的活動になっています），

本学の理念である「自主創造」をめざし，学生さんが主体的に勉強・研究や社会活動に従事してもらえるようにサポートします。

　ゼミナール 1・2・3・4 で得た知識，スキルをつかって，各自が決めたテーマの論文を仕上げます。

ゼミナール1・2・3・4

卒業論文

主な研究業績など
●『カルドア　技術革新と分配の経済学　一般均衡から経験科学へ』（名古屋大学出版会，2020 年）（単著）

●『LSE 物語』（NTT 出版，2009 年）（単著）

●『進化経済学の諸潮流』（日本経済評論社，2011 年）（共著）

●『福祉の経済思想史家たち（増補改訂版）』（ナカニシヤ出版，2010 年）（共著）

●『市場社会論のケンブリッジ的展開』（日本経済評論社，2009 年）（共著）

●『リターン・トゥ・ケインズ』（東京大学出版会，2014 年）（共訳）

●『一経済学者の自伝』（ミネルヴァ書房，2009 年）（共訳）
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研究テーマ 〉〉
日本の経済・社会問題と 
経済統計学

准　教　授 〉〉 芝村　良　しばむら　りょう

担 当 科 目 〉〉 経済統計学Ａ・Ｂ，金融数学，経済・ビジネス数学入門

授業のねらい
　①少子高齢化と人口減少，②若年層の非正規雇用化，女性・高齢者・外国人の雇用などの労働問題，③所得・資産の格差拡大や貧困の問題，④年金・

医療・介護・生活保護などの社会保障の問題，⑤地球温暖化や廃棄物問題といった環境問題など，現代の日本が直面する重要な経済・社会の問題を

取り上げて，それら具体的な問題について実際の統計データを用いて正しく現状を把握し分析するための方法を習得する。

授業の内容

　第 1 に，日本経済の文献を講読して，日本の経済や社会の現状について学ぶとともに，コンピュータを利用した経済統計・データの収集や基礎的

な処理の方法の習得を目指す。また，ゼミ生が自由に新聞記事を選んでそれを題材に報告・ディスカッションをする新聞記事討論も毎回行う。報告

者による PowerPoint を用いた発表の後，ゼミ生全員によるディスカッションを行うことが基本的なゼミの流れである。必要に応じて，Web 上にあ

る統計データのダウンロードや Excel を利用したデータ分析の実習も行う。これらを通じて，①経済や社会について議論するために必要な知識と論理

的思考力を鍛えること，②経済統計分析の手法を身につけること，③ Excel や Word による表やグラフを用いたレポートの作成技術，およびプレゼン

テーション能力に磨きをかけることができる。

　第 2 に，ゼミ生の関心を考慮しつつ，現在の日本が直面している具体的な経済・社会問題をとりあげて，それに関連する文献を講読する。SPSS や

統計 GIS（地図で見る統計）といった本格的な統計ソフトによる実証分析の方法についても指導を行っている。

　第 3 に，日頃の学習成果を発揮できる機会が多いのも当ゼミの特徴である。

　①毎年度末に，各自が日本の経済・社会問題の中から自由にテーマを選択し，ゼミで習得した経済統計分析の手法を用いたゼミ論文（4 年生は卒業

論文）を執筆している。

　②インゼミ大会（2 年生が参加）やインター大会（3 年生が参加／2016 年度・18 ～ 20 年度はプレゼン部門の日本経済分野で 1 位）での研究発表，

懸賞論文への応募（希望者のみ／2016 年度は第 27 回ヤンマー学生懸賞論文で優秀賞を受賞）など学内外の学術大会に積極的に参加している。

　③外部の統計専門家を審査員として招いてデータ分析プレゼンコンテスト（多学年でチーム編成）を毎年実施している。

　上記の通常のゼミ活動の他にも，多彩な課外行事を実施している。各行事はゼミ生が主体的に企画・運営するので，ゼミ生は組織運営の経験を積

むことができる。具体的な行事としては，他大学・他学部との合同ゼミナール，ゼミ合宿（夏・春），工場・企業見学（春・秋に計 4ヵ所），OB・OG 会，

新歓・追い出しコンパ，芝村宅での食事会などがある。

ゼミナール1・2・3・4・卒業論文

主な研究業績など
1973 年福岡県北九州市生まれ。九州大学経済学部を卒業後，九州大学大学院経済学研究科博士後期課程を修了。学位は博士（経済学）。九州

大学大学院経済学研究院助手を経て現在，日本大学商学部准教授。専門は経済統計学であり，主要な研究業績には，芝村　良『R.A. フィッシャー

の統計理論―推測統計学の形成とその社会的背景―』九州大学出版会，2004 年 2 月．などがある。
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研究テーマ 〉〉 グローバル・マーケティング

教　　　授 〉〉 嶋　正　しま　ただし

担 当 科 目 〉〉 グローバル・マーケティング

授業のねらい
　市場経済の進展にともなって，マーケティングの領域は世界的に拡がっています。

　マーケティングは企業の存続・発展のために果たす役割がますます大きくなってきており，嶋ゼミナールでは，世界を意識したマーケティング・

デザインやケースを交えて研究します。

　講義や授業ではできない討論やプレゼンテーションを通して社会人やビジネス・パーソンとしてのコミュニケーション能力を高めることをめざし

ます。

授業の内容

　嶋ゼミナールでは，ゼミナール 1・2・3・4 を「2 コマ（2 授業分）連続」で行います。ゼミナールは各自の考えや意見を討論することが主な目的

であるために，2 年生と 3 年生が意見をぶつけ合う場としてゼミナール 1・2・3・4 を一緒に行います。

　前期はマーケティングの基本テキストの輪読を通して，マーケティングの成り立ちやマーケティングの体系化のプロセス，マーケティング・デザ

インの考え方，具体的事例の説明をパワーポイントで発表してもらいます。夏休み以降に作成する共同論文が，理論的に弱い論文構成にならないよ

うにするために，前期では基本概念の習得を行います。

　このようにパワーポイントを用いたプレゼンテーションは，4 年次での就職活動でも活かされます。

　夏休みで作成した共同論文を 9 月の合宿で発表し，優れた論文は 10 月に他大学のマーケティングゼミとの合同ゼミナールの場で発表します。そし

て 12 月には，2 年生は学内のインゼミ大会，3 年生は全国大会のインターで，それまでの研究成果を発表します。

　嶋ゼミナールでの研究の集大成として，各自が決めたテーマについて 3 年次に卒論の構成を行っており，春休みに 1 万字の論文の作成を義務つけ

ています。4 年生の春は就職活動との関係から卒論作成のための時間がとれませんが，就職活動の面接でも卒論の内容が聞かれますし，仮提出は毎年

11 月末で 2 万 5 千字以上なので早めに卒論作成に取りかかるように指導しています。

ゼミナール1・2・3・4

卒業論文

主な研究業績など
●『現代マーケティングの基礎知識［改訂版］』（共編著），創成社，2017 年。　●『国際ビジネスの新機軸』（共編著），同文舘出版，2015 年。

●『グローバル・マーケティング入門』（共著），日本経済新聞出版社，2009 年。　●『商学通論【9 訂版】』（共著），同文舘出版，2017 年。

●『グローバル・ビジネス戦略の革新』（共編著），同文舘出版，2007 年。　

●『グローバル・マーケティングへの進化と課題』（共著），同文舘出版，2000 年。

●『マーケティング戦略』（共訳），同文舘出版，2002 年。　●『グローバル・ビジネス戦略』（共訳），同文舘出版，2001 年。

商

　業

24

研究テーマ 〉〉 民法上の諸問題

准　教　授 〉〉 高橋　めぐみ　たかはし　めぐみ

担 当 科 目 〉〉 消費者法，ビジネス法務入門

主な研究業績など
「アメリカリース法の展開」名古屋大学法政論集 143 号（1992），145 号，146 号（1993），「アメリカにおけるペイデイローンの現状と課題」

名古屋大学法政論集 227 号（2008），『製造物責任法総覧』（共著，商事法務研究会，1996），『新・現代損害賠償法講座 3』（共著，日本評論社，

1997），『財産法入門』（共著，学陽書房，2010），『ビジネス法務の理論と実践』（共著，芦書房，2019）など

授業のねらい
　当ゼミナールの主要な目的は，生活に密着した法律関係を規律する民法を学び基本的な概念を習得する（＝法律を使えるようになる）ことですが，

みなさんにはそれにとどまらず，公平・公正なものの見方，多様な見解を理解し調整する力を身につけ，リーガルマインドをもった市民となってほ

しいと考えています。ゼミナールは，基本的な文献の講読や判例研究が中心になります。新型コロナの感染状況にもよりますが，裁判傍聴等も行い

たいと思います。

授業の内容

　前期は，対象を民法だけに限定せず，身近な事件，歴史的に重要な事件に接して，裁判制度一般について学び，「法」が社会でどのような役割を果

たしているかについて考えます。後期は，民法上の重要な条文や最高裁判例を理解し，法の適用や法解釈の手法を身につけてもらいます。なお，2 年

次ゼミ生は，民法Ａ・民法Ｂの 2 科目の履修がゼミナール参加の必須条件になります。

　2 年次までに学んだことを活かしつつ，事例問題への取り組み等を通じて，判例や学説の状況，制度上の問題点などについての理解を深めます。ま

た，4 年次の卒論執筆の準備として，各自が関心を持ったテーマについて，1 万字程度のレポートを執筆してもらいます。学修の成果を活かし，下級

生に事例問題を出題し，下級生の解答にコメントや助言を行う機会も設けます。

　ゼミ 3・4 終了までに各自が選んだテーマをより深く掘り下げ，論文を執筆します。指導は通常のゼミナールの形式に加えて個別でも行いますが，

中間報告は下級生へのプレゼンの形で実施します。

ゼミナール1・2

ゼミナール3・4

卒業論文
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研究テーマ 〉〉
イギリス帝国史， 
ヨーロッパ社会史

准　教　授 〉〉 竹内　真人　たけうち　まひと

担 当 科 目 〉〉 国際商業史Ａ・Ｂ，近代経済史Ａ・Ｂ

授業のねらい
　現代世界をグローバルかつ歴史的観点から総合的に理解する上で，イギリスや他のヨーロッパ諸国が果たした役割を考察することは極めて重要である。このゼ

ミナールでは，イギリス帝国史やヨーロッパ社会史に関する知識の習得を通じて，歴史的観点から現代世界を総合的に理解する視座を養うことを目的としている。

授業の内容
　本ゼミナールの研究対象はイギリス帝国史およびヨーロッパ社会史であるが，その考察領域は商業史や経済史だけでなく政治史や文化史などを含

んでおり極めて多様である。本ゼミナールでは，学生の知的関心や現代世界の諸問題を考慮しながら，共同研究や卒業論文の指導を行っていく。

　ゼミナール 1・2（2 年生対象）では，まずレジュメ作成や研究報告の仕方を学ぶ目的で，前期にイギリス帝国史やヨーロッパ社会史に関する基礎

的な日本語文献を輪読し，議論する。また，それと並行して書評の作成を行う。後期には，イギリス帝国史やヨーロッパ社会史に関する共通テーマ

を設定し，日本語文献や英語文献の報告と討論を開始する。

　ゼミナール 3・4（3 年生対象）では，ゼミナール 1・2 に引き続き，前期に日本語文献や英語文献の報告と討論を行い，書評を作成する。また，そ

れと並行して卒論のテーマ設定と文献収集を行う。夏休み明けには卒論テーマに関する文献リストと研究史整理を含むエッセイを各自提出する。後

期には，個別研究指導に基づき，卒論の中間報告を行い，卒論構成を決定する。

　卒業論文はゼミナールでの研究の集大成である。4 年生は主に個別研究を行う。3 年次に決めた構成に基づいて卒業論文を執筆・完成していく。最

終的には卒論発表会も行う。卒業論文のテーマは，学生自身の関心を重視し，必ずしもイギリス帝国史やヨーロッパ社会史に限定しない。

　通常のゼミ活動の他に，2 泊 3 日の夏合宿や懇親会などを予定している。

ゼミナール1・2

ゼミナール3・4

卒業論文

その他

主な研究業績など
●竹内真人「アフリカ銃貿易とブリュッセル会議」（1889～90 年）―ソールズベリー首相はなぜ銃貿易規制を推進したのか―」榎本珠良編

著『国際政治史における軍縮と軍備管理―19 世紀から現代まで―』日本経済評論社，2017 年，39-69 頁。

●竹内真人「宗教と帝国の関係史―福音主義と自由主義的帝国主義―」『社会経済史学』80 巻 4 号，2015 年 2 月，37-52 頁。

●竹内真人「イギリス帝国主義と武器＝労働交易」横井勝彦・小野塚知二編著『軍拡と武器移転の世界史―兵器はなぜ容易に広まったのか―』

日本経済評論社，2012 年，75-108 頁。

●MahitoTakeuchi,Imperfect Machinery? Missions, Imperial Authority, and the Pacific Labour Trade, c. 1875-1901（Saarbrücken，Germany:VDMVerlag,2009）
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研究テーマ 〉〉
グローバルに探る 
国際経済・国際ビジネス

教　　　授 〉〉 張　喬森　ちょう　きょうしん

担 当 科 目 〉〉 国際経済学１・２

授業のねらい
　国際経済・国際ビジネスに関連する知識を学び，世界経済及びグローバルビジネスに対する思考と問題解決能力を習得する。また，将来，国際社

会の変化に対応していくだけでなく，貢献できる人材・リーダーを養成することである。

授業の内容

　・学生自身が主体的に考え，論理的に思考を展開できる姿勢を学ぶ。

　・報告書の作成やプレゼンテーションなどのコミュニケーション手法を身につけ，自分の考えを相手に伝える能力を養う。

　・具体的な方法としては，国際経済・国際ビジネスに関する資料を精読し，国内外ビジネスを取り巻くダイナミックな国際経済を分析できる基礎

固めを行う。また，様々な側面から，その諸事象を観察し，分析・判断を行う。

　・国際経済や国際ビジネスに関する重要文献を輪読および最新の資料・データを用い，発表，討論を通して，分析を行い，基礎力を高める。

　・具体的な方法として，個々人が活発に発想を展開させ，卒論テーマの方向性を探求し，発表を行っていく。

　・各々が設定したテーマを発展させ，問題提起及び文献研究を進めていく。

　・ゼミにおいて報告・討論を行い，中間報告及び卒論の章立てを提出する。

　・ゼミナール 3・4 で立てた論文の章立てに沿って，自ら論文の執筆を完成させる。

　・国際経済・国際ビジネスの現象・問題関心に基づき，概念モデル（ConceptualModel）を発展させ，仮説を立てていく。

　・実証研究や事例研究を行い，研究結果を報告し，卒業論文を完成させる。

ゼミナール1・2

ゼミナール3・4

卒業論文

主な研究業績など
1．“ToBeorNottoBe?IncentivePolicy:ImpactsonInwardFDIBehaviors”,NihonUniversityJournalofBusiness,Vol.86,No.2,pp.1-22,Sept.2016.

2．“JapaneseServiceFirms’LocationStrategiesinChina”,JournalofConsumptionResearch,No.5,pp.131-144,June,2016.

3．“EconomicIntegrationandIncomeDistribution:China-TaiwanContext”,JournalofConsumptionResearch,No.4,pp.24-37,June,2015.

4．中台経済統合：政治的対立の中での深まる相互経済依存（1988-2008）商学集志 80（3-4）pp.13-32，2012 年 3 月。
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研究テーマ 〉〉
少子高齢社会の諸問題
～学際的アプローチ～

教　　　授 〉〉 塚田　典子　つかだ　のりこ

担 当 科 目 〉〉 特）少子高齢社会論，社会保障論１・２

授業のねらい
　わが国の高齢化率は，2020 年の敬老の日に 28.7％と発表されました。留まることを知らない少子化も影響して，わが国は超少子高齢社会へと突き

進んでいます。将来，皆さんがどの業界のビジネスに関わろうとも，少子高齢社会の問題と切り離して物事が議論されることはないでしょう。本ゼ

ミナールでは，人口動態の変化を学んで少子高齢社会の実態を理解し，この人類未踏の超高齢社会に対する関心を高め，様々な視点で社会を見抜け

るようになることをねらいとしています。同時に，各自が関心を寄せる少子高齢社会に関する研究テーマに沿って研究を能動的に進め，1 つの研究論

文を書き上げるという一連の研究過程を経験していく中で，先行文献レビューの意義やその実際，課題や仮説の設定，課題解決に迫る研究手法やデー

タ収集・分析に関する基礎的な知識や技能の習得，そして，論理的思考・展開力や物事を最後までやり遂げる遂行能力の向上も目指しています。また，

まとめた研究成果を実際に発表する機会を通して，どの業界でも必要とされるプレゼンテーション能力を高めたり，諸ゼミ活動の中で人的ネットワー

クを構築する力を身につけたりすることも期待しています。一言でいうと，「欲張り」なゼミナールです。

授業の内容

　ゼミナール１・２（2 年生対象）では，少子高齢社会に関する講義や輪読，3 年生による後輩へのプレゼンを通して，人口動態や少子高齢社会の実

態を学びます。また，研究の基礎を学びます。ゼミナール 3・4 では，次年度の卒業論文を意識しながら，各自が関心を寄せる少子高齢社会に関する研

究テーマに沿って先行研究レビューを能動的に進めます。また，具体的な研究方法を理解し，関連技能を修得します。そして，最終的には，次年度に向

けた卒業論文の研究計画を立てることを目標とします。

　ゼミナール 3・4 終了時までに作成した研究計画書に従って，4 年間の集大成として，データを集め，卒業論文を執筆していきます。秋の図書館で

のポスターコンペティションにも参加します。基本的に，指導は個別指導となります。

　課外イベントとして，歓迎会や忘年会，夏には視察研修（福祉／医療施設・企業等）や外部の招聘講師による講演等を企画しています。第五期ゼ

ミ生 10 名，第六期ゼミ生 7 名，そして第七期ゼミ生 5 名の合計 22 名と共に，充実したゼミに育てていきたいと考えています！（写真左：七期生新歓；

中：新歓；右：レクレーション）

ゼミナール1・2・3・4

卒業論文

その他

主な研究業績など
●Tsukada,N.,ANewEraforPoliciesforCareWorkersinJapan:CurrentStatusandFutureDirections, inO.Komazawa,andY.Saito（eds.）,

Coping with Rapid Population Ageing in Asia.Jakarta:ERIA,pp.85-95.（2021）●TheNeedforForeignLTCWorkersinJapan.InF.J.Whittington,

S.R.Kunkel&K.D.Medeiros（Eds.）Global Aging: Comparative Perspectives on Aging and the Life Course, 2nd Edition.pp.215 - 217 ,Springer

PublishingCompany,NewYork,USA.（2019）●「施設長の外国人介護労働者受入れ意識に関連する要因研究—介護保険 3 施設を対象とした

全国調査を基に―」『社会福祉学』Vol.59,No.2,pp.92-106.（2018）●（以上全て単著），その他。★ GSA（米国老年学会）年次大会で，1995 年

から 27 年間継続して発表。
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研究テーマ 〉〉 マーケティング

准　教　授 〉〉 戸田　裕美子　とだ　ゆみこ

担 当 科 目 〉〉 Marketing，戦略マーケティング論１・２

授業のねらい
　本ゼミナールでは，以下のようなテーマで研究を行います。

　・マーケティングの思想や理論がどのように発展してきたかを分析する「マーケティング学説史」

　・企業がどのようにマーケティング実践を進化させてきたかを分析する「マーケティング実践史」

授業の内容

　【前期】・個別企業のマーケティング実践例をもとに，2，3 年生の合同チームでケース・スタディを行います。

　　　　・現代のマーケティング理論をテーマに，2，3 年生の合同チームで研究プロジェクトを行います。

　【後期】・インゼミ大会での発表にむけて，2 年生は共同で論文を執筆します。

　　　　・インゼミ大会の後，2 年生は各自興味のあるテーマを選んで小論文（約 12,000 字）を執筆します。

　　　　・3 年生は卒業論文のテーマを決め，研究構想を立てて 4 年生の卒業論文の執筆に向けた基礎固めをします。

　各自，興味のあるテーマを選択し，卒業論文の執筆を行います。卒業までにゼミナール活動の集大成として卒業論文を完成させます。

　小売業のプライベート・ブランド戦略，東京ディズニーランドの企業戦略，広告業界のマーケティング，デジタル時代における音楽産業のマーケティ

ング戦略，アパレル業界のマーケティング戦略，観光産業におけるマーケティング，エンターテイメント産業のマーケティング戦略，スポーツ産業

のマーケティング戦略，農業ビジネスとマーケティング，CSR マーケティング　他多数。

・夏合宿では，ビジネスゲームやケース・スタディ，論文発表など，多様なプログラムで学習します。

・春合宿では，4 月からのスタートアップをスムーズにするために新入生を交えた懇親会を行うとともに，マーケティングの基礎の予習を中心とした

勉強会を行います。

・毎年 10 月下旬に，卒業生と現役生の交流を目的とした OBOG 会を開催しています。

ゼミナール1・2・3・4

卒業論文

小論文および卒業論文のテーマ例

その他

主な研究業績
●戸田裕美子（2018）「堤清二の流通産業論と消費社会批判」『社会科学論集』埼玉大学経済学会，第 154 号，6 月，pp.15-44.

●戸田裕美子（2017）「交換・制度変化・マーケティング」堀越比呂志・松尾洋治編著，KMS 研究会監修『マーケティング理論の焦点』中央

経済社，pp.184-215.

●Toda,Yumiko（2016）‘MarketinginJapan’,inCompaniontoMarketingHistory,editedbyJones,B.andTadjewski,M.,Routledge,pp.407-418.
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研究テーマ 〉〉 金融史

教　　　授 〉〉 S.J.バイスウェイ

担 当 科 目 〉〉 Finance，金融史，マネー論

授業のねらい
　本ゼミナールは金融の基本・基礎を学習しながら，金融の歴史を考察することである。

授業の内容

　本ゼミナールは日本および世界の金融事情や出来事について，次の内容を取り扱う。

　＊幕末・維新以降の金融および貨幣の事情

　＊明治における金本位制の確立

　＊アジアにおける金融および財政の近代化

　＊日英金融の協力関係，また日豪間の金貿易

　＊大日本帝国政府の公債・市債・社債の発行

　＊明治・大正・昭和初期における直接投資

　＊戦敗以降の外資系企業の提携：合弁事業とフランチャイズ式のチェーン店

　＊「ビッグ・バン」における金融改革とこれからの日本経済および金融

　これらを学習しながら，日本および世界の事例を通じて，歴史における金融の成長および発展を考察してみる。

　4 年生は，最も関心を持つ研究テーマを選び，自らの研究を通じて卒業論文を執筆する。

　人生を旅にたとえると「入学」や「卒業」は，これらのピンポイントの時点にあるのではなく，むしろ各々の人生の目標にいたるまでの長い旅の

なかでの自己探求，すなわちみずからの精神や知識や知恵を探し求める過程こそが大切なのであり，大学にかかわる者は教える者も学ぶ者もこのこ

とを重視すべきであると考える。自分がおかれている状況や，自己に対して問い質してみることは決して簡単なことではないが，それに勇敢に立ち

向かう過程が重要である。その過程は旅である。私は人生の旅を楽しみながら，そのときどきの出会いと別れに感謝し，そして何よりも今，皆さん

と共に過ごしている時間を有意義なものにしたいと願っている。

ゼミナール1・2・3・4

卒業論文

主な研究業績など
●S.J.バイスウェイ『日本経済と外国資本：1858-1939』（刀水書房，2005）。

●S.J.Bytheway,Investing Japan: Foreign Capital, Monetary Standards, and Economic Development, 1859-2011,（Cambridge:HarvardUniversityAsiaCenter,2014）.

●S.J.BythewayandM.Metzler,Central Banks and Gold: How Tokyo, London, and New York Shaped the Modern World,（Ithaca:CornellUniversityPress,2016）.

●S.J.バイスウェイ『和魂外資：外資系の投資と企業史および特殊会社の発達史，1859-2018』（刀水書房，2019）。
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研究テーマ 〉〉 金融論の基礎

教　　　授 〉〉 長谷川　勉　はせがわ　つとむ

担 当 科 目 〉〉 金融機関論１・２，金融入門

授業のねらい
　金融論の研究を通じて，経済，社会を見る眼を養成することを目的としています。眼とは，すなわち，流転する物事を考える力であり，大学特に

ゼミナールにおいて，幅広い研究からはじめて習得できると考えています。

　また，絶え間ない学習を通じて，すべてのことに対して粘り強く対応する精神を身につけさせることにも眼目をおいています。

授業の内容

　本ゼミナールは，基本的に学年を問わず以下のカリキュラムに沿って学習・研究することとなっています。

　1．輪読：決められた金融論のテキストに沿って，各々で要約という形で予習を行い，互いに発表し，疑問，質問をだしながらゼミナールを進めて

いきます。

　2．自宅学習：上記の予習に加えて，自宅で，金融論ないしは経済学の基本となる書籍を要約し，ノートを作成していく作業を毎日の勉強として課

しています。

　3．読書：一週間に一冊のペースで，文庫ないしは新書を読書し，それらを文にまとめておくことも課題となっています。

　4．夏季フィールドワーク調査：都内の金融機関と連携し，取引先企業にインタビュー調査・アンケート調査を行い，それらを報告書にまとめる調

査活動を行っています。

　5．証券取引所等金融にかかわる施設の見学およびレクチャーの受講を行っています。

　6．長期休業中においては，フィールド調査に加えて，課題レポートの作成，読書等の勉強を行うようカリキュラムが組まれています。

　以上のように，一年間を通じて常に「読む」「考える」「書く」という作業を行うことを目指しており，そのことによって，いつでも経済社会にお

いて発生する事象について「何故」という疑問をもてることを主眼としています。また，それらの疑問に基づき，解決へと至る能力を開発すること

も併せて目的としています。

ゼミナール1・2・3・4・卒業論文

主な研究業績など
●長谷川勉『協同組織金融の形成と動態』　●長谷川勉『21 世紀の信用組合』　●長谷川勉　他（共著）『なぜいま信金信祖か』

●長谷川勉　他（共著）『資本とは何か』
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研究テーマ 〉〉
体験消費と 
アート・マーケティング

准　教　授 〉〉 堀田　治　ほった　おさむ

担 当 科 目 〉〉 マーケティング･リサーチ，消費者行動論

授業のねらい
　「コト消費」や「トキ消費」と言われる体験型の消費が注目されています。モノづくりでもなく，受動的なサービス受容でもないこの「体験消費」を，

コンサートや舞台芸術といったアート鑑賞を起点として消費者行動研究のアプローチで解明していくゼミナールです。その学びのなかで体験消費に

おける消費者心理の理解，質的なことを定量的に分析する手法，体験消費の構築やマーケティングを研究・習得します。

授業の内容
　「体験消費」とは，製品やブランドの所有ではなく，個人にとって大切な場所や体験，仲間との活動の共有など「体験することそのもの」が目的と

なるような消費です。例えば映画や文学の舞台を訪れる「聖地巡礼」，登山やダイビングといったアウトドア，稽古事や職人体験，ライブや音楽フェ

スティバル，舞台芸術やアート体験，スポーツ観戦・実戦などが挙げられます。共通点は夢中になれる対象や世界観を追い求める点，ときに社会的

つながりも楽しむ点です。興味のきっかけの敷居は低いにもかかわらず，その後の消費は能動的に長く太く続くのも特徴です。

　はじめに古典的な舞台芸術に触れ，アートやその消費への理解を深めます。これを起点に体験消費における消費者行動やマーケティングの共通項

を見出していきます。後半では研究調査の方法論を学び，インゼミへの参加，グループ論文の執筆も予定しています。

　文献の輪読を進めながら調査研究を行い，卒業論文の原型となる論文をチームで執筆します。この他，劇場体験も積める機会を探っていますが，

メンバー構成とゼミ生の希望，社会状況を見ながら進めていきます。

　体験消費に関わるテーマで，消費者に着目したもの，および経営主体からみた体験消費の組み立てやマーケティングなど，新しい内容に挑戦して

もらう予定です。

　質的，量的の両側面からマーケティング・リサーチを行うことにより体験消費を捉え，そのマーケティングを研究します。消費者行動論を軸に，

理論および分析レパートリーの拡大，ディスカッション，プレゼンテーション力や文章力の向上を目指します。

ゼミナール1・2

ゼミナール3・4

卒業論文

主な研究業績など
「体験消費による新たな関与研究の視点－認知構造と活性状態への分離－」2017 年 6 月『マーケティングジャーナル』第 145 号pp.101-123.

「知識と記憶が導く舞台芸術鑑賞者の心理変容」2018 年 3 月『アートマネジメント研究』第 17・18 合併号pp.35-49.

「消費者知識の構成要素と測定法－マーケティングリサーチの指針として－」2019 年 10 月『南山経営研究』第 34 巻第 2 号pp.111-139.
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研究テーマ 〉〉

国際経済と日本経済の諸問題
日本あるいは世界でのモノ・おカネ・ 
ヒトの流れを知ろう。

教　　　授 〉〉 松原　聖　まつばら　きよし

担 当 科 目 〉〉 貿易論１・２

授業のねらい
　1．（日本経済）新聞や経済誌の記事を読み，新聞の読み方や経済学的思考を身につける。

　2．レポートの書き方，プレゼンテーションの仕方など，大学生活の基礎を身につける。

　3．学内外でのインゼミ（他のゼミとの研究発表，討論の機会）で研究 ･ 発表 ･ 討論を行う。

　4．英語の文献に慣れる。

　5．ゼミ生の交流を活発にし，楽しい大学生活の一助とする。

授業の内容

　2 年生のゼミでは日本経済新聞（日経）のゼミ当日の記事を全員で議論します。議論の内容は

　・日経各欄の内容を把握する

　・記事で扱っている事柄を理解する（例．日本政府の経済政策）

　・当該あるいは他の企業・経済主体は，なぜそのような行動をとったのかを議論する

　・何の市場の何が問題になっているか。関連する市場は何かを議論する

などです。それ以外の記事，特に英字新聞や英語の経済誌の記事も扱う予定です。

　レポートの書き方，プレゼンテーションの仕方，ディスカッションの仕方といった大学・社会人生活の基礎となるスキルは，2・3・4 年すべてのゼ

ミにおける課題・実践を通じて指導していく予定です。

　2 年生のゼミではテーマ別のグループに分かれて，他大学とのインゼミ（11 月）での発表および質疑応答を行います。3 年生のゼミでもテーマ別

のグループに分かれて，他大学とのインゼミをより高度な内容で行う予定です。

　この他，2・3 年生のゼミでは国際経済・国際貿易に関する入門書（貿易論 2 の教科書です）を輪読します（テキスト：清水順子ほか『徹底解説　

国際金融　理論から実践まで』日本評論社，2016年）。4 年生のゼミではそれまでに学んだことを生かして各自自由なテーマで卒業論文の作成を行い

ます（例．自分が就職する業界について）。通常の講義期間のゼミ以外に，夏休みにゼミ合宿を行う予定です。

ゼミナール1・2・3・4・卒業論文

主な研究業績など
経済学の修士号を一橋大学で，博士号をアメリカ・オハイオ州立大学で取得しました。専門は国際経済学で，特に日本企業の海外生産活動

に関心を持って研究をしています。日大商学部ではゼミナールの他に，「貿易論」を担当しています。貿易論では日本を含めた世界各国の対

外的取引に関する様々なトピックを講義しています。
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研究テーマ 〉〉
ユーザー・イノベーション
～売れる商品と儲けるしくみの研究～

教　　　授 〉〉 水野　学　みずの　まなぶ

担 当 科 目 〉〉 流通システムＡ・Ｂ

授業のねらい
　このゼミでは，①ユーザー・イノベーション，マーケティング，ビジネスモデルの「3 つの理論」と，②学外ビジネスコンテストや産学連携活動を

通じた「実践的応用力」を習得することで，③新しい商品やビジネスモデルを生み出せる「型破り」の人材を養成していきます。

授業の内容
　「型があるから型破り，型がなければ単なる形なし」という言葉があります。世の中を変えていく型破りな人材となるために，まずは基本となる理

論やスキルの学修と，それを越えていくための実践的プロジェクト活動の二本柱で授業をおこないます。

　この基本方針のもと，ゼミナール 1 ～ 4 では 2 年生と 3 年生が合同で，テキストの輪読（理論）や対戦型プレゼン（スキル）を通じた「型固め学修」

と，産学連携プロジェクトによる「型破り活動」を同時におこないます。2021 年度は，4 つの企業（ワークマン，コロワイド，ミルヒ，oh 庭 ya）

からいただいた課題を，理論学修で得た知識と学生らしい視点やアイディア，そして企業の方々とのディスカッションによって解決していくことに

取り組んでいます。

　同時に，みなさんは日大の中で就職活動をするわけではありません。外部コンテストにも積極的に参加することで，自分たちの身につけた能力が

世の中でどのくらい通用するのかも試しています。2020 年度には商品開発系では日本最大級のインカレである「S カレ」において優勝。企画した商

品は，実際に大手ネット通販で発売され，あっという間に完売しました。また第 1 回 CCC 学生マーケティング研究会では，初代王者にも輝くなど，

大きな成果を上げています。

　各自，興味のあるテーマを選択し，そのテーマに関連する理論や先行研究を学ぶ「型固め研究」と，企業研究やアンケート調査などを通じて既存

研究の知見を越える何かを見つけるための「型破り研究」をおこない，その成果を論文として仕上げます。

ゼミナール1・2・3・4

卒業論文

主な研究業績など
●『１からのマーケティング第 4 版』，碩学舎，2020 年（共著）

●「リード・ユーザーとメーカーによる共創型製品開発－フィギュアスケーターによるフィギュアスケーターのための製品イノベーション－」

『マーケティングジャーナル』，2019 年（共著）

●「産業財における共創型製品開発：企業ユーザーイノベーターの探索法」『マーケティングジャーナル』，2017 年（単著）
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研究テーマ 〉〉 競争戦略とイノベーション

教　　　授 〉〉 安田　武彦　やすだ　たけひこ

担 当 科 目 〉〉 産業組織論Ａ，サービス経済論Ａ・Ｂ

授業のねらい
　本ゼミナールでは，競争戦略とイノベーションの経済理論，マーケティングや経営戦略の知識を習得し，企業の競争戦略やイノベーション戦略と

政府の産業競争力戦略や知的財産戦略などを関連させて，さまざまな問題を研究しています。この研究過程を通して，これからの知識杜会において

自ら問題を解明しうる能力を養うことを目的としています。

授業の内容

　ゼミナール 1・2 では，経済を分析するために必要となる基礎知識をまず身につけてもらいます。

　前期では，ミクロ経済学とイノベーション経営学の中級レベルのテキストを使用し，基礎理論の習得に重点をおきます。後期には，競争戦略論の

テキストを使用し，前期に学んだ知識の発展に努めます。それと並行してさまざまな経済及び社会問題を考察し，現実の経済・社会に関する理解を

深めていきます。

　この 1 年間で，基本的な物の見方をしっかりと身につけてもらいたいと思います。

　ゼミナール 3・4 では，ゼミナール 1・2 で身につけた知識をもとにして，日本経済及び世界経済のさまざまな問題を取り上げて考察しています。

経済のグローバル化と情報技術革新が進展する中で，日本及び各国政府がいかにして産業競争力を強化しようとしているのか，そして企業は国際競

争力をどのようにして高めようとしているのかを調査し，考察しています。

　今年度は，IT，ナノテク，バイオなどの新技術が産業に与えている影響やクリエイティブ産業などの新たなサービス産業などを取り上げ，知識基盤

経済への移行について考えていきます。この一年間で経済を中心に，社会，文化など幅広い知識を身につけてもらいます。そして 4 年次までに，さ

まざまな問題に対して自分の意見を論じられるようにします。

　卒論指導では，これまでにゼミナール 1・2・3・4 で学んできたことの中から，各自がもっとも関心を持ったテーマを選んでもらい，さらに深く研

究してもらいます。内容については個別に指導します。

ゼミナール1・2

ゼミナール3・4

卒業論文

主な研究業績など
主にサービス産業のイノベーションと戦略に関する研究を行っています。研究活動の一部を紹介しますと，現在，科学研究費補助金などに

よりアジアのクリエイティブ産業に関する研究を遂行しています。研究成果は国内外の学会で発表し，学術誌に掲載しています。また所属

する学会でも理事として国内外の学術交流の促進に力を注いでいます。
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研究テーマ 〉〉 現代の証券市場研究

准　教　授 〉〉 簗田　優　やなた　すぐる

担 当 科 目 〉〉 証券市場論１・２

授業のねらい
　ゼミナールで行う授業の狙いは，知識のインプットとアウトプットを繰り返し行う場を提供し，学習した知識を定着させることです。座学などで

脳にインプットした知識は，アウトプット ( ＝プレゼンや文章執筆のために活用 ) されることで意義を高めます。皆さんが講義や自習などで学んだこ

とを，将来実社会で活かすことができるようになるためにも，簗田ゼミナールでトレーニングを積んで欲しいと思います。

授業の内容

①簗田ゼミナールでは，証券市場論のエキスパートに成れるよう，広く深い学習を行います。ゼミ生には，証券会社をはじめとする金融機関で仕事

をしたり，みずから会社を経営したりする際に，知識的なアドバンテージを持って臨めるようになって欲しいと思います。

②学習内容ですが，証券市場論と言っても，実際はとても広い学問分野にまたがります。したがって，ゼミナール 1 と 2 では基礎的知識を確実に吸

収するため，教科書的な書籍を輪読したいと思います。そして，ゼミナール 3 と 4 では発展的知識を身につけるため，専門書を輪読したいと思い

ます。卒業論文では，各々の学問的関心に従って，テーマを決めて論文執筆をしてもらい，私が指導します。

③授業形式は，テーマごとに学生にプレゼンをしてもらい，その後に全体でのディスカッションを行う形式にしたいと思います。場合によってはグルー

プワークをしてもらうことも考えていますが，これについてはゼミ生達と相談して決めたいと思います。

④学生生活の充実と学生間交流の促進を図る目的で，ゼミ合宿や新入生歓迎会，追いコンなども積極的に行いたいと思います。ゼミ生の希望があれば，

企業や公的機関への訪問学習，日大や他大学の証券市場論・金融論関連ゼミとの交流も図りたいと思います。

⑤学問を通じた人間形成は，人生をとても豊かにしてくれると思います。大変なこともあるかも知れませんが，一緒に学び楽しみたいと思ってくれ

る学生たちのことを，心から待っています。

ゼミナール1・2・3・4・卒業論文

主な研究業績など
①著書

『証券化と住宅金融 - イギリスの経験 -』，2011 年 6 月，時潮社．※平成 24 年証券経済学会優秀賞

『イギリス住宅金融の新潮流』（斉藤美彦との共著），2010 年 6 月，時潮社．

②論文

「バルト三国のベンチャー・キャピタルと新興株式市場の現状と課題」，日本証券経済研究所『証研レポート』1722 号，2020 年 10 月．

「日銀のマイナス金利政策とヨーロッパ諸国の先行事例」，和歌山大学経済学会『研究年報』20 巻，2016 年 2 月．
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研究テーマ 〉〉 国際金融の研究

教　　　授 〉〉 山倉　和紀　やまくら　かずのり

担 当 科 目 〉〉 国際金融論１・２

授業のねらい
　近年，金融現象の世界化は着実にすすんでおり，国際金融の知識なくして世界経済はむろん日本経済の現実を理解することも，将来を展望するこ

ともできないでしょう。このゼミナールでは，国際金融の世界で生起しつつある諸問題を理論的・実証的に解明します。また，ゼミナールでのディ

スカッションや論文作成の過程をつうじて，理論と現実を結びつけながら論理展開できる能力の向上を目指します。

授業の内容

　金融のグローバル化の進展により，今日，国際金融をめぐる問題は多岐にわたっています。ゼミナール 1・2・3・4 では，いま国際金融の世界で起

こっているさまざまなトピックスを取り上げていきます。また個々のトピックスが，金融現象の世界化という大きな潮流とどう結びついているか，

それがどのような方向へ流れているのか，といったことについても考えます。ゼミ生同士で討論を行いながら理解を深めていきますが，こうした問

題を考えるさいの指針として，新しい文献・資料からだけでなく，古典的文献や先行研究からも積極的に学んでいきたいと考えています。それは，

国際金融問題の底に流れる経済の論理は先達によって研究され，その研究成果がすでに体系化されているからです。

　具体的な授業内容は，ゼミナール 1・2 では，週 2 回，本ゼミとサブゼミを行います。本ゼミでは金融に関する基本テキスト（前期）とより専門的

な文献（後期）を，サブゼミでは主にインゼミ大会にむけた研究や論文作成にあてられます。ゼミナール 3・4 では，共通課題として国際金融に関す

る輪読書の報告とディスカッションを行い，個別課題として各自の関心にしたがって選定した研究テーマについて論文を作成します。

　これまでのゼミナールでの学習により，ゼミ生がそれぞれの関心にしたがって研究テーマを決めているはずですので，各ゼミ生の論文作成段階に

応じた個別指導を行います。卒業論文完成後は，そのプレゼンテーションを行います。

ゼミナール1・2・3・4

卒業論文

主な研究業績など
●「アイルランド為替論争と小額鋳貨危機」（『商学集志』第 89 巻第 4 号，2020 年）

●「ローダーデールとアイルランド為替論争」（『商学集志』第 88 巻第 4 号，2019 年）

●『金融と経済』（共編，白桃書房，2017 年）

●「19 世紀初期の英愛為替関係と為替安定化政策論」（『商学集志』第 85 巻第 3 号，2015 年）

●「アイルランド為替論争におけるアイルランド銀行批判の含意」（『エール』第 34 号，2015 年）その他。
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研究テーマ 〉〉

現代経済学
―現代日本の雇用を働き手の視点で 
考える―

准　教　授 〉〉 山中　敏裕　やまなか　としひろ

担 当 科 目 〉〉 政治経済学Ａ・Ｂ，労働経済論１・２

授業のねらい
　資本主義経済の一般理論を学び，現代日本の雇用に焦点をあて，こんにちの社会のあり方と，そこでの人間の生活のあり方を経済学的に把握する

視点を養う。

授業の内容

　経済学の対象は，生産，分配，交換，消費という人間の経済的生活です。どんな人間も消費しなければ生きていけないので，だれもが消費という

経済的生活をしています。こんにちでは，一般に，消費されるものは，分配と交換を経て入手されるので，たいていの人は，分配と交換という経済

的生活をしています。生産には，すべての人が従事するわけではありませんが，すべての人が消費するものは，どこかで生産されているという意味で，

すべての人は直接的ないし間接的に生産にかかわっています。つまり，私たちは，日々，経済的生活にかかわり，経済的生活をしているわけです。

　こうした人間の経済的生活は，資本主義社会では資本主義に特有なあり方で営まれており，現代の日本では現代の日本資本主義に特有なあり方で

営まれています。こんにちの社会のあり方と，そこでの人間の生活のあり方を，経済学的に把握するには，資本主義経済の一般理論を基礎としながら，

特殊的諸理論をふまえることがもとめられます。資本主義経済の一般理論を基礎とすることにより，こんにちの経済現象がより深く認識される一方，

こんにちの諸現象への適用をつうじて資本主義経済の一般理論もまた研磨されます。

　ゼミナール 1・2 と 3・4 では，テキストにもとづくゼミ生の発表と，ゼミ生相互の討論を基本とします。卒業論文では，各自が，ゼミナール 1・2

と 3・4 をつうじて関心を持ったテーマについて，資料を収集し，それを検討し，適時，発表を行い，それにもとづくディスカッションを行います。

ゼミナール1・2・3・4・卒業論文

主な研究業績など
「雇用問題を根本からとらえる」，『経済』第 164 号，2009 年。

「経団連戦略にみる TPP，インフラ輸出と安保法制」，『経済』第 246 号，2016 年。

「第 4 篇　相対的剰余価値の生産（大特集『資本論』第 1 巻 150 年：資本主義を解く変革の理論）―（『資本論』第 1 巻を読む）」，『経済』

第 260 号，2017 年。

「財界意向と安倍『働き方改革』（特集徹底批判・安倍「働き方改革実行計画」）」，『労働総研クォータリー』第 107 号，2017 年。

「『資本論』の剰余価値論を読む」，『経済』第 296 号，2020 年。
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研究テーマ 〉〉
ICT（情報技術）を活用した
問題解決の研究

准　教　授 〉〉 東　るみ子　あずま　るみこ

担 当 科 目 〉〉 オペレーションズ･リサーチⅠ，プログラミング

授業のねらい
　人工知能（AI），IoT，仮想通貨など今世の中を動かし，変えようとしているテクノロジーが ICT 分野です。商学部で学ぶマーケティングや経営，会

計などでは，いまやコンピュータや ICT が必要不可欠です。現在社会では，コンピュータを単に使える人材でなく，情報の取捨選択や情報の加工，発

信，データ分析等，あらゆる ICT に関する専門知識や技術を備えた人材が求められています。

　そこで本ゼミナールでは，プレゼンテーションやグループでの研究課題を通して，ICT に関する知識を理解し活用するとともに，社会における様々

な問題・課題を発見し，客観的かつ科学的な分析，解決策を考えていきます。また，データ分析やプログラミングなどについても学ぶことで，問題

を分析する力，および創造する力を養い，自ら考え，情報発信できる能力を身に付けることを目標としています。

授業の内容

　ゼミナール 1 と 2 では，ICT（情報技術）に関する基礎知識を習得することをねらいとしています。ICT に関する用語や業界研究，応用事例などに

ついて調査し，分担で発表をしてもらいます。分担発表を通して効果的なプレゼンテーションのやり方や，ツールや IT 機器の活用法を身に付けても

らいます。またサブゼミを通して，プログラミングの基礎についても学習する予定です。

　後半では，グループまたは個人で ICT による社会問題の解決に向けた研究課題に取り組んでもらいます。

　パソコンを用いてデータを処理・分析する能力を身につけていきます。また，学外の研究発表会への参加にむけて，グループで研究課題を設定し，

調査・分析を行い，発表に向けて課題に取り組んでもらいます。ゼミナール 3・4 でも引き続きプログラミングの学習も行います。さらに，企業研究

のための企業見学や外部講師の方による講演会，情報技術関連の学外イベントへの参加なども積極的に行います。

　情報技術，ICT をキーワードに，各自の興味のある分野，関心のある社会問題と絡めて，研究論文を書いてもらいます。

ゼミナール1・2

ゼミナール3・4

卒業論文

主な研究業績など
●�“学習者からみた大学におけるデジタル教材の評価と課題”，日本 e-Learning 学会誌，Vol.�14,�2014.

●�“Development�of�a�Model�based�on�Evaluation�considering�Explicit�and�Implicit�Element�in�Multiple�Criteria�Decision�Making”,�Proceedings�

of�the�3rd�International�Conference�on�Operations�Research�and�Enterprise�Systems,�2014.

●�“期待効用を応用したリスク管理型 AHP”，電気学会論文誌 C，Vol.�129,�No.�6,�pp.�1123-1128,�2009.
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研究テーマ 〉〉 ファイナンス

教　　　授 〉〉 菅野　正泰　かんの　まさやす

担 当 科 目 〉〉 コーポレート・ファイナンス

授業のねらい
　本ゼミナールでは，金融・ファイナンスに関する諸課題を，理論の習得やデータ分析を通じて解決し，併せてプレゼンテーションスキルを養うこ
とを目標とします。

授業の内容

・��ゼミナール 1・2 では，ファイナンス基礎力を鍛えるために，ファイナンスや確率・統計学の専門書を講読しつつ，その定着化のために EXCEL 等に
よるデータ分析を行います。

・��ゼミナール 3・4 では，主に問題解決型学習（PBL）を志向し，課題毎に個人あるいはチーム編成をして進めます。取り扱う課題は，金融証券市場
分析，財務リスク分析，マネー& ライフプラニング，フィンテック，住宅ローン設計など様々で，その多くは金融・ファイナンス実務に直結します。
課題実施の大まかな流れは，課題の理解，情報・データ収集，データ分析，レポート・論文作成，プレゼンテーション，質疑応答，等であり，幅
広い知識・スキルが必要です。論理的思考や文章作成力が必要なのは言うに及ばず，統計分析や EXCEL 等の分析スキルも身に着けていきます。外
部コンペへの参加も課題の 1 つとして考慮します。

・��ファイナンスの基本的な知識を付けるために，ゼミナールと並行して「コーポレート・ファイナンス A・B」を受講することになります。ゼミナー
ル 1・2・3・4 の最終目標は，卒業論文を作成するための力を身に着けることです。

　卒論はゼミナール 3 年間の集大成です。ゼミナール 1・2・3・4 で培った知識・スキルを動員して，各自が決めたテーマで論文を仕上げます。

　【ゼミ合宿】実施可能な環境になったら，希望に応じて実施の有無を検討します。コロナ禍前の実績では，独
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

自にゼミ運営資金を確保し，
合
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

宿費の個人負担を軽減しました。（参考：2019 年夏合宿の負担額 1 人 3 千円）
　【就職先】メガバンクを始め，銀行，保険会社，証券会社など金融機関へ就職する学生が多いです。その他，メーカー，マスコミ等様々。
　【その他】金融機関へ就職希望する人，研究者・アナリスト・アクチュアリー（保険数理の専門家）など専門職を志向する人歓迎です。出口（就職）
でリベンジしたい人，応援します。

ゼミナール1・2・3・4

卒業論文

その他

主な研究業績など
京都大院修了�博士（経済学）。専門分野：ファイナンス，金融工学。大手金融機関等での実務経験 20 年。現在もメガバンク，保険会社等の
実務者にファイナンスを講義し，その累計受講者は数千人規模に達する。ファイナンス・リスク・保険系の基幹的な国際学会より，最優秀
論文賞を 2 度受賞し，アジア NO1 の座に輝く。
●��『発展コーポレート・ファイナンス』（創成社）2017 年
●��『入門　金融リスク資本と統合リスク管理　第 2 版』（きんざい）2014 年
●��Assessing�systemic�risk�using�interbank�exposures�in�the�global�banking�system,�Journal�of�Financial�Stability�20C,�105-130,�2015�（Elsevier）
●��The�network�structure�and�systemic�risk�in�the�global�Non-Life�insurance�market,� Insurance:�Mathematics�and�Economics�67C,�38-53,�

2015�（Elsevier）
●��Bank-insurer-firm�tripartite�interconnectedness�of�credit�risk�exposures�in�a�cross-shareholding�network�20,�273-303,�2018�（Springer）
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研究テーマ 〉〉
イノベーションを生み出す
組織マネジメント

准　教　授 〉〉 黒澤　壮史　くろさわ　まさし

担 当 科 目 〉〉 経営組織論１・２

授業のねらい
　昨今の感染症の問題はもちろんのこと，生産年齢人口の急激な減少や国際情勢の変化といった構造的な問題に伴い，日本の企業は大きな変革を迫

られています。将来を見通すことが困難な情勢の中で過去に成功したやり方が通用しなくなり，多くの企業が悩みを抱えながら試行錯誤していると

いうのが現代の企業社会です。

　そうした誰も模範解答を持たない社会状況の中で，「なぜ組織は変われないのか？」，「変化を望むなら何をするべきなのか？」といった観点から，

現代社会に必要な知識を様々な学問領域や実務的な観点から本格的に学んでいきます。

授業の内容
　2 年次：文献輪読　＋　外部のビジネスプランコンテストや企業連携プロジェクトなど（有志）

　基本的には文献の輪読を中心に展開します。イノベーション，経営組織，経営戦略など質の高い論文に絞って皆で輪読します。さらに，発表者や

討論者を設定して単に課題文献を読むだけでなく，「課題文献にどれだけ自分たちが調べたことを組み込んでプレゼンテーションの付加価値を高める

か」，「全体のためにどのような議題で何を議論すべきか」など学生の皆さんで考えるアウトプット志向の取り組みです。皆さんの活動は教員や先輩

がサポートしながら進めていきますので不安になることはありません。

　また，有志で外部のビジネスプランコンテストや企業との連携プロジェクトなどへの参加を推奨しています。強制ではないため，本当にやる気の

あるメンバーで取り組んでもらっています。

　3 年次：グループ論文の執筆　＋　外部のビジネスプランコンテストや企業連携プロジェクトなど（有志）

　論文の執筆は「自ら世の中に対する問いを立てて検証する」という，確実な将来が見通せないビジネスの世界において求められる能力が身につく

活動です。4 年次に個人で卒業論文を執筆することも考慮しながら，自ら問いを立てて検証し，論文として成果にしていくという一連の活動をグルー

プで進めてもらいます。

　また，外部との連携プロジェクトも有志で継続して取り組んでもらいます。

ゼミの運営について
　ゼミの運営にあたっては，「学問を通じて生涯の友を得る」という理念を掲げています。一生懸命に学ぶ中でこそ得られる「学ぶことの楽しさ」や「仲

間を得ること」を皆さんに残していきたいと考えています。

　また，運営指針として下記の内容を学生の皆さんに求めています。

　１：他者に対して敬意を持って接すること

　２：反論や議論をすることに躊躇しないこと

　３：ポジティブな雰囲気を心がけること

　共通する考え方は，「どうせ一生懸命やるなら良い雰囲気で」ということです。

皆さんの先輩にあたる学生さん達はそうした良い文化を築いてくれていますし，

そうした文化が受け継がれていくように私もサポートしていきます。

　ゼミ活動について質問があれば遠慮なく下記の連絡先まで連絡を下さい。学び

を深めたい学生の皆さんが少しでも関心を持ってもらえたら幸いです。

E-mail:�kurosawa.masashi@nihon-u.ac.jp

主な研究業績など
Kurosawa�M.�&�Udagawa,�M.�（2017）�Innovation�through�“Collaborative�Communities”�a�case�of�computer�security� in�Japan,�Academy�of�

Management�Annual�meetings.

黒澤壮史（2017）「イシューセリング行動における言説の戦略」，『経営論集』,�日本経営学会 .

黒澤壮史（2013）「戦略形成プロセスにおける政治的側面の再検討」，『経営行動研究年報』，pp.66-69.
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研究テーマ 〉〉 戦略経営とイノベーション

教　　　授 〉〉 児玉　充　こだま　みつる

担 当 科 目 〉〉 テクノロジー・マネジメント１・２，情報ネットワーク論Ａ・Ｂ

授業のねらい
イノベーションとはマーケティングや技術の知識のみでなく経営戦略，組織戦略，情報戦略など多岐におよぶ知識が必要となります。そこで本ゼ

ミナールでは専門書の講読やプレゼンテーションを通してコミュニケーション能力だけでなくロジ力ルシンキング（論理的思考）やクリエイティビ

ティ（創造力）を養い，個々人が社会に出た後でリーダーシップを発揮できるような人間力と実践力を修得することを目標としています。

授業の内容
　私自身がイノベーション，戦略経営，情報経営などの研究領域に関心があり，特に経営理論と実践との融合研究を推進しております。そこで本ゼ

ミナールでは企業経営のあり方について，イノベーションや戦略経営という視点から研究を行います。

企業におけるマーケティング，～開発～製造～販売～物流～サポートという一連のバリューチェーンとビジネスモデルを実際の現場で，構築・実

践していくための戦略的思考と行動パターンの習得を目的とします。イノベーション経営や知識経営を中心としたテキストの熟読を通して，ビジネ

スの企画立案，製品・サービス開発さらにはこれらを市場で実践していく上での基本的な思考と行動やリーダーシップを学びます。

　論理的思考と創造的思考を養うために，課題発見やアイデア創造に焦点を絞り，プレゼンテーションやブレインストーミングを中心に授業を進め

ます。また「ケースメソッド」や「ライブケース」により実践的経営の文脈に沿ったコンテンツを全員で考え議論していきます。

　企業経営をイノベーションと戦略経営の視点から分析・考察し卒業論文を作成します。

　年 2 回のゼミナール合宿（夏，春）と企業見学を実施します。

ゼミナール1・2

ゼミナール3・4

卒業論文

その他

主な研究業績など
NTT�と NTT�ドコモなどで新商品企画開発や社内ベンチャーに関わる業務に従事（21 年間）
国内外の著書（単著 / 編著）（21 冊）として，●「Managing�IT�for�Innovation:�Dynamic�Capabilities�and�Competitive�Advantage」（2021
年）（Routledge）�●「Developing�Holistic�Strategic�Management�in�the�Advanced�ICT�Era」（2019 年）（World�Scientific�Europe）　●「Sustainable�
Growth�Through�Strategic�Innovation」（2018 年）（Edward�Elgar）　●「Developing�Holistic�Leadership」（2017 年）（Emerald）　●「Collaborative�
Innovation」（2015 年）（Routledge）　●「Competing�Through�ICT�Capability」（2013 年）（Palgrave�Macmillan）●「知識創造のリーダーシッ
プ」（2012 年）（中央経済社）　●「バウンダリーチーム・イノベーション」（2010 年）（翔泳社）　●「Knowledge�Innovation」（2007 年）（Edward�
Elgar）　等，他　海外ジャーナル（Organization�Studies,� Journal�of�Management�Studies,�Long�Range�Planning,�Research-Technology�
Management,�Electronics�Letters�等）（主に Clarivate�Analytics:�SSCI/SCIE）に文系・理系分野を横断して 90 本以上の英語論文（全て査読付き）
を掲載，米国 R&D�100�Award�受賞（2003 年）
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研究テーマ 〉〉
経営管理
（経営戦略と組織デザイン）

教　　　授 〉〉 坂本　義和　さかもと　よしかず

担 当 科 目 〉〉 経営管理論Ａ・Ｂ，Management

授業のねらい
　「互いに学び合うことで日々成長する」という目標のもと，各メンバーが自ら学び，その学習成果を他のメンバーと分かち合うことで相互に学びあ

うことを目指します。具体的な研究対象としてはマネジメントや経営戦略など企業経営に関する諸々の事象を扱います。

授業の内容

　本ゼミ，サブゼミにおいて以下の様な活動を行ないます。

　��〈輪読〉当該分野の著作や論文をメンバー全員で読むことで，それぞれが基礎的なアカデミック・スキル（アカデミック・テキストの読み方，発表

の仕方，議論の仕方），基礎知識，基礎理論，思考方法などを獲得すること，そしてそこで得たものをメンバー間で共有し相互作用すること，を目

指します。

　��〈グループワーク〉グループ単位の共同研究として任意の題材について調査，研究を進め共同論文の作成を目指します。

　��〈対外活動〉作成した共同論文をベースに，商学部，他学部，他大学のゼミとの研究発表会や討論会に参加します。

　　・2 年生：2 大学 3 学部の 4 ゼミによる研究報告会に参加（2020 年度）

　　・3 年生：IB インカレ大会に参加（2020 年度）

　各メンバーが在学中に学んだ学識や問題意識をベースにテーマを定め，討論を重ねることで完成を目指します。

　��〈卒業論文報告会〉作成した卒業論文をベースに，ゼミ内報告会と他学部，他大学のゼミとの報告会での発表を行います。

　　・2 大学 3 学部の 3 ゼミによる卒業論文報告会に参加（2020 年度）

ゼミナール1・2・3・4

卒業論文

主な研究業績など
●��“Modular�Innovation�and�Diffusion�in�the�Bicycle�Industry:�the�Recent�Trajectory�of�Giant�Manufacturing“,�Proceedings�of�EAMSA�the�36th�

Annual�Conference,�2019

●��“New�Technology�and�Mass�Production�in�Bicycle�Industry�-Relationship�between�European�high�brand�companies,�Taiwan�OEM�companies�

and�Japanese�material�companies-“,�Proceedings�of�the�23rd�annual�EBHA�congress,�2019

●「ポスト「ポスト・チャンドラー」におけるビジブルハンド」『立教経済学研究』71 巻 4 号，2018 年

●�“How�should�managers�develop�and�utilize�dynamic�capability?�-From�the�viewpoint�of�managing�signals�from�members’�perceptions-”,�

Proceedings�of�EAMSA�the�32th�Annual�Conference,�2015
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研究テーマ 〉〉 現代企業経営の理論と実践

准　教　授 〉〉 柴田　明　しばた　あきら

担 当 科 目 〉〉 経営学説史

授業のねらい
　本ゼミナールは，現代企業経営に関する代表的な理論や学説の検討を通して，企業経営を分析的にとらえる力を養うとともに，現代の企業経営が

抱えるさまざまな問題に対して，理論的根拠に基づいた実践的問題解決策を提示することを目的とする。

授業の内容

　経営学の代表的な理論や学説の研究，現代企業経営の実態に関する文献の輪読，代表的な企業の分析，グループ研究など，多様な研究方法を通して，

卒業論文執筆に必要な理論的観点や分析能力，問題解決能力を養う。毎年テーマを設定し，テーマに沿った研究を行う。文献輪読に際しては，アクティ

ブラーニングの手法を用いたグループディスカッションを中心とする。グループ研究については，学内のインゼミ大会や他大学との合同ゼミナール

での発表を義務づける。

　ゼミナール 1・2・3・4 をふまえて，各自自由なテーマを設定し，論文を執筆する。

　ゼミ合宿を開催する予定である。また，ゼミナールは 1 コマ分を超えて行い，サブゼミを設定するなど，設定された時間割を超えて活動する可能

性があること，また合宿や他大学とのインゼミなどの課外活動に関して相応の費用がかかることを了承されたい。

ゼミナール1・2・3・4

卒業論文

注意点

主な研究業績など
●�『ドイツ・システム論的経営経済学の研究』（中央経済社，2013 年）

●�「ドイツの企業倫理」（吉村典久編著『ドイツ企業の統治と経営』中央経済社，2021 年）

●�「オルドヌンク倫理学と企業倫理実践―企業のルール形成・ルール啓蒙活動に焦点を当てて―」（経営哲学学会編『経営哲学』第 17 巻第

2 号，2020 年）

●�『経営経済学の歴史』（ギュンター・シャンツ著，深山明監訳，関野賢・小澤優子との共訳，中央経済社，2018 年）
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研究テーマ 〉〉 起業のマネジメント 経営戦略

教　　　授 〉〉 鈴木　正明　すずき　まさあき

担 当 科 目 〉〉 ベンチャー･ファイナンス，ベンチャービジネス論Ａ・Ｂ

授業のねらい
　「起業」「ベンチャー」「経営戦略」について学習します。

　起業に対する関心は今日高まっていますが，起業を実現し，さらに成功させるのは容易なことではありません。起業を「成功」させるためにはど

のようなマネジメントが必要なのかが主な研究テーマです。

　ゼミナールの目標は，専門知識の習得はもちろんのこと，社会に出たときに活躍するために必要とされる力を身につけることです。

授業の内容

　経営戦略に関する基礎知識を土台としてしっかりとまず身につけます。その後，起業に関して学習・研究していきます。具体的なテーマは起業家

の特性，起業するために必要な準備，「成功」する起業のマネジメントの特徴などです。また，ビジネスを通じて社会的な課題を解決していく「ソーシャ

ルビジネス」も近年では起業研究の重要なテーマとなっています。

ゼミナールは，基本的には，学生による文献の報告，コメント，議論という形で進めます。さらに，学んだ知識を現実の起業・企業に応用する課

題にグループで取り組んでいただきます。プレゼン力の向上を目的として，他大学との合同報告会など，研究成果を外部の人の前でプレゼンする機

会を設けていきます。

　文献研究と合わせて，ゼミ生の関心に合わせて，ビジネスプラン・コンテストにも挑戦したり，起業家へのインタビューや起業支援施設への訪問

などゼミ合宿（フィールドワーク）を行ったりしていきます。

　ゼミナールでは，専門知識を習得することとともに，情報収集・分析力や他人にわかりやすくプレゼンテーションする力，チームで働く力をはじめ，

社会に出て活躍するために必要な養成していきます。授業以外でも学生の皆さんといろいろなお話をし，良い関係をつくっていきたいと思います。

また，ゼミ生同士の交流も積極的に図っていきます。

　各自のテーマに基づき文献研究と調査を指導します。アウトラインの作成や論文の書き方などを全体で指導した後，論文のテーマや進捗状況など

を踏まえ主に個別で指導を行います。

ゼミナール1・2・3・4

卒業論文

主な研究業績など
　なぜ日本では起業家が少ないのか，そして「成功」する起業の特徴は何かなどについて研究しています。

書籍：『新規開業企業の軌跡』勁草書房，2012 年

書籍：『新規開業企業の成長と撤退』勁草書房，2007 年（共編著）

論文：「「新規開業パネル調査」にみる起業後のパフォーマンス」『企業家研究』2017 年

論文：「日本の起業活動の水準を高めるものは何か」『商工金融』2017 年
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研究テーマ 〉〉 企業倫理・企業の社会的責任

教　　　授 〉〉 鈴木　由紀子　すずき　ゆきこ

担 当 科 目 〉〉 企業倫理Ａ・Ｂ

授業のねらい
　本ゼミナールでは企業倫理（Business�Ethics）と，CSR と呼ばれる企業の社会的責任（Corporate�Social�Responsibility）の基本的な概念や理論を理

解することを通じて，現代企業のあり方について考えていきます。関連する事例のディスカッションなども行いながら，企業経営における倫理的な

意思決定とはどのようなものかについて理解を深めていきます。また，テキストとする文献のレジュメの作成や課題などの発表を通じてプレゼンテー

ション能力を高めていくことも目指します。

授業の内容

　近年では，CSR や環境問題への意識の高まりとともに，持続可能性（sustainability）や，「トリプル・ボトムライン（Triple�Bottom�Line）」という

言葉が注目されるようになっています。

　本ゼミナールでは，これらの概念の意味するところやその課題，さらに現実の企業経営にどのように展開されているかを，各企業の実態を踏まえ

て考察していきます。

　ゼミナール 1・2，3・4 は 2，3 年生合同で行ない，企業倫理や CSR に関する基本的または重要とされる文献を輪読し，現在の企業行動がもたらし

ている問題は何であり，それを是正するにはどのようにしたらよいかなどを，活発に討論しています。

　それと並行して，2 年生は夏休み前頃からインゼミ大会の論文作成に重点を置いていきます。

　3 年生は，これまで学んできたことをベースに卒業論文のテーマの設定をするために 3 年次終わり頃より，参考文献のリストアップを始めます。

　各人の問題意識を尊重して論文テーマを確定し，概要発表，中間報告，そして個別指導を行い，論文を完成させていきます。

　ゼミ行事として，課外授業として夏合宿や工場見学，また年に数回のコンパなどがあり，ゼミ生同士の親睦を深めています。

ゼミナール1・2・3・4

卒業論文

その他

主な研究業績など
鈴木由紀子（2018）「Positive�Deviance としてのハイブリッド型企業の可能性と課題」『商学集志』第 88 巻第 2 号

鈴木由紀子（2018）「市民社会と社会的企業」『比較経営研究』第 42 号

鈴木由紀子（2017）「ベネフィット・コーポレーションの展開と課題」『商学研究』第 33 号

鈴木由紀子（2014）��「企業の社会的責任の概念の変容と拡張」（真屋尚生編著『社会保護政策論：グローバル健康福祉社会への政策提言』第

4 章）慶應義塾大学出版会株式会社，pp.99-116
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研究テーマ 〉〉 経営戦略論および国際経営

教　　　授 〉〉 高井　透　たかい　とおる

担 当 科 目 〉〉 グローバル・マネジメント１・２

授業のねらい
　企業行動の分析手法および概念化の方法を習得することを狙いとしている。

授業の内容

　ゼミナール 1・2 では，研究調査の方法論を中心に指導する。そのため 2 年の前期は，方法論に関する書籍を中心に輪読していくことになる。後期

は，習得した方法論をベースに，実際の企業の戦略行動を多角的な視点から分析を行う。そのため，製造業からサービス業までと多用な事例研究を

行うことになる。事例研究の進め方は，事前に配布された企業の事例を各自が読み，その企業の戦略行動特性や課題などを議論を通じて明らかにし

ていくことになる。

　ゼミナール 3・4 では，研究テーマを決めて前期と後期で各一回報告してもらうことになる。研究テーマの報告を通じて，各自のプレゼンテーショ

ン力と論理の展開力を高めていくことを狙いとしている。

ゼミナール 3・4 のもう一つの狙いは，コンセプチュアルな思考を身につけてもらうことである。そのためには，まず戦略論の理論をしっかりと押

さえて，それをベースに事例を捉える必要がある。つまり，理論と事例の両方を常に視野に入れながら，分析する能力を身につけてもらう。

　4 年生は卒業論文の作成と同時に，2 年のサブゼミに参加し指導を行う。『ゼミナールの主要行事』7 月（夏休みのはじめ）に 2 年，3 年，4 年の合

同合宿を行う。

　2 年生は他大学と研究報告会を行う。

　3 年生はゼミ研究報告の関東大会および全国大会に参加する。

ゼミナール1・2

ゼミナール3・4

卒業論文

主な研究業績など
●高井透他�共編著『グローバル市場の創造』中央経済社 2008

●高井透『グローバル事業の創造』千倉出版，2007 年

●高井透「R&D�市場にビジネスチャンスを見いだす」『研究開発リーダー』pp.�27-32，2008 年 6 月

●高井透「環境要因を戦略的に活用する」『化学経済』pp.�78-83，2008 年 3 月�他
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研究テーマ 〉〉 アジアの次世代ビジネスモデル

教　　　授 〉〉 髙久保　豊　たかくぼ　ゆたか

担 当 科 目 〉〉 比較経営論１・２

授業のねらい
　当ゼミナールは，アジア・中国のビジネスを重点的な研究対象とします。メンバー同士の活発なディスカッションを通じて，21 世紀のリーダーと
して活躍する人材となることを目指します。
　米国と中国のライバル関係が激しさを増し，世界に与える影響が大きくなりつつあります。こうしたなか，中国におけるテクノロジーの発展とビ
ジネス・イノベーションに焦点を置き，その強みと問題点を掘り下げていくことを念頭に活動を進めます。
　懸賞論文への投稿，プレゼンテーション大会への出場，中国ビジネス研究を専門とする他大学ゼミとの討論ならびに交流会，砧祭での学術展示，
学会・外部団体主催の研究発表会での発表など，活動内容は盛りだくさんです。

授業の内容

　月曜 3・4 時限の 2 コマを連続してプログラムを組み，ゼミ入室 1 年目と 2 年目の学生に大学院マスター1 年生も加わり，共同研究を進めています。
令和３年度の共同研究は，チーム EVO（電気自動車企業の日中比較研究），チーム EXF（デジタルアパレルをめぐる日中比較研究），チーム With（中
国 EC ビジネスから得られる示唆）の 3 チームが結成されました。どのチームとも，学年・民族・性別などの違いを積極的に生かしたメンバーの編成
となっており，お互いに切磋琢磨しています。
　このゼミは，留学生比率の高さが特徴です。これまでの卒業生は 270 名を超え，出身地は日本，中国，台湾，韓国，マレーシア，ミャンマーなど
の国・地域に広がります。こうした特徴を生かし，異文化理解を大切にして魅力あるマネジメントのあり方を追究しています。
　令和２年度の共同研究は，①チーム MOP「日本モバイル決済発展の可能性：中国モバイル決済からの考察」，②チーム Robee「日米中ドローン産業
の発展とイノベーションの可能性」（＝日本日中関係学会第 9 回宮本賞の最優秀賞を受賞），③チーム COMAS「中国アニメ産業の成長要因を探る：日
米中韓の比較を通じて」，④チーム Avion「アジア LCC の経営戦略と地方空港の可能性」の 4 本でした。
　昨年末に関西と九州の中国研究ゼミと討論大会を企画し，交流を行いました。今年に入り，全労連の訪問と研究発表，ジェトロ・アジア経済研究
所第 11 回アジ研中国塾での研究報告，日本日中関係学会青年交流部会第 1 回定例会での研究発表を行い，メディアの取材を受けました。
　卒業論文は，毎週の発表・討論に加え，年度末に全学年合同の論文発表会を行います。
　入室に関心のある方は，以下をご参照ください。①高久保ゼミ HP ☞�http://takakubosemi.web.fc2.com/，② Google�Classroom「令４高久保ゼミナー
ル入室に関心のある方へ」クラスコード☞�km6jmy6

ゼミナール1・2・3・4・卒業論文

主な研究業績など　（ゼミ生執筆分：令和２年８月～令和３年７月）

●��日本勤労青少年団体協議会編（2020）『令和２年度�若者を考えるつどい 2020：第 33 回エッセイ入賞作品集』勤労青少年躍進会にエッセ
イ掲載（入選 1 名・奨励賞 2 名，単著）。

●��日中経済協会（2020）『日中経協ジャーナル』10 月号に論文掲載（院生 1 名，教員と共著）。
●��髙久保豊ゼミナール（2020）『砧アジアビジネス集志』第 11 号（＝ゼミ機関誌）を発刊。
●��SAM 日本チャプター編（2020）『立石信雄懸賞小論文コンクール～若い人たちの発想に期待して』に小論文掲載（第 5 回コンクール，審

査員特別賞 1 名・優秀賞 2 名，単著）。
●��日本大学大学院商学研究会（2021）『商学論叢』第 12 巻第 1 号に論文掲載（院生 1 名，単著）。
●��宮本雄二監修・日本日中関係学会編（2021）『中国でドローン産業が育つのはなぜか？―第 9 回宮本賞受賞論文集―』日本僑報社に論文

掲載（チーム Robee ＝学部生 7 名，共著）。
●��令和 2 年度の修士論文 5 本 ,�卒業論文 9 本。
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研究テーマ 〉〉 国際ビジネス研究

教　　　授 〉〉 高橋　意智郎　たかはし　いちろう

担 当 科 目 〉〉 企業形態論

授業のねらい
　今日，日本企業を初め様々な国の企業が国境を超えて複数の国で事業を展開する。これら国際企業は，世界のビジネス・シーンにおいて重要な役

割を果たし，常にビジネス・ジャーナリズムの注目を浴びている。本授業では，国際企業を対象にして，特にその戦略，組織，機能（生産・研究開発・

人事など）について理解を深めることを目的とする。その際に，理論と現象の両側面からの議論を通じて，履修者の論理的思考力を高めるようにし

たい。

授業の内容

　基本的には，国際ビジネス研究に関するテキストやビジネス・ケースを使った輪読・議論を行う。主なトピックとしては，日本企業の新興国での

事業展開，外資系企業の日本市場展開，多国籍企業の親会社と海外子会社の関係，多国籍企業のコーポレート・ガバナンスなどが挙げられる。

　これら以外の活動としては，ゼミ合宿，他大学との合同ゼミでのプレゼンテーション，ビジネス・コンテストへの参加，企業との連携によるアクティ

ブ・ラーニングなどを検討している。

　研究テーマを設定し，研究計画書を作成した後，卒業論文の執筆を行う。論文の分析方法として，事例分析と計量分析のうちどちらかを選択する

ことになるので，これらの分析方法の学習も必須である。

ゼミナール1・2・3・4

卒業論文

主な研究業績など
高橋意智郎（2018）「多国籍企業の海外直接投資の決定要因に関する理論の検討」『実践女子大学人間社会学部紀要』第 14 集，pp.77-96.

高橋意智郎（2017）��「多国籍企業の新興国投資とリアル・オプション－多国籍企業の戦略と組織の特性とリアル・オプション活用の関係－」

『実践女子大学人間社会学部紀要』第 13 集，pp.75-91.
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研究テーマ 〉〉
働くことに焦点を合わせた 
生涯キャリア発達

教　　　授 〉〉 武田　圭太　たけだ　けいた

担 当 科 目 〉〉 経営心理学１・２，キャリアデザイン入門

授業のねらい
　学校から仕事の世界へ移行すると，毎日の多くの時間を働くことに費やし，家庭生活とは別に仕事関係の人たちと過ごすことになります。職場集団・

組織で経験するさまざまな出来事は，喜怒哀楽の感情と相俟って人の情動，適性・能力，価値観，信念などに影響します。

　このゼミナールでは，働くことや働く職場での日常の諸経験にもとづいて，人の生涯にわたる変化について考えるための基本的な知識や学説を学び，

学卒後の職場生活や職業生涯への準備をしようと思います。

授業の内容

　ゼミナール 1・2 では，経営心理学，産業・組織心理学，生涯キャリア発達論，集団・組織行動論などの基礎概念や重要な学説を身につけることを

めざします。仕事や働くことにかかわる “あたりまえ” のことを，専門学術的な思考の枠組みでとらえ説明する論理になじんでほしいと思います。そ

のために，教科書を輪読し，その内容について議論するという方式で進めます。具体的には，教科書の担当する箇所を各人に割り当て，そこに書か

れてあることをレジュメにまとめて報告してもらいます。レジュメは，報告する当日，全員に配布してください。

　ゼミナール 3・4 では，ゼミナール 1・2 で学習した基礎概念や主要学説を活用し，自身が特に関心をもつ主題を選んで卒業研究とするための問題

意識を明確にすることを目標とします。研究法に関する文献や参考となる論文を輪読し，同時に，卒業研究について各自が報告し，その内容への疑

問や意見を交換して理解が深まるようにしたいと思います。卒業研究の報告内容については，適宜補足し関連する文献や資料などを紹介します。

　こうして読む・書く・聴く・話す演習を繰り返しながら，コミュニケーション力の質を高めていきたいと思います。

　卒業研究の主題は自由です。主題を明確に設定し，研究法を記した研究計画書を提出してもらいます。そのために，経験科学の研究法を学習する

ことになります。

ゼミナール1・2

ゼミナール3・4

卒業論文

主な研究業績など
「共感力で維持される企業主導型の事業所内保育サーヴィス」『商学集志』，2020，90（1）：89～110.

「在独日本人学生の知覚された特異な潜在性の規定因」『文学論叢』，2019，156：1～23.

「在米日本人学生の潜在性に関する構造分析」『文学論叢』，2018，155：23～49.

『“私” を選択する女性心理』学文社�2016 年

『採用と定着―日本企業の選抜・採用の実態と新入社員の職場適応―』白桃書房�2010 年

『ふるさとの誘因』学文社�2008 年

『生涯キャリア発達―職業生涯の転機と移行の連鎖―』日本労働研究機構�1993 年
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研究テーマ 〉〉 日韓企業のマネジメント研究

准　教　授 〉〉 周　炫宗　ちゅう　ひょんじょん

担 当 科 目 〉〉 経営管理論Ａ・Ｂ

授業のねらい
　本ゼミナールは，「多様性の尊重」をモットーに，メンバー全員の「出藍の誉れ（青は藍より出でて藍より青し）」を目指します。「多様性の尊重」

とは，互いの違いを認め合うことから始まり，各自の個性や才能を積極的に発揮し，日々切磋琢磨することで実りのある成果につながります。ゼミナー

ルを通して，メンバー同士の異なる価値観や考え方に楽しく触れ合える機会を提供しますので，人ひとりがグローバル時代における世界市民として

成長し，自ら自分の未来を開拓できることを願います。

授業の内容

　近年グローバル化の深化とパラダイムの変化によって，世界経済におけるアジア企業の存在感がますます高まっています。本ゼミナールでは，主

に日本と韓国の企業を対象に，経営に関するさまざまな事象について理論的アプローチと実践的アプローチとの両方面から考察していきます。特に，

本年度は「価値創造」をキーワードとし，日韓企業のビジネス・モデルにおける価値創造活動を学際的に取り上げます。

　ゼミナールの授業では，まず経営関連文献の輪読と発表・質疑応答などを通じて，アカデミックな知識涵養に努めます。並行して，個別またはグルー

プ・ワークによる日本企業（韓国企業）の事例分析を行い，今後の研究発表に備えます。

　なお，ゼミナール運営の詳細については，常に学生の希望や意見を反映することで，メンバー全員が自主性と責任感をもって参加できる環境をつ

くります。

　各自の企業経営における問題意識をベースに，論文のテーマを決めてもらい，適時発表と指導を重ねながら，完成していきます。

ゼミナール1・2・3・4

卒業論文

主な研究業績など
●「共創を促す組織の能力」『武蔵大学論集』68 巻 1 号，2021 年（十川廣國他共著）

●「イノベーション実現における外部資源活用に関する一考察：サムスン電子を事例として」『千葉経済論叢』61 巻，2019 年

●「組織学習と企業パフォーマンス：企業レベルデータによる実証分析」『工業経営研究』33 巻 1 号，2019 年（黒川太共著）

●「戦略的組織学習とホット・グループ」『三田商学研究』50 巻 3 号，2007 年
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研究テーマ 〉〉 環境問題と企業活動

教　　　授 〉〉 所　伸之　ところ　のぶゆき

担 当 科 目 〉〉 環境経営論

授業のねらい
　温暖化問題に象徴されるように地球環境問題は 21 世紀において人類が解決しなければならない最重要課題の 1 つである。企業活動においても今や

あらゆる部面において「環境への配慮」が求められており，それが企業評価の重要な指標となっている。

　本ゼミナールでは「地球環境保全時代における企業活動のあり方」を研究テーマに据え，様々な業界における企業の環境経営の実態を調べ，その

特徴や課題を検証している。エコノミーとエコロジーの調和した「環境経営のベストプラクティス」を研究することが本ゼミナールのねらいといえる。

授業の内容

　2 年次の前期は，環境経営や環境ビジネスについて書かれた基本的な文献を輪読し，一般的な知識の取得を図るとともに，レジュメの作成や報告を

通じてプレゼンテーションの仕方について学習する。後期はインゼミ大会参加に向けて，テーマ選定，チーム編成等の作業を経て課題の作成を行い，

何回かの中間報告を行った後，12 月のインゼミ大会に臨むことになる。

　3 年次ゼミナールは他大学とのゼミ討論会であるインナー大会への参加のための準備が中心となる。すでに 2 年次において学内でのゼミ討論会であ

るインゼミ大会に参加し，発表および討論についての経験を積んでおり，3 年次ではそれをさらにレベルアップし，他大学との討論会に臨むことにな

る。春から準備を始め，テーマ選定，チーム編成等の作業を経て，対戦相手との質問票交換，中間報告と準備を進め，11 月の大会に臨むことになる。

　学生諸君にとってはインナー大会への参加は非常に大きな刺激となっている。

　4 年次のゼミナールは卒業論文の作成が中心となる。本ゼミナールでは，16,000 字～20,000 字の分量で卒業論文を作成することが求められ，学生

諸君にとっては今までのレポート作成とは異なる次元で論文を書くことになる。テーマは「環境」に関連することという条件はつけるものの，基本

的に自らの関心事に沿ってテーマを選定することになる。卒業論文の指導は基本的に個別指導であり，学術論文の書き方についての基本的なルール，

参考文献の探し方等について指導を行うことになる。学生諸君にとってはインナー大会への参加は非常に大きな刺激となっている。

ゼミナール1・2

ゼミナール3・4

卒業論文

主な研究業績など
●�所伸之著『進化する環境経営』税務経理協会 2005 年

●鈴木幸毅，所伸之編著『環境経営学の扉―社会科学からのアプローチ』文眞堂 2008 年

●足立辰雄，所伸之編著『サステナビリティと経営学―共生社会を実現する環境経営』ミネルヴァ書房 2009 年

経

営

53



研究テーマ 〉〉
経営戦略の実行プロセス
（ビジネスモデルと組織イノベーション）

准　教　授 〉〉 中川　充　なかがわ　みつる

担 当 科 目 〉〉 経営戦略論Ａ・Ｂ，経営組織論Ａ・Ｂなど

授業のねらい
　ゼミナールおよび卒業論文のねらいは，大きく以下の 3 つです。

　①　書籍や論文の輪読を通じて，経営戦略の実行プロセス，特に，ビジネスモデルと組織イノベーションに関する基本的な知識を身につけます。

　②　それらの知識・理論を活用し，実際の企業活動について，グループや個人での活動を通じて調査・分析するための能力を身につけます。

　③　それに加えて，調査・分析から得られた知見を整理し，自身のことばで説明することができるようになることを目指します。

授業の内容

★経営戦略の実行プロセスに関する基本的な知識を身につける！

　われわれのゼミのテーマは，経営戦略の実行プロセスです。特に，ビジネスモデルと組織イノベーションに注目して学習します。企業がどのよう

に価値を生み出して，その価値を顧客の手に届けているのか。企業が行っている工夫や，成功の秘密について迫るためのポイントとはどのようなも

のなのかを学んでいきます。

★実際の企業活動を分析し，自身のことばで説明できるようになる！

　知識を身につけるだけでは，十分ではありません。身につけた知識を活用し，実際の企業活動について調べ，分析するための力を養うことも重要

です。また，調査・分析の結果を整理し，ゼミ生それぞれが自分のことばで説明するためのトレーニングも行います。アウトプットの機会としては，

各学年で他大学のゼミなどと合同で行う研究発表などに参加することができます。

★みんなで成長していく！

　何を学ぶかはもちろん重要ですが，どのように学ぶかも同じく大切だと思います。ゼミ生たちは，グループや個人で研究活動を行うのはもちろん

のこと，それ以外にも，係活動を通じて，それぞれが何らかの役割を担当しており，みんなで自分たちのゼミをより良くしていこうという気持ちを

共有してくれています。

ゼミナール1・2・3・4・卒業論文

主な研究業績など
●�「マネジメント・イノベーションの現状と課題」『商学集志』，90（1），pp.171-188，2020．

●�Japanese�management�styles:�To�change�or�not�to�change?�A�subsidiary�control�perspective.,�Journal of International Business and Economics,�

6（2）,�pp.1-17,�2018.

●�「新興国市場における流通チャネルの二重構造 - 文献検討と今後の研究課題」『日本経営学会誌』，第 41 巻，pp.40-51，2018，共著．など

論文多数．
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研究テーマ 〉〉 アプリケーションの設計と開発

准　教　授 〉〉 名児耶　富美子　なごや　ふみこ

担 当 科 目 〉〉 経営情報システム論，戦略情報システム論

主な研究業績など
●�Jinyun�Xue,�Fumiko�Nagoya,�Shaoying�Liu,�Zhenhua�Duan:�Structured�Object-Oriented�Formal�Language�and�Method�-�10th�International�

Workshop,�SOFL+MSVL�2020,�Singapore,�March�1,�2021,�Revised�Selected�Papers.�Lecture�Notes�in�Computer�Science�12723,�Springer�（2021）

●�Fumiko�Nagoya,�Shaoying�Liu:�Development�of�a�Web�Dictionary�System�Using�SOFL.�Wireless�Personal�Communications�94 ⑵ :�253-266,�

Springer�（2017）

●Fumiko�Nagoya,�Shaoying�Liu:�Development�of�a�web-based�conference�management�system�using�SOFL.�RACS�2015:�337-342,�ACM�（2015）

●�Shaoying�Liu,�Yuting�Chen,�Fumiko�Nagoya,�John�A.�McDermid:�Formal�Specification-Based�Inspection�for�Verification�of�Programs.� IEEE�

Trans.�Software�Eng.�38 ⑸ :�1100-1122,�IEEE�（2012）

授業のねらい
　ソフトウェアのシステム設計とアプリケーションの開発を通じて，「問題解決能力」と「コミュニケーション能力」を身につけることを目的とする。

オンラインでプレゼンテーションをする機会がビジネスで増えているため，オンラインプレゼンテーションで必要な技術を身につけ，相手から意見

を引き出すために必要なことを自ら体験することをめざす。プログラミングの経験は問わない。必要に応じて Python 等のプログラミングの学習方法

を説明する。

授業の内容

①文献を読んで，要点を整理して，他者に説明する。

②システム開発に必要な論理的な思考を身につける。

③グループで一つのプロジェクトを進める方法を実践する。

①指定されたコンテンツを作成する。

②ペーパー・プロトタイプの設計手法を身につける。

①アプリケーションの GUI や機能を設計する。

②自分のテーマにそって論文を作成する。

ゼミナール1・2

ゼミナール3・4

卒業論文

経
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研究テーマ 〉〉 日本の人的資源管理

教　　　授 〉〉 平澤　克彦　ひらさわ　かつひこ

担 当 科 目 〉〉 人的資源管理論Ａ・Ｂ

主な研究業績など
●�守屋・澤田・平澤編著『明日を生きるための人的資源管理入門』ミネルヴァ書房，近刊

●平澤克彦『企業共同決定制の成立史』千倉書房，2006 年

●木田・浪江・平澤・守屋編『変容期の企業と社会』八千代出版，2003 年

授業のねらい
　2014 年の就職活動は好転したといわれるものの，就職格差は依然として大きいものと思います。就職では「人間力」に象徴されるように人間の基

礎的な能力が問われています。このゼミでは，「人的資源管理」の書籍などを通じた学習にとどまらず，ビジネス・ゲームやビデオなどによる疑似体

験によって社会人としての基礎力とともに，経営学・人的資源管理論の基本的な知識の習得を目指します。

授業の内容

　わがゼミの課題は，社会人としての基本的な人間力の育成にあります。そのために経営学・人的資源管理論という窓から社会を読むこと，さらに

社会人として必要なプレゼンテーションやコミュニケーションなどの能力を高めることを目標にゼミを進めています。

　具体的には，経営学や労働問題などにかかわる問題を新聞やビデオ，書籍などを通じて取り上げ，それに対して自分の意見が言えるような訓練を

しています。最近では，さまざまな話題についてパワーポイントを使って発表してもらっています。また同じ学年の仲間や 2 年と 3 年との交流を図

りながら，コミュニケーション能力を高めるために，他己紹介や遭難ゲームなどのビジネス・ゲームを行っています。さらに最近の就職難を意識して，

自己分析などにも取り組んでいます。

　また就職をめぐる最近の状況を念頭に，産業界の人々との交流や，工場見学なども行っています。さらに「学生時代に打ち込んだこと」を念頭に，

2013 年度は高久保ゼミナールの有志とともに，国際的なコンファレンスで商学部をアピールするビデオをゼミの有志で作成しました。積極的にゼミ

に参加することを望んでおります。

ゼミナール1・2・3・4・卒業論文

経
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研究テーマ 〉〉
組織における 
人間のマネジメント

教　　　授 〉〉 平松　庸一　ひらまつ　よういち

担 当 科 目 〉〉 人的資源管理論Ａ・Ｂ

授業のねらい
　組織における人間のマネジメントを，現在進行中のさまざまな社会現象を考慮しながら共に議論し探求する。本ゼミでは，卒業論文作成に向けて，

社会科学研究方法論の作法をしっかりと修得する。

授業の内容

　現代的組織における人間に関連する社会現象の捉え方を学びつつ研究対象を明確にしていく。その後，ディベートを取り入れて他者の異質な考え

方を学びながら，自分の考えを他者に理解してもらうプレゼンテーション力を修得する。

　現代的組織における人間に関連するマネジメント上の問題を浮き彫りにする。ゼミナール 3・4 では，特に学的方法論を学びつつ，各人（or 各グルー

プ）が選定した人的資源管理上の問題を分析し，自分たちなりの解決策の導出まで行い，最後に発表大会を実施して研究成果を深める。

　ゼミナール 1・2・3・4 で修得した方法論及びそこでの経験を踏まえて，各人が到達した研究対象及び問題意識を明確化して，論文を完成していた

だきます。

【ゼミ生が取り組んでいる内容】

■パンデミックという社会現象に関して

　「感性マネジメント」「在宅ワークリテラシー」「音環境マネジメント」

■デジタルトランスフォーメーションという社会現象に関して

　「学校教育に及ぼす影響」「フィジカルとデジタルの融合からのライブ・エンターテインメント」「オンライン取引の変容と消費行動」

■変化する労働観という社会現象に関して

　「コミュニケーションと仕事効率」「笑いのメカニズムと競技漫才の進化」「スポーツにおける世界水準のチーム力の形成プロセス」「ヒューマン組

織のバーンアウト」「ワークライフバランスとジェンダー」

ゼミナール1・2

ゼミナール3・4

卒業論文

主な研究業績など
●��平松庸一「ソーシャル・イノベーションと P2M プログラムマネジメント～ “まなざし” からの価値創造プロセス～」国際 P2M 学会誌』

12 号，No.2,�pp.68～82（2018）.

●��平松庸一「社会的表象と構成する作用」国際戦略経営研究学会誌戦略経営ジャーナル』4 号，No.1,�pp.61～72（2015）.

●��平松庸一「ベンチャー成長の組織とゲートパス」（松田修一編著『日本のイノベーション―ベンチャーダイナミズム』第 3 章担当），

pp.59-79，白桃書房（2011）.

●��Yoichi�Hiramatsu,Possibilities�for�Strategic�Human�Resource�Management�under�Conditions�of�Dynamic�Organizational�Transformation,

Journal�of�Strategic�Management�Studies,�Vol.2,�No.1,�pp.39～44（2010）.

経
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研究テーマ 〉〉
中小企業経営と
地域経済の振興

准　教　授 〉〉 山本　篤民　やまもと　あつたみ

担 当 科 目 〉〉 中小企業経営論，アントルプルナーシップ論，中小企業論Ａ・Ｂ

主な研究業績など
●北島滋・山本篤民（2010）『中小企業研究入門』文化書房博文社

●山本篤民（2013）「地場産業産地の変容と発展課題」『中小企業季報』大阪経済大学中小企業・経営研究所　166 号

●山本篤民（2014）「地域経済を担う地場産業の中小企業」『経済』新日本出版社　No231

授業のねらい
　中小企業経営の発展の方策を理論的・実証的に研究する。また，中小企業が地域経済の活性化に果たす役割を探っていく。これらの課題に取り組

むにあたって，企業や業界団体，行政機関などを対象にインタビュー調査やアンケート調査をおこない，その調査手法も学んでいく。

授業の内容
　中小企業の経営や地域経済を学ぶためには，理論的な考察とともに現場に足をはこんで実態を把握することが不可欠である。理論的な考察にあたっ

ては，「中小企業論」をはじめ「地域経済学」や「経営学」などに関する文献を輪読し討論する。また，グループや個人の研究テーマにもとづいて調

査対象を選定し，インタビュー調査やアンケート調査を実施し実態の把握・分析をおこなう。

　⑴「中小企業論」等の文献研究

⑵インゼミ大会に向けたグループ研究

・文献研究および実態調査

　⑴「中小企業論」等の文献研究

⑵インナー大会に向けたグループ研究

・文献研究および実態調査

⑶卒業論文の作成のための準備

　各自のテーマにもとづいて文献研究と実態調査を実施

ゼミナール1・2

ゼミナール3・4

卒業論文

経

営

58

研究テーマ 〉〉
数理的手法に基づく情報の 
解析・活用に関する研究

准　教　授 〉〉 吉田　隆弘　よしだ　たかひろ

担 当 科 目 〉〉 情報システム分析論，情報システム設計論，コンピュータリテラシーＢ，情報社会と職業

主な研究業績など
●��S.�Horii,�T.�Yoshida,�M.�Kobayashi�and�T.�Matsushima,�“Distributed�Stochastic�Gradient�Descent�Using�LDGM�Codes,“�Proc.�of�IEEE�ISIT2019,

pp.1417-1421,�2019.

●��吉田，地主，松嶋，“分散情報間の情報漏洩量を考慮した再生成符号の部分クラスにおけるストレージと修復バンドワイズに関する一検討，“

電子情報通信学会論文誌 A,�J100-A（7）,�pp.268-280,�2017.

●��吉田，地主，“相異なるハフマン符号が構成される 2 値無記憶拡大情報源の分類に関する一検討，“�電子情報通信学会論文誌 A,�J98-A（3）,

pp.284-295,�2015.

授業のねらい
　様々な「情報」を数理的な視点で捉え，データの分析・活用や情報システムの分析・構築に関する研究を行う。特に，統計的手法を用いたデータ

解析による課題発見と解決，数理的アプローチに基づく情報システムの安全性評価及び安全な情報システムの構築などの問題に取り組む。また，こ

のような研究を通じて，論理的思考力，問題発見力，課題解決力の習得を目指す。

授業の内容

●��卒業論文を執筆するために必要となる基本的な専門知識を習得するために，主に統計学・機械学習等に関する専門書を輪読する。

●��専用のソフトウェアやプログラミング言語を利用して，基本的なデータ解析手法を実践する。

●��ゼミナール 1・2 で習得した知識を活かして，データサイエンスや情報セキュリティ等に関連する文献を調査して，わかりやすく説明する。

●��専用のソフトウェアやプログラミング言語を利用して，より高度なデータ解析手法を実践する。

●��自分のテーマを設定し，卒業論文を執筆する。

●��執筆の進捗状況は，随時共有する。

ゼミナール1・2

ゼミナール3・4

卒業論文

経

営

59



会　計
Accounting

研究テーマ 〉〉 財務会計論

専 任 講 師 〉〉 青木　隆　あおき　たかし

担 当 科 目 〉〉 簿記論１

授業のねらい
　本ゼミでは，財務会計の基本的な考え方を習得するとともに，これをベースとして会計が社会において，どのような役割を果たしているのかを考

えていきます。またこれらの議論をもとにして，自らの意見や考えを積極的に表明できることを目指します。さらに，財務会計の理論的な側面と計

算的な側面とを常に意識することで，より深い理解を得るとともに，会計系の資格取得にも役立つように配慮します。

授業の内容

　ゼミナール 1・2 では，財務会計に関するテキストを輪読して，その基本的な考え方の習得を目指します。毎回担当者を決めて，指定された範囲で

レジュメを作成して報告するとともに，ディスカッションを行います。また，毎年秋に行われるインゼミ大会へ向けての調査・研究を，合宿などを

中心に行っていきます。

　ゼミナール 3・4 では，ゼミナール 1・2 の内容を踏まえて，より応用的・発展的な内容を習得します。また，次年度の卒業論文のテーマ選定に資

するためにも，財務会計のより深い理解が重要になります。

　卒業論文では，各自が選定したテーマに沿って，月に一度のペースで中間報告を行ってもらいます。それを積み重ねて，最終的に卒業論文として

完成させることが目標です。

　なお，毎回のゼミの最後に各自が気になる経済記事（会計分野でなくてもよい）をピックアップして報告してもらいます。その他，ゼミ合宿や懇

親会など，ゼミナール全体の運営については受講生と相談の上決定いたします。

　本ゼミに臨むにあたっては，理論的な側面である会計理論と，計算的な側面である簿記の両者を常に意識してください。またこの時に，積極的に

質問を投げかけたり，投げかけられた質問に対して積極的に自らの意見や考えを表明したりすることが非常に重要です。

ゼミナール1・2

ゼミナール3・4

卒業論文

その他

主な研究業績など
●「ドイツにおける負債・資本の区分の動向―人的会社および協同組合を中心として―」『中央学院大学商経論叢』第 27 巻第 1 号，2012 年

●「自己資本概念の諸相」『中央学院大学商経論叢』第 28 巻第 1 号，2013 年

●「IFRS における資本区分の検討」『中央学院大学商経論叢』第 29 巻第 1 号，2014 年

会
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研究テーマ 〉〉 管理会計論

教　　　授 〉〉 新江　孝　あらえ　たかし

担 当 科 目 〉〉 原価計算論２・Ｃ

授業のねらい
　ゼミナールでは，管理会計について学ぶことを目的とします。各自がレポートを作成したり，ゼミナールで討論したりする際には，内容や意見が

適切なものであるというだけでなく，それらをいかに説得的に提示できたかどうかが非常に重要となります。単に知識を得るだけでなく，説得力の

ある議論をする姿勢も身につけてもらいたいと思います。

授業の内容

　ゼミナール 1・2 では，管理会計関連の基本文献を講読します。毎回担当者を決め，担当者はレジュメ作成と発表を行います。他の人はそのレジュ

メを前もって検討してきます。ゼミ当日には全員が最低一回は発言することを義務づけます。

　ゼミナール 3・4 では，与えられたテーマについて毎回全員がレポートを書き，ゼミ当日に討論を行います。また，必要に応じて，日商簿記検定試

験の工業簿記・原価計算についても，試験対策の勉強を行う予定です。

　卒業論文指導では，各自が関心をもつテーマについて夏合宿において発表し，全員で討論を行います。その討論結果を参考にして各自卒業論文の

完成に向け，研究を進めていきます。

　課外活動として，夏合宿や工場見学なども行っています。

ゼミナール1・2

ゼミナール3・4

卒業論文

その他

主な研究業績など
●『戦略管理会計研究』同文舘出版，2005 年

●「マネジメント・コントロール研究における時間概念への着目」『商学集志』2020 年

●「マネジメント・コントロール概念の変容」『商学研究』2020 年

会
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研究テーマ 〉〉 戦略的管理会計論

教　　　授 〉〉 川野　克典　かわの　かつのり

担 当 科 目 〉〉 管理会計論Ｂ，会計実践演習（マネジメント・ゲーム）

授業のねらい
　管理会計とは，企業が儲けるための会計です。財務会計が主として過去の経営成績，財政状態を扱うのに対して，管理会計は過去，現在，将来を

扱う会計です。川野ゼミナールでは，企業等で活用できる実践的な管理会計を中心に，経営戦略，マーケティング，ビジネスモデル等についても調査，

研究を行い，将来，企業や監査法人等で大活躍できる「キラリと光る」人財の育成を目指しています。

授業の内容

　管理会計のみならず，経営戦略やマーケティング，ビジネスモデル，コンサルティング手法，教養としての古典等の関連分野についても幅広く調査，

研究するゼミナールです。外部の研究発表大会等にも積極的に挑戦しており，コロナ禍の 2021 年度もインゼミ大会，インナー大会，インター大会，

アグリカルチャーコンペティション，アカウンティングコンペティションに参加します。

授業は，ゼミナール学生が MS-PowerPoint を使って資料を作成，プレゼンテーションを実施した後，質疑応答，議論をして進めています。ゼミナー

ル 1・2 では，ゼミナール学生全員の持ち回りで管理会計のテキストを 1 章ずつ読み進め，ゼミナール 3・4 では管理会計に止まることなく，企業変

革方法論や教養として読んでおくべき古典等を幅広く調査，研究を行います。ゼミナール 1・2 は基礎理論，ゼミナール 3・4 は応用や実務，教養を

重視しています。卒業論文は，論理的思考，独創性，仮説検証を重視して，論文執筆の指導を行います。

　夏と春に合宿を行う他，東京証券取引所や工場，オフィスの見学，OB/OG 会，外部の研究発表大会への挑戦等，授業以外の活動が多いゼミナール

です。（2021 年度はコロナ禍で多くのイベントが実施できませんでした。）マネジメント・ゲーム（経営シミュレーションゲーム）を行い，企業経営

と会計実務も体験します。また，就職活動の指導や公認会計士や税理士等の会計系資格試験指導も実施し，ゼミナール学生のキャリア開発にも積極

的に取り組んでいます。ゼミナール学生の学修の成果として，早期に優良企業に就職が確定することが多いです。

ゼミナール1・2・3・4・卒業論文

その他

主な研究業績など
電子部品会社，経営コンサルティング会社を経て，現職。『管理会計の理論と実務第 2 版』（単著），『ものづくりの生産性革命』（編共著），『強

い会社をつくる「バランス会計」入門』（編共著），『改訂版業績評価マネジメント』（共著），『固定収益マネジメント』（編共著），『原価計算

見直しの実務』（編共著）など，多数の著作，論文がある。
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研究テーマ 〉〉 会計情報に基づく企業分析

教　　　授 〉〉 紺野　卓　こんの　たく

担 当 科 目 〉〉 会計監査論１・Ｃ

授業のねらい
　ゼミナールでは，簿記や会計学の知識をベースとして正しい会計情報の作成，および会計情報の信頼性について，また会計情報の利用について学

びます。また企業はその業種等に応じて様々な法規制の枠の中で活動していますので，会社が準ずる法律についても学習します。

授業の内容

　ゼミナール 1・2 では財務会計の基本文献をゼミ生全員で輪読します。具体的には，毎回担当者を決めて，担当者はレジュメを作成の上で内容を発

表します。発表後には，プレゼンの内容について全員で質疑応答および討議を行います。ここでは会計学に対する全般的な理解を深めることは当然

ですが，今後社会に出てから必要となるプレゼンテーション能力やコミュニケーション能力を醸成することも大きな目標の一つとなります。

　ゼミナール 3・4 では，財務会計，および証券資本市場に関わる法律等の基礎も習得したうえで，個々の学生が関心を寄せるテーマについて，3・4

人のグループで発表資料をまとめたうえでプレゼンを行います。この内容は最終年度の卒業論文にもつながることになります。

　ゼミナール 1・2 およびゼミナール 3・4 を通じて，各学生が強く関心をもった内容について 1 年間かけて論文としてまとめます。内容もさること

ながら，論文を作成する際にはその体裁（章立て，引用，参考文献等）が重要視されますので，それら論文作成の基本についても指導します。

ゼミナール1・2

ゼミナール3・4

卒業論文

主な研究業績など
● 『監査委員による住民監査請求の違法な却下処分への法律的対応について―株主代表訴訟における不提訴理由通知書等を参考にして―』現

代監査，2017 年 3 月。

●『地方公共団体の監査主体の法的責任についての研究―住民訴訟判例の分析を中心として―』会計監査ジャーナル，2015 年 9 月。

●『公益法人の内部統制および監事監査についての検討―会計情報の信頼性の向上に向けて―』月刊監査研究，2013 年 6 月。

● 『委員会設置会社における社外取締役の独立性についての研究―東京証券取引所のコーポレートガバナンス報告書を手掛かりとして―』専

修マネジメント・ジャーナル，2012 年 3 月。
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研究テーマ 〉〉
企業分析と会計
～現代ビッグビジネスと財務諸表分析～

教　　　授 〉〉 田村　八十一　たむら　やそかず

担 当 科 目 〉〉 財務諸表分析論

授業のねらい
　現代のビッグビジネスやビッグインダストリーは，人々にとって正しい方向へ向っているのだろうか？　現代社会では，会計データや経営の実態

を分析できる人材が必要とされている。そこで，ゼミでは，財務諸表などの会計数値だけでなく，非財務情報も用いて，現代ビッグビジネスの実態

を分析して行くとともに社会科学としての財務諸表分析・経営分析を研究して行く。

授業の内容

　現代の資本主義社会において企業は，巨大化して，その利害関係者の範囲も拡大している。そのため我々は様々な立場（従業員，消費者，地域住民，

国・地方政府，債権者，株主など）で企業の実体を把握しようとする。企業の実体を掴むための主要な手段として企業が報告する会計データを利用

することができる。しかし，会計データは，様々な制約と限界がある。そこで誤った判断をしないために会計の特質を知り，非財務資料も用いた適

切な企業の分析が必要になる。 財務諸表分析は，経営戦略や組織はもとより，現代資本主義経済や産業との関係で分析されなければならない。ゼミ

では，このような考えに基づき，様々な立場からの分析だけでなく，社会経済的な立場に立った視点でいかに財務諸表分析ないし経営分析を活用し

ていくかを研究している。ゼミナール 1・2・3・4 では，2，3 年生合同で行っている。

　卒業論文の作成は，今までの大学における研究活動の集大成と位置付けて取組んでいる。

　春セミナーを通じて親睦をはかるとともに専門と異なった文献を読み，レジュメ（報告レポート）を作成して討論している。前期は，会計関連の

文献を選定して，それに基づき研究している。夏セミナーを利用して，特定の会計問題あるいは企業分析に関わるテーマでインゼミ大会（大学内ゼ

ミ研究討論会）のための研究をしている。後期は，特定のビッグビジネスを取り上げて実際の財務諸表分析の研究を行っている。また，フィールド・

スタディとして工場見学なども行っている。

ゼミナール1・2・3・4

卒業論文

その他

主な研究業績など
●「財務データから見た多国籍企業の特徴」夏目啓二ほか編著『多国籍企業・グローバル企業と日本経済』新日本出版社。

●「東京電力の “実質固有化” と財務構造の分析」田村八十一ほか編著『電力産業の会計と経営分析』同文舘出版。

●「多国籍製薬企業の特質と産業分析」田村八十一ほか編著『現代の産業・企業と地域経済―持続可能な発展の追究―』晃洋書房。

●「内部留保分析から見た日本資本主義の特質」小栗崇資ほか『内部留保の研究』唯学書房。
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研究テーマ 〉〉 財務会計論

教　　　授 〉〉 濱本　明　はまもと　あきら

担 当 科 目 〉〉 財務会計論２・Ｃ，簿記論４

授業のねらい
　財務会計（主に制度会計）の基礎知識について学ぶとともに，会計制度の仕組みと諸問題を具体的に検討します。また，学んだ財務会計の基礎知

識をもとにして，投資家の立場から企業分析を行うほか，倒産や粉飾決算の事例分析についても行います。

授業の内容

　ゼミナールでは，まず，定評ある基本書の輪読により財務会計の基礎知識を習得します。輪読は，章，節ごとに分担を決めて，割当分について各

自が要約（レジュメ）を作成して発表（プレゼン）する形式をとります。発表者は，レジュメやプレゼンの方法について工夫し，人に分かりやすく

伝えることが必要になります。また，発表者以外の人は，あらかじめ発表者の割当分について，本に目を通して予習しておき，発表を聞くことによっ

て内容の理解を深めます。そして，プレゼン後にディスカッションを行うことによって，内容の補足や新たな問題点の発見などを行います。

　また，基本書による財務会計の基礎知識習得以外に，IFRSs（国際会計基準・国際財務報告基準）との相違点，企業分析を通じて財務諸表の具体的利

用方法などについても学習します。さらに，自由研究課題として，各自で選択した業界，企業についての動向（業績，経営戦略等）についての研究

発表も行います。

　ゼミナール 1・2・3・4 で学んだ中から興味のあるテーマを各自で選択して論文作成を行います。論文作成は，構想の発表・検討，論文構成の検討，

資料収集・下書き・個別指導，中間報告等の手順によって完成を目指し，完成後は卒論報告会を行います。

　企業見学，ゼミ合宿，コンパ等様々な企画によって座学以外の勉強やゼミ内の親睦を図ることも行っています。

ゼミナール1・2・3・4

卒業論文

その他

主な研究業績など
●「継続企業の前提に関する債務超過判定上の問題」（日本監査研究学会『現代監査』第 18 巻，68-74 頁，2008 年）

●「連結債務超過における諸問題」（日本大学商学部会計学研究所『会計学研究』第 21 号，169-185 頁，2007 年）

●「債務超過判定に係る判例研究」（森山書店『會計』第 169 巻・第 6 号，67-78 頁，2006 年）
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研究テーマ 〉〉 国際会計・財務会計

教　　　授 〉〉 林　健治　はやし　けんじ

担 当 科 目 〉〉 国際会計論１・２

授業のねらい
　本ゼミナールでは，国際的な視野に立ち，財務会計を中心に学びます。近年，会計基準の国際的統一化が進む中で，国際会計について学ぶ意義は

高まりつつあります。変革の最中にある分野の最近の動向について学び，国際感覚豊かなビジネス・パーソン，会計人となることに役立てます。

授業の内容

　財務会計に関する基本書を題材とし，e-learning も取り入れ，以下について学習する。

・図書館，インターネットを利用した文献・資料の収集

・プレゼンソフト（PowerPoint など）を使用した発表用のレジュメ作成

・ワープロソフト（MS Word など），表計算ソフト（Excel など）を用いた目次・脚注付き，図表・数式を含むレポート・論文の作成

・会計学に関連するテーマについてのディスカッション，賛成側と反対側に分かれて行うディベート

・ 3 年次には 2 年次に学んだ財務会計に関する基礎知識をもとに，国際会計に関する基本書，雑誌論文を輪読し，財務会計の応用領域に関する会計

基準の動向を知り，日本の基準と国際的基準を比較します。

・4 年次には発表，ディスカッションを通じて卒論のテーマを見つけ，卒論執筆の準備をします。

・ 会計学に関する卒論のテーマを決定し，関連文献を収集し，主要な論点を整理する。仮設例を含むレジュメをもとに中間発表を行い，分りやす

く伝える工夫をする。

ゼミナール1・2

ゼミナール3・4

卒業論文

主な研究業績など
●『会計基準の国際的収斂―米国 GAAP と IFRSs のコンバージェンスの軌跡―』国元書房（単著），2015 年 2 月。

●「諸外国における IFRS 適用規制と開示実践―台湾・韓国の IFRS アドプションをめぐって―」『商学研究』，第 32 号，pp. 73-93，2016 年 3 月。

●「FASB と IASB の新リース会計基準の影響予測」『商学集志』第 86 巻第 3 号，pp. 41-54，2016 年 12 月。
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研究テーマ 〉〉 税務会計

特 任 教 授 〉〉 平野　嘉秋　ひらの　よしあき

担 当 科 目 〉〉 税務会計論，税法Ａ・Ｂ

授業のねらい
　法人税を中心とした税務会計について研究するゼミナールです。税務会計の知識と実務等を研究し，現代の経済社会において重要な役割を果たし

ている税務・会計に関する専門能力を向上させるとともに，ゼミ生の人間性を成長させることを目的としています。

授業の内容

　ゼミの活動は，基本的に学年別に週 1 回行います。ゼミ生の自主性は尊重しますが，自己責任の原則を守らなければなりません。ゼミナールは一

方的な講義とは異なり，ゼミ生各自が主体となり，一人ひとりが主役とならなければなりません。

　具体的には，税務会計についての理解を深め，税務会計上の関心のある事柄や TOPIC，疑問点などの中から，グループ又は個人で 1 つのテーマを

選び，それらを課題として調査研究し，発表を行います。ゼミナールの形式としては，発表班・司会班・質問班に分かれてディスカッション形式で

行い，プレゼンテーション能力を高めます。最終学年では卒業論文の作成を行います。3 年時の終わりまでに自分なりにテーマを決め，自分なりに研

究する態度を養います。教員・ゼミ生とも議論を深めていきますが，自分の頭で考えないと何も身に付きませんし，自分自身を成長させることはで

きません。

　年 2 回，ゼミ合宿を行い，研究発表会を行い，税務会計についての理解を深めるとともに自分の考えを積極的に表現する能力を養います。

　新入生歓迎コンパ・春合宿・夏合宿・懇親会等で教員と学生間の交流を深め，そして裁判所見学（傍聴），会計事務所，税務大学校・東京証券取引

所などの見学を通して実際の “現場” を見聞し，専門知識の習得とともに人間性の向上を目指します。

ゼミナール1・2・3・4・卒業論文

その他

主な研究業績など
●『新しい企業会計制度（6 訂版）』（大蔵財務協会　平成 21 年）　●『平成 20 年度法人税の計算と理論』（税務研究会　平成 20 年）

●『LLP／LLC の法務・税務・会計』（税務研究会　平成 17 年）ほか

●経済産業省委託の「LLC に関する研究会」研究委員（座長）を務め，日本版 LLC（合同会社）の創設に寄与。

● 過去 10 年間においてモンゴル，カンボジア，ラオス，ウズべキスタン等の発展途上国に租税制度支援のため専門家として JICA・財務省等

から派遣されるとともに，中国をはじめとする諸外国の財務省職員等の研修を日本国内で行い，発展途上国の租税制度支援に貢献。
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研究テーマ 〉〉
税務会計・国際税務・ 
非営利組織会計

教　　　授 〉〉 藤井　誠　ふじい　まこと

担 当 科 目 〉〉 税法１，税務会計論，非営利組織会計論Ⅰ

授業のねらい
　ゼミナールは，少人数教育の利点を最大限に活かし，学問的知見を深める場であると同時に，仲間との勉強や議論，時にはイベント活動を通じた

人間形成の場であり，真剣に，かつ，楽しく，学べます。自由に物事に考え耽たり，損得なしで白熱した議論を行うまたとない機会を大切にしてい

ます。このゼミナールでは，税務会計論の研究を中心に，国際租税法にも目を向け，広い視野で研究活動に取り組んでいます。

授業の内容
　年間カリキュラムは，前期および後期の講義期間中に毎週行われるゼミナールの他，夏と春に行われる合宿から成ります。このほか，定期的に開

催される懇親会やバーベキューやスキー等のイベントを通じて，親睦を深めます。また，年に 1 回，社会見学に行きます。

　2 年生を対象とするゼミナール 1・2 では，前期に「財務会計論」の基本的な内容について，テキストを用いて，担当者を決め，発表を行い，質疑

応答を行います。発表レジュメは，WORD にて作成し，内容の理解とともに，文書作成能力を養います。後期は，「税務会計論」の基本的な内容につ

いて，前期と同様の形で進めていきます。この他，Excel を用いて分析やシミュレーションを行い，理論を実践に応用する力を養います。

　3 年生を対象とするゼミナール 3・4 では，前期に「国際租税法」等のより高度な内容について，テキストを用いて，担当者による報告および全体

での質疑応答を行います。発表は PowerPoint を用い，プレゼンテーション能力を養います。後期は，これまでの総合的な内容について，卒業論文に

向けての論点整理と討論を行います。この他，Excel を用いて分析やシミュレーションを行い，理論を実践に応用する力を養います。

　4 年生を対象とする卒業論文は，これまでの集大成としての意味があり，1 年をかけて，じっくりと論文を作成していきます。自分の選んだテーマ

について，より深く，そしていろいろな角度から切り込んでいき，論文を完成させます。また，仲間の取り組むテーマについても，議論を通じて理

解を深めることが期待されます。

ゼミナール1・2

ゼミナール3・4

卒業論文

主な研究業績など
● 「企業活動の国際化が税務会計研究に与える影響」『税務会計研究』第 30 号，2019 年 7 月。

●「減資に関わる課税関係の検討」『日税研論集』第 76 号，2019 年 7 月。

●「英国における非営利組織に関わる税制度と組織の持続性」『商学集志』第 88 巻第 2 号，2018 年 9 月。

●「ドイツの減価償却制度」『日税研論集』第 69 号，2016 年 9 月。
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研究テーマ 〉〉 情報社会における会計の役割

教　　　授 〉〉 堀江　正之　ほりえ　まさゆき

担 当 科 目 〉〉 会計監査論Ｂ，経営監査論１・２

授業のねらい
　日々進展しつつある情報技術に支えられた経営環境のなかで，会計が果たすべき役割について，さまざまな角度から分析をくわえ議論を深めるこ

とで，会計の本質的な部分をつかまえるための訓練を目的としている。

授業の内容

　ゼミナール 1・2 では，その前期で，基本書の輪読を通じて，会計学の基礎を学ぶ。各自が毎回レポートを作成し，持ち回りでリポータを決めて，

報告内容に基づいて議論する。会計の総論，貸借対照表論，損益計算書論，財務諸表の一般原則などが取り上げられる。また，後期では，演習問題

に基づいて，各自が毎回解答を作成し，持ち回りでリポータを決めて，報告内容に基づいて議論する。前期で取り上げた内容の理解をより一層深め，

また内容が十分に理解されているかどうかを確認することを目的としている。

　ゼミナール 3・4 では，財務会計，管理会計，税務会計，監査，財務分析の領域から，各自の関心に従って研究テーマを設定し，リポートを作成し，

持ち回りで報告を行う。

　卒論指導では，ゼミナール 3・4 で選定したテーマをベースに，卒論へと結びつける。卒業論文というアウトプットも大切だが，一つのまとまりあ

る論文を完成させてゆくプロセスを重視する。

　ゼミナール指導においては，将来，公認会計士試験や税理士試験を受験することを重視し，簿記の検定試験については受験が求められる。これは，

学習の到達目標を明確にすることと，会計を学ぶ以上，その「キホン」くらいはきちんと身につけておく必要があるからである。

ゼミナール1・2

ゼミナール3・4

卒業論文

その他

主な研究業績など
●日本監査研究学会理事，システム監査学会常任理事，日本内部統制研究学会監事，情報処理技術者試験委員，会計検査院情報公開・個人

情報保護審査会委員，金融庁・企業会計審議会監査部会長などを兼任。　●公認会計士試験委員，日本情報処理開発協会・企業の IT 統制に関

する調査検討委員会委員長，金融情報システムセンター・システム監査指針検討部会座長，経済産業省・企業の IT 統制に関する調査検討委

員会委員等を歴任。　●『鼎談　不正―最前線』（同文舘出版，2019 年）　●『IT 保証の概念フレームワーク―IT リスクからのアプローチ』（森

山書店，2006 年太田・黒澤賞受賞図書）　●『システム監査の理論』（白桃書房，1993 年，青木賞受賞図書）
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研究テーマ 〉〉

財務会計論
—SDGs（持続可能な開発目標）を 
会計学の視点から考える―

教　　　授 〉〉 村井　秀樹　むらい　ひでき

担 当 科 目 〉〉 財務会計論１，環境会計論

授業のねらい
　財務会計論の中心課題は，会計基準が，社会・経済・企業にどのようなインパクトを与えているかを探求することです。村井ゼミでは，SDGs（持続
可能な開発目標）に沿った，エネルギー問題，地球温暖化問題，地方創生問題を，会計学の視点から考え，社会に対し提言ができるレベルまで学習します。

授業の内容

　まず，財務会計の基本書（和書）を輪読します。前期には日本の会計基準の基本的理解に重点を置き，後期には前期の学習を踏まえながら，より
現実的かつ高度な内容の会計基準を取り上げて討論します。

　ゼミナール 1・2 で基本を押さえた上で，地球温暖化問題，原発等のエネルギー問題を取り上げます。これらの問題に対して，会計学の視点でどの
ような解決策や提言ができるのかを議論します。

　これまでのゼミナール 1・2・3・4 で学んだことを十分に生かして，各自が最も関心のあるテーマを選びます。そして，報告形式での発表，参加者
全員でのディスカッション，問題点の整理というプロセスを経て，卒業論文をまとめます。村井ゼミでは毎年のように優秀卒業論文賞を受賞してい
ます。全員が優秀卒業論文賞に値するレベルになるまで指導いたします。

　村井ゼミには，税理士，公認会計士，不動産鑑定士，高校教諭，国税専門官といった資格を取得して社会で活躍している人が大勢います。また，
他大学の大学院に進学し，博士号（神戸大学）を取得し，大学教員となった OB もおります。課外講義として，福島第一原発近辺の被災地，東京証券
取引所，新日鐵住金製鉄所（千葉・君津），北海道・下川町の自然資本の視察も行います。このように，村井ゼミでは現場から考えることを重視し実
践しています。下記の写真は，北海道・下川町でのホースセラピーの企画体験（左）と東京証券取引所見学（右）の写真です。

ゼミナール1・2

ゼミナール3・4

卒業論文

その他

主な研究業績など
●研究テーマ：エネルギー問題と会計，特に地球温暖化，原発・再生可能エネルギーに関する会計学
●学会活動：環境経営学会副会長（2013 年 5 月～）
● 歷任委員：環境省「国内排出量取引制度検討会」委員，環境省「（社）海外環境協力センター カーボン・オフセットフォーラム（J-COF）」

アドバイザー等，経済産業省「グリーンエネルギー認証運営委員会」委員（現任）
●ポーランド・ウッジ大学招聘教授（2006），カナダ・ウォータールー大学客員研究員（1996-1998）
● 主要最新著書 村井秀樹他編著『カーボン ディスクロージャー』税務経理協会 2011 年 8 月，村井秀樹「原発における核燃料の固定資産計上

の根拠と核料サイクル」『サステイナブルマネジメント（環境経営学会）』第 11 巻第 2 号 pp. 16-32　2012 年 10 月（環境経営学会学会賞学
術貢献賞），「核燃料サイクルと再処理等拠出金法における会計問題」『商学研究』第 34 号（2018 年 3 月）長谷川直哉編著／宮崎・村井他
著『統合思考と ESG 投資』文眞堂 2018 年 3 月
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研究テーマ 〉〉 財務会計論

教　　　授 〉〉 村田　英治　むらた　えいじ

担 当 科 目 〉〉 会計学説史１・２

授業のねらい
　現実に起こっている出来事と関連づけながら，財務会計を研究したいと考えています。同時に，会計学の基本的思考もマスターできるようにした

いと思います。知識を受動的に身につけるだけではなく，学生のみなさんが能動的に思考する主体となることが，最終的な目標になります。

授業の内容

　現在，財務会計（企業の外部者に報告するための会計）は，大きな転換点にあります。それは，国際会計基準という世界共通基準によって，日本

の会計制度が根本的に変わろうとしているからです。そこで，ゼミナール 1・2 では，これまでどのように財務会計が発展し，そして，これからどの

ように変わろうとしているかを理解することに主眼を置きます。ここでは何よりも，会計の基礎理論をしっかりとマスターすることを重視します。

　現代においては，企業経営のあり方の変化や金融技術の進歩などによって，次々に新たな会計分野が生まれています。そこで，ゼミナール 3・4 では，

このような財務会計の発展的な分野，具体的には，金融商品会計，企業結合会計，従業員給付会計などを扱います。このような会計分野を完全に理

解することによって，将来あらたに現れる会計問題にも柔軟に対応できる思考能力を養いたいと考えています。

　卒業論文においては，各自がそれぞれ選んだテーマについて，主として文献研究を行い考察を深めます。内容ばかりでなく形式も含めて，本格的

な学術論文を作成することを目標とします。

ゼミナール1・2

ゼミナール3・4

卒業論文

主な研究業績など
主として会計主体論という分野の研究を行っています。会計主体論は，いかなる観点から会計が行われるべきか，をテーマとしています。

公表した論文には，たとえば，以下のものがあります。

●「会計主体論とビジネスモデル概念」（『会計』2014 年 12 月）

●「会計主体と会計制度」（『会計』2015 年 11 月）
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研究テーマ 〉〉
現代の企業会計における 
理論と制度に関する研究

教　　　授 〉〉 吉田　武史　よしだ　たけし

担 当 科 目 〉〉 簿記論３

授業のねらい
　本ゼミでは，現実に行われている簿記や会計の技術や知識を習得し，会計を取り巻く環境である現実のどこに問題があり，それをより良くするため，

会計はどうであるべきかといった会計の本質を見極めつつ，「考える力」を養います。これを達成するための約 3 年間にわたるゼミの目標は，以下の

3 点です。

⑴ 簿記や会計の技術を身につけるための日商簿記検定 2 級以上の全員合格

⑵ 大学生活やゼミ活動の集大成として，思考力を高めるための卒業論文の作成

⑶ さらなる自己成長を遂げるために，自己実現が可能な職種への就職

授業の内容

　1・2・3・4 では，2 コマ（180 分）連続で，かつ 2・3 年生合同で行います。1 コマ目では，会計の基本的なテキストを用いて，テキスト発表者の

割り当てを行うとともに，その後，討議や討論を行います。2 コマ目は，前期では，日商簿記検定 3 級の学習を行い，後期では，日商簿記検定 2 級の

学習を行います。また，2 級取得者については，グループにより，さらなる上級の資格試験の学習を行います。

　2 年次から自身が設定した卒業論文のテーマについて，2・3 年次の夏と春の合宿にて報告した内容を中心に，前期では，卒論の目次の決定，後期

では，卒論の整理，まとめおよび執筆を行います。

　課外活動として，証券取引所の見学，工場見学あるいはビジネスと会計の関係を考えるフィールドワークを行う予定です。

ゼミナール1・2・3・4

卒業論文

課外活動

主な研究業績など
●「日本大学通信教育部 専門教育科目『会計学』（共著），日本大学通信教育部，2013 年 4 月。

●「減損会計の将来の方向性とその課題」『会計・監査ジャーナル』，第 27 巻第 8 号，119～128 頁，2015 年 8 月。
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研究テーマ 〉〉 管理会計研究

教　　　授 〉〉 劉　慕和　りゅう　むほ

担 当 科 目 〉〉 管理会計論

授業のねらい
　このゼミナールは管理会計を研究するゼミナールです。ゼミナールはディスカッション形式で進行するので，管理会計についての専門知識の習得

のみならず，論理的に思考・議論する能力，プレゼンテーション能力，ならびに社会人になるためのコミュニケーション能力を身につけることが期

待できます。

授業の内容
　管理会計は，企業の経営管理活動に役立つ情報を経営管理者に提供するための会計情報です。会計学分野はもちろん，経営学分野にも深く関連し

ています。たとえば，経営管理者はどのように行動すれば企業の利益が増加するのか？どのように意思決定をすれば企業価値が高まるのか？これら

の課題について研究するのが管理会計なのです。難しいテーマと思われがちですが，自分自身のことをひとつの企業として考えてみてください。自

分自身の価値を高めるためには何をしなければならないのか？より幸せな日々を送るためには，自分自身の行動についてどのように意思決定をすれ

ばよいのか？といったような疑問は管理会計を学ぶことからヒントを得られるかもしれません。

　前期では管理会計を学ぶための基礎となるキャッシュ・フローの計算や貨幣の時間価値の概念，そして財務報告の読み方や財務諸表分析の意義な

どのテーマについて学習します。後期では管理会計の主なテーマ，ならびにそれに関連する経営戦略，証券市場の仕組み，あるいはコーポレート・ファ

イナンスなどについて学習します。

　ゼミナール 1・2・3・4 で学習したテーマの中から，とくに関心をもったテーマを各自選定し，卒業論文の完成に向けてまとめあげます。

　課外活動として，春・夏合宿や企業見学を実施します。また，台湾の大学生との国際交流活動も実施します。

ゼミナール1・2・3・4

卒業論文

その他

主な研究業績など
●研究著書『研究開発投資の会計処理と市場の評価』同文舘出版，2005 年

●研究論文「新興国における管理会計の進化：スロベニアを中心に」『商学集志』，2016 年

● 研究報告「BSC と病院経営に関する研究～第 12 回病院の経営課題等に関する調査から」『日本医療バランスト・スコアカード研究学会』，

2016 年
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研究テーマ 〉〉 政治と社会

准　教　授 〉〉 井手　康仁　いで　やすひと

担 当 科 目 〉〉 政治学１・２，政治学Ａ・Ｂ，国際政治学概論

授業のねらい
　社会の様々な事象を，主に政治学的視点を用いながら理解することを目指すゼミナールです。報告・議論を通じて，自分の考えを他人に伝える力

を身につけるとともに，自分自身を客観的に見る能力を養います。

授業の内容

　国際社会であれ会社であれ，人間が 2 人以上集まれば，そこには政治的関係が発生します。政治学の基本的命題のひとつは，パワー（権力）とは

何かということです。ある者が自らが望む行動を他人に対してとらせることが出来たならば，それは両者の間に何らかのパワーが働いたと考えるこ

とが出来ます。そのパワーを解明するのが政治学ですが，それは例えば，商品をいかにして相手に買ってもらうかということを考える一助にもなる

はずです。人間の社会生活にまつわるあらゆる現象は，政治学的考察・政治学的説明が可能です。

　また，市民としての日常生活は，あらゆる政治的決定と無縁ではいられません。グローバル化・ボーダーレス化が目覚ましい勢いで進むこんにち，

身近なゴミ問題から地球温暖化問題まで，それらは町内会レベルから国内政治レベル，さらには国際政治レベルまでのあるゆる政治的作用と密接に

結びついています。様々な問題に関与するアクターの数も増加し続けており，こうした現象を総合的な視点から理解するためにも，政治学的視点・

政治学的知識の習得は役立つことでしょう。

　通常のゼミナールの授業の一環として，夏合宿や社会見学，他大学との合同ゼミなどを実施します。その他，授業以外の行事として，各種のレク

リエーションもありますが，週 1 回の授業の時間以外はゼミナールとして拘束しません（授業外の諸行事は成績に関係ありません）。

ゼミナール1・2・3・4・卒業論文

その他

主な研究業績など
●「日ソ関係における民間アクター：末次一郎を中心として」『国際政治』

●�‘The�Emergence�of�the�Policy�Entrepreneurs�in�the�Soviet�Union:�Focusing�on�the�Change�in�the�Soviet�System�and�Soviet�Union-Japan�

Relations’�Journal of Political Science and Sociology,�No.�2

●「外交におけるトラック 1 とトラック 2 の効果的連携に向けての試論」『国際情勢』第 78 号
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授業のねらい
　本研究のねらいは古代の中国哲学である陰陽五行思想がどのように日本の民俗・文化に影響しているのかを理解することに重点をおき，中国と日

本の文化・芸術などの共通性と違いを比較することにある。

授業の内容

　「ゼミナール 1・2」では主に中国人の物の考え方に大きな影響を与えている陰陽思想，五行思想とは何かということを理解するため，その起源と発

展について学習する。また中国文化への理解を深めるため歴史，思想，民俗などについても学習する。「ゼミナール 3・4」では吉野裕子民俗学を基礎

として中国文化の日本に対する影響を考え，ゼミナール 1・2 で学習した内容をさらに掘り下げる。卒業論文では日中比較文化の視点から関連するテー

マを 1 つ選び，まとめる作業を行う。

ゼミナール1・2・3・4・卒業論文

主な研究業績など
●『古代中国陰陽五行の研究』（翰林書房）　●『先秦陰陽五行』（湖北教育出版社）　●『横光利一と中国』（翰林書房）

●翻訳『中国女流作家シリーズ』第一巻・第五巻（おうふう）『アジア女流作家シリーズ』第一巻（紀伊国屋書店）など

研究テーマ 〉〉 日中比較文化研究

教　　　授 〉〉 井上　聰　いのうえ　さとし

担 当 科 目 〉〉 中国語３・４
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研究テーマ 〉〉
現代社会における 
スポ－ツの役割

准　教　授 〉〉 遠藤　幸一　えんどう　こういち

担 当 科 目 〉〉 スポーツＡ・Ｂ

授業のねらい
　「スポーツ」が現代社会に与える影響は，善し悪しを別にして非常に大きいものがあります。本ゼミナールでは，その影響を与えているものについ

て考え，そこに存在する課題とその解決策などについて検討し，「スポーツに関連する事項の基礎的な知識の習得」「スポーツの社会学的研究の関心

向上」「意見交換を通じた多様性の理解と広い視野の育成」「客観的に自分の考えを説明する能力の向上」を目的に行います。

授業の内容

　毎回の授業において，各自の持つスポーツ関心事について考え，それを人に伝えていくこと，さらに人との意見交換により，授業の目的を達成し

ていきます。なお，スポーツと社会の関係性のあるトピックとして「スポーツの広報戦略／スポーツの社会的影響力／スポーツイベントの運営／スポー

ツとメディア／スポーツコラボレーション／スポーツビジネス」を中心に知識を蓄えながら，ゼミ生の発表とゼミ生間の討論を中心に授業を展開し

ていきます。また，レポートとして整理し，関心の深まった内容を継続的に蓄積していきます。ゼミナール 1・2・3・4 で取り組んだことからもっと

も関心の高い内容を選定し，卒業論文としてまとめ，最終的に発表を行います。

ゼミナール1・2・3・4・卒業論文

主な研究業績など
「共生」の貌－文科学と自然科学の学際的試論－太陽プロジェクト（2004/12/25）

日韓における社会的スポーツのソーシャル・キャピタル分析（2009-2011）

朝日新聞コラム「遠藤幸一の目」（2004-）
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研究テーマ 〉〉 近代日本の生活と社会

准　教　授 〉〉 刑部　芳則　おさかべ　よしのり

担 当 科 目 〉〉 歴史学Ａ・Ｂ

授業のねらい
　日本の生活と社会は，明治・大正・昭和と各時代によって大きく変化した。近代日本の産業と商業は，各時代の生活や社会と密接な関係がある。

昭和初期まで女学生たちは着物に袴で通学したが，現代の女子高生の和装姿は見られない。昭和戦前・戦中期に流行した音楽を，現在も聴く者は少

ない。一時的な流行でおわるものと，根強く生き残るものの差はなにか。私たちにとって身近な生活史から近代日本について検討する。

授業の内容

　明治時代には洋服・散髪・脱刀が許可され，国家の官僚たちは洋服で勤務するようになった。一方で女性たちの洋装化は遅れ，高等女学校の生徒

たちは着物に袴で通学した。服装の近代化について男女の違いについて考える。官僚や軍人の階級をはじめ，勲章制度，学校の制度や規則など，基

本的な知識を習得する。

　昭和時代には昭和モダニズムと呼ばれる新しい生活スタイルが登場する。その一つがレコード産業の勃興である。流行歌は戦前・戦中・戦後と，

各時代の世相を反映している。大衆娯楽の王座となった流行歌の歴史と，作詞・作曲・歌手などの文化人の足跡および作品について検討する。

　日本史の論文の書き方を身につける。文献や史料の調べ方，先行研究や史料への批判などを実践し，新たな問題点や発見を提示する。興味や関心

を持った歴史研究課題に取り組み，卒業論文としてまとめる。

ゼミナール1・2

総合研究Ⅱゼミナール3・4

卒業論文

主な研究業績など
明治維新史学会理事

● 2020 年度ＮＨＫ前期連続テレビ小説「エール」風俗考証

● 2018 年ＮＨＫ大河ドラマ「西郷どん」洋装・軍装考証

●『古関裕而―流行作曲家と激動の昭和―』（中公新書，2019 年 11 月）

●『公家たちの幕末維新―ペリー来航から華族誕生へ―』（中公新書，2018 年７月）

●『日本生活史辞典』（吉川弘文館，2016 年 11 月）服飾史監修

●『帝国日本の大礼服―国家権威の表象―』（法政大学出版局，2016 年９月）

●『三条実美―孤独の宰相とその一族―』（吉川弘文館，2016 年６月）

●『明治国家の服制と華族』（吉川弘文館，2012 年 12 月）

●『洋服・散髪・脱刀―服制の明治維新―』（講談社選書メチエ，2010 年４月）
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研究テーマ 〉〉
International Perspectives on 
Education

准　教　授 〉〉 大森　愛　おおもり　あい

担 当 科 目 〉〉 英語１・２

授業のねらい
In�this�course,�students�1 )�are�exposed�to�different�educational�systems�and�issues�around�the�world,�and�2 )�reflect�on�the�situations�of�Japanese�

education.�The�course�further�aims�to�3)�equip�students�with�a�perspective�that�the�development�of�education�results�not�merely�from�national�needs�

but�also�from�global�pressure.�

授業の内容

Students�will�first�be�exposed�to�various�education�systems�and�issues�around�the�world,�and�become�aware�of�how�they�are�similar�and/or�different.�

Global�influences�on�the�development�and�practice�of�education�will�also�be�introduced.�Students�will�select�an�educational�issue�of�their�choice�and�

are�expected�to�conduct�research�from�a�comparative�perspective,�and�present�in�class.

The�course�will�be�conducted�bilingually,� in�English�and�Japanese.�Students�are�expected�to�be�able�to�read�materials�both�in�English�and�Japanese,�

and�participate�actively� in�discussions�(in�English).�Students�do�not�need�to�be�fluent�in�English�to�the�take�the�course,�but�need�to�have�a�strong�

motivation�in�understanding�educational�issues.

With�the�knowledge�students�acquired�in�this�course�for�two�years,�students�learn�how�to�write�an�academic�writing�and�develop�it�into�a�graduation�

thesis.�Students�are�guided�to�express�their�thoughts�in�a�structured�style.�Students�utilise�and�connect�a�global,� local�and�comparative�perspectives�

they�acquired�in�this�course�with�other�knowledge�they�obtained�in�the�College�of�Commerce,�Nihon�University.

ゼミナール1・2・3・4

卒業論文

主な研究業績など
-�Ohmori,�A.�(2017).�An�English-medium�Teacher�Education�Programme�in�Japan:�Impact�on�International�and�Domestic�Students.�In�Feng,�W.,�

Lin,�P.,�&�Tay�D.,�(Eds.),�Rethinking ELT in Higher Education: Proceedings of the 11th International Symposium on Teaching English at Tertiary Level.�(pp.

272-288).�Hong�Kong:�The�Hong�Kong�Polytechnic�University.

-�Ohmori,�A.�(2016).�A�TESOL�Graduate�Program�in�Japan:�The�Potential�for�Developing�Global�Competency.�Journal of the College of Intercultural 

Communication: Language, Culture, and Communication, 8,�67-80.�
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研究テーマ 〉〉 第二言語習得研究

准　教　授 〉〉 小川　睦美　おがわ　むつみ

担 当 科 目 〉〉 英語３・４・５・６・７・８

授業のねらい
　母語以外の言語を習得することを第二言語習得（Second�Language�Acquisition：SLA）と言います。本研究では，SLA 研究で明らかにされているこ

とをもとに，英語習得に関する俗説（聞くだけで英語ができるようになる，英語は右脳で学ぶべし等）が本当に正しいのかについて考えます。英語

が苦手な人も得意な人も歓迎します。自らの学習経験を振り返りながら，英語や言語習得についての新しい知識を身に付けることを目的とします。

授業の内容

　英語習得における疑問や俗説を，SLA 研究のデータをもとに考察，検証します。例えば，日本の小中高における英語の総学習時間は，約 1102 時間

です。それが第二言語を習得する上で，どの程度の効果をもたらすのでしょうか。また，大人になってから第二言語を習得した人は，どのような学

習方法で，どの程度勉強したのでしょうか。そもそも「習得」とは，どのレベルになることを指すのでしょうか。このような疑問について，一緒に

考えていきます。

　授業形態は，受講生が中心の発表形式です。毎回の準備ならびに授業中に積極的に発言する姿勢が求められます。成績評価は，授業参加による平

常点，発表，レポート等による総合評価で行う。

　第二言語習得に関して，疑問に思う現象（テーマ）を探し出し，その現象について仮説を立て，自ら調査・実験を行うことによって，仮説を検証

していきます。研究の一例として，「日本人の英語が伝わりにくいのはなぜか？」という疑問に対し，正しい発音ができていない，文法や語彙の間違

いが多い，など様々な要因が考えられます。自分の選択したテーマに関する先行研究を調査し，そこでまだ明らかにされていないことを探り出し，

自ら調査・実験を行います。

　授業形態は，個人もしくはグループ単位での研究です。先行研究調査や実験など，自らが積極的に進めていく姿勢が求められます。成績評価は，

授業参加による平常点，研究に関する発表，レポート等による総合評価で行う。

　先行研究のまとめ方や学術研究の手法を学び，独創的な視点を持って１つの研究に取り組み，それを発表・論文にまとめます。

ゼミナール1・2

ゼミナール3・4

卒業論文

主な研究業績など
●�Ogawa,�M.�(2020)�Accounting�for�the�variability�of�L2�article�choices.�Journal of Humanities and Sciences Nihon University, 25,�51-71.

●�Ogawa,�M.�(2019)�The�count-mass�distinction�and�English�articles.�Second Language, 18,�47-69.

●�小川睦美．（2017）日本人英語学習者による指示表現と有生性の関連：代名詞と名詞句の選択．『名詞句と音声・音韻の習得』（第二言語習

得研究モノグラフシリーズ１）．pp.27-59．くろしお出版．
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研究テーマ 〉〉

Business Communication 
in English
（英語ビジネス・コミュニケーション）

准　教　授 〉〉 金指　崇　かなざし　たかし

担 当 科 目 〉〉 英会話Ｃ・Ｄ・Ｅ・Ｆ

授業のねらい
　英語スキルの向上を図るとともに，英語でビジネスを学ぶことを主眼においています。卒業後，海外へ出て世界を相手に活躍したい学生にとって，

英語コミュニケーション能力は不可欠です。また，組織は人を映す鏡です。ゼミという組織に属して人間を磨き，生涯つきあえる友人をつくること，

さらにはとかく忘れがちな健康維持のためのスポーツをともに楽しむことも，重要な目的にあげられます。

授業の内容

　Little�England ともいうべき，英語で話し合う環境を整えています。英会話ゲームを通じてビジネスシーンでの意思伝達能力を身につけ，テキスト

Managing�Global�Business�Communication（Naoki�Kameda 著）でビジネス・コミュニケーションについて学術的に学びます。週 1 回の本ゼミと，必

要に応じてサブゼミがあり，その他にインゼミ大会，年 2 回の合宿と，定期的に開かれる英語の歌コンサートの司会としての参加などがあります（コ

ロナウイルスの感染状況によって，中止の場合あり）。会話，LINE での連絡，e-learning 教材による学習，レポート，インゼミ大会での発表など，ほ

とんどのゼミ活動は英語で行われています。都心の英会話カフェを利用することもあります（コロナ状況下，休止中）。夏合宿として，他大学の英語

ゼミと合同の�English�camp�に参加したことも 3 回あります。頭に知識を詰め込むことより，発音や質疑応答など基礎的な反復練習を通して身体で覚

えることを重視し，英語でいかにコミュニケーションがとれるかが問われる時代に対応します。この延長として英語ディベートに参加することにより，

自分の意見を主張し，相手に反論する訓練を積んでいます。

　さて，英語の練習やビジネスの研究も大切ですが，その前に健康な身体がなければ何も始まりません。心がけさえあれば，健康維持はそう難しくあ

りません。禁煙はもちろん，酒はほどほどに，食習慣を見直し，自転車通学，エスカレーターやエレベーターを使わずに階段を昇り降りするなど，簡単

なところから取り組んでいます。合宿ではスポーツを多く取り入れ，早朝ジョギングやウォーキングも行います。過去 10 年間にゼミ生の有志と先生で，

海外のフルマラソン参加２回（延べ９人，全員完走），富士山登山３回（延べ 19 人，全員が登頂に成功）を果たしました。日々のトレーニングの積み

重ねが大きな成功を生むのは，スポーツでも英語でも同じです。

ゼミナール1・2・3・4・卒業論文

主な研究業績など
書籍

●森口　稔　編著（2018）『英語で案内する日本の伝統・大衆文化辞典』三省堂（分担執筆）

研究論文

●Kanazashi,�T.�（2008）�‘An�Analysis�of�Two�Business�English�Dictionaries�for�Learners’.�Lexicon�38,�pp.29-45

●金指　崇（2014）「英語辞書のユーザー調査，過去半世紀と今後」日本のローマ字社『ことばと文化』第 1 号 115-123 ページ

研究発表

●Kanazashi,�T.�（2016）�‘Articles�in�EFL�textbooks�to�teach�dictionary�skills’.�アジア辞書学会（フィリピン共和国マニラ）にて口頭発表。

●Kanazashi,�T.�（2017）�‘Subject�fields�in�EFL�dictionaries�and�ESL�textbooks’.�アジア辞書学会（中国広州）にて口頭発表。

●��Kanazashi,�T.�（2019）�‘An�analysis�of�four�encyclopedic�dictionaries�of�Japan�in�English’.�アジア辞書学会（トルコ共和国イスタンブール）に

て口頭発表。
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研究テーマ 〉〉
地域コミュニティと 
まちづくり

准　教　授 〉〉 木下　征彦　きのした　ゆきひこ

担 当 科 目 〉〉 社会学１・２，社会学Ａ・Ｂ

授業のねらい
　この授業では，地域コミュニティとまちづくりをテーマに，社会学的な知識と調査分析法を学修した上で，商学部生ならではの視点と方法による
まちづくりのあり方を探究します。地域の現状や課題を分析しつつ，観光まちづくりやコミュニティ・ビジネスを通じた課題解決策を提案する力を
養います。同時に，グループワークやフィールドワークなどを積み重ねて研究（学び）のための実践的な技法を身につけます。

授業の内容
　研究活動を通じて，文献の読み方・集め方，レジュメ作成や報告・討論の仕方，プレゼンテーションやレポート執筆の技法，フィールドワークの基本，
地域経済分析システム (RESAS) の活用やデータ収集・分析方法など，大学での一連の学びを経験しつつ，それらを修得します。

　基本的な知識を学びつつ，「研究」のプロセスを実践します。まず基本文献の講読に取り組み，テーマを切り取る視点・方法，概念等を学びます。
その後，学内外コンテスト等を目指して共同研究に取り組み，調査研究の知識と技法・マナーを学ぶフィールドワークやデータ分析を積み重ねます。

　より専門性の高い学術論文の講読や研究方法を学びつつ，商学部的な専門性にもとづくまちづくりとその理念・方法を探究します。また，ゼミナー
ル 1・2 での経験をもとに，個々人の問題意識を掘り下げ，より自由度の高い研究に取り組みます。同時に，卒論研究の計画と準備を開始します。

　各人の研究テーマを絞り込み，卒業論文を執筆します。学生本人の関心を満たすのみならず，商学部的な専門性からフィールドに還元できる実践
性と社会的意義のある卒業論文を目指します。

　授業時間だけではなく，学内外の大会や活動助成プログラムなどに向けたグループ研究やサブゼミ等の課外活動を行っています。これまで「イン
ゼミ大会」，｢ 地方創生☆政策アイデアコンテスト ｣「図書館ポスターコンペティション」での受賞歴や「絹ラボ（群馬県の研究奨励事業）」採択など
の実績があります。合宿は夏（全員）と冬（任意）に 2 回実施，またフィールドワークを通じて実際の現場を目にすることでより理解を深めています。
インタビューやアンケートなど，ゼミならではの研究活動を経験することを重視しています。

ゼミナール1・2

ゼミナール3・4

卒業論文

その他

主な研究業績など
●�「地域社会における人と猫をめぐるコンフリクトの可視化に向けて――野良猫問題と地域猫活動の分析から」（『総合文化研究』24 巻 1・2・

3 号合併，2,019 年，日本大学商学部，単著）

●「世界遺産とコミュニティに関する一考察――富岡製糸場を事例として」（『公共研究』第 14 巻 1 号，2018 年，千葉大学公共学会，単著）

●『コミュニタリアニズムの世界』（勁草書房，2013 年，共著）

●『現代地域問題の研究』（ミネルヴァ書房，2009 年，共著）
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研究テーマ 〉〉
Globalization, Media, 
and Social Criticism

准　教　授 〉〉 D.H.�Kennedy　ケネディ�デビッド�ハリス

担 当 科 目 〉〉 英語３・４

授業のねらい
In�an�increasingly�globalized�economy,�young�people�need�to�be�able�to�understand�how�information�and�ideas�are�spread,�and�the�nature�of�the�

media� in�which�they�are�spread.�This�seminar�explores�the�interrelationships�of�global�business,�media,�technology�and�society�to�develop�future�

business�leaders�who�can�make�informed�ethical�decisions.

授業の内容
Students�will:

1）�learn�how�media�and�social�issues�are�related�in�the�global�marketplace�of�ideas.��

2）�learn�to�analyze�how�information�and�meaning�are�communicated�through�various�media.

3）�improve�English�communication,�expression,�and�presentation�skills�necessary�to�thrive�in�global�business�environments.

主な研究業績など
著書�

Bradley,�J.P.N.�and�Kennedy,�D.,�Eds.�(2020).�Bringing�Forth�a�World:�Engaged�Pedagogy�in�the�Japanese�University.�Leiden,�The�Netherlands:�

Brill/Sense.�

論文�

Kennedy,�D.�(2018).�Utopianism,�Transindividuation,�and�Foreign�Language�Education�in�the�Japanese�University.�Educational�Philosophy�and�

Theory,�51(3),�275-285.�
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研究テーマ 〉〉 数理統計学入門

教　　　授 〉〉 小池　健一　こいけ　けんいち

担 当 科 目 〉〉 統計学，数学Ａ

授業のねらい
　現代科学においては，データを用いずに知見を得ようとすることはあり得ません。数値の規則性や傾向などを得る際の根拠を提供する，もっとも

有力な手段が統計学です。統計学の数学的な基盤は数理統計学によって与えられます。このゼミナールでは，数理統計学について学びます。数理統

計学的な考え方に慣れ，基本的な計算ができるようになることが目標です。その過程で，数学的な考え方の重要性に触れ，思考するためのツールの

一つとして用いることができるようになればと考えます。

授業の内容
　このゼミナールでは，高校数学の内容を復習しつつ，社会的な事象や身近な問題に関連した数理統計学について学びます。現実社会における物事

を数学的に記述し，解析するツールを提供します。もちろん，このゼミナールで学ぶことだけで全てが解決する訳ではありません。しかし，複雑な

物事を数学的に表現するだけで気がつくことも多いと思われます。具体的な内容は，受講者との打ち合わせで決めますが，例えば，以下のような事

項についての内容を考えています：

・賭けなどのような確率論や統計学に関する様々な問題（確率や期待値を用いた評価）

・統計学の応用的な研究

・保険数理の入門

いずれの場合も，講義，演習，輪読を適宜組み合わせて進めます。数学という学問の性質上，積み上げ型の学習が必要になります。理解を進める

ためには，自ら手を動かすことが必要です。

主な研究業績など
研究分野：数理統計学，特にベイズ統計学，逐次推測．

●��Asymptotic�comparison�of�some�Bayesian�information�bounds。�Communications�in�Statistics�-�Theory�and�Methods,�(2020).

●��Attainments�of�the�Bayesian�information�bounds.�Communications�in�Statistics�–�Theory�and�Methods,�(2019).

●��On�log-q-Gaussian�distribution.�Calcutta�Statistical�Association�Bulletin,�(2018).

●��ベイズ推測におけるリスク不等式の漸近的な比較．京大数理解析研究所講究録，(2019).

総

合

85



研究テーマ 〉〉
科学技術史
（科学技術と社会との相互作用）

教　　　授 〉〉 小島　智恵子　こじま　ちえこ

担 当 科 目 〉〉 科学技術史Ａ・Ｂ，数学Ｂ

授業のねらい
　本ゼミナールでは，現代社会の基盤となっている科学技術の歴史的背景を調べることにより，ビジネスパーソンとして必要な科学技術に関する理

解を深めると同時に，どの様な経済的社会的要求から科学技術が発展してきたのかということを分析する。そして科学技術と社会との相互作用を考

察する中で，経済社会において科学技術はどうあるべきかを追求する。

授業の内容

　前期の前半は，毎週新聞雑誌等の中から科学技術に関する記事を一つ抜粋し，要約文をゼミで発表する。同時に，資料収集の仕方や図書館の利用

法といった点についても学ぶ。後半は，インゼミ大会に向けて共通テーマを絞り，夏合宿ではその研究を個別に発表する。後期は，インゼミ大会の

論文作成やプレゼン実践を行う中で，研究を遂行するための基礎力を身につける。年末に行なわれる理工学部との合同研究会に参加する。

　前期は，毎回時宜にあった科学技術関連の短い英文記事をゼミの最初に翻訳する。各自が興味あるテーマについて，毎週短いレポートを作成し，

卒論へ向けてのテーマ設定を行い，夏合宿ではその研究を個別に発表する。後期は，前期の学習内容を継続しつつ，卒論のテーマを決定し，それに

関する研究を年末に行われる理工学部との合同研究会で個別に発表を行う。

　前期は，ゼミナール 3・4 の後期で決定したテーマで卒業論文に着手する。卒業論文の内容は，卒論ゼミの中で他のゼミ生の意見も取り入れながら

発展させ，卒論の中間発表を夏合宿で行う。後期は，卒論ゼミの時間を区切り個別指導を行い，これまでの断片的な知識を総合的にまとめあげ，論

理的実証的研究成果といえる卒業論文を完成させる。年末に行われる理工学部との合同研究会では，各自が卒論のテーマで発表を行う。

　課外活動として，夏合宿を行う他，JAXA や国立天文台といった科学技術関連施設や博物館また自動車工場等を見学する。2 年生はインゼミ大会に

参加する。また他理系学部や他理系大学の研究室と交流する。学年末には，ゼミ 1・2・3・4 論文集を作成し，1 年間の研究成果を記録に残す。

ゼミナール1・2

ゼミナール3・4

卒業論文

その他

主な研究業績など
フランスに於ける量子論の歴史，フランスに於ける原子力民事利用開発の歴史を専門としている。

●Chieko�KOJIMA:�“Interview�de�Monsieur�Vendryes�le�21�juin�2006”,�Ann.de�F.de�Broglie,�vol.�39,�（2014）�pp.�167-192.

●Chieko�KOJIMA:�“France’s�Marcoule�Nuclear�Site:�A�History�of�Transition�from�Military�to�Civilian�Unse”.�AJP,�vol.7.�No.1,�（2019）�pp.33-54.

●Chieko�KOJIMA:�“The�Acceptance�of�de�Broglie's�Matter�Wave�Theory�in�Japan”,�Historia�Scientiarum,�Vol,29,�No.3�（2020）�pp.260-299.
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研究テーマ 〉〉
運動制御（視覚系活動と 
身体運動の相互作用）

准　教　授 〉〉 佐藤　佑介　さとう　ゆうすけ

担 当 科 目 〉〉 スポーツＡ・Ｂ，健康とスポーツ

授業のねらい
　日常生活にみられるほとんどの行動は「運動」を「制御（コントロール）」することにより達成されます。「商」に関わる行動も例外ではありません。

そこで展開される運動制御をスポーツ心理学的視点から研究していくゼミナールです。

　2021 年度には学生は以下のようなテーマで研究を行っています。

・知識があると資料の見方が変わる？

・多くの商品が提示されたとき，消費者が特定の商品を見つける戦略がある？

・タブレットと紙で提示された広告のうち，どちらの方が記憶に残りやすい？

授業の内容

1．�運動制御に関する文献を通して，関連分野の基礎的な知識を学びます。それは，実験デザインや結果考察のために必須となる理論や概念の修得

を助けます。

　2．�運動制御に関わる課題を設定し，実験のデザイン→実験→データ分析→結果考察を行います。皆さんにとってとても身近なものである「身体」

に関する客観的なデータ取得を通して，運動制御について考える機会を持ちます。

　3．得られた結果についてプレゼンテーションや報告書作成を行うことで，実験や調査を通して得られたデータを人に伝える術を学びます。

　4．�スポーツ科学に関わる学会へ参加します。体育・スポーツ科学を専門とする学生との交流や関連する学問の最先端の研究に触れることによって，

「商学部の学生」である私たちがスポーツ科学を研究する意味について考えます。

　ゼミナール 1，2 で修得した知識や技術を生かし，自ら研究を組み立て，科学的な結論を導き出すための能力を養います。その過程ではゼミナール 1，

2 を受講する学生と協働することにより，知識を他者に伝達する術も学修します。

　これまでのゼミナールで得た知識や技術を利用し，卒業論文を執筆します。ここに至るまでにすでに主体的に研究を展開するための基礎となる能

力は獲得しています。その能力を自由に発揮する場が卒業論文です。

ゼミナール1・2

ゼミナール3・4ゼミナール3・4

卒業論文

主な研究業績など
●��世界体操競技選手権ドーハ大会 ,�技術スタッフ .�（2018）

●��Sato,�Y.,�Torii,�S.,�Sasaki,�M.,�&�Heinen,�T.�（2017）�Gaze�shift�patterns�during�jumps�with�full�turn�in�male�gymnasts.�Perceptual�and�Motor�Skills.�

124（1）:�248-263.

●��Sato�Y.,�Velentzas�K.,�&�Heinen�T.�（2016）�Coordination�of�gaze�behavior�and�motor�behavior� in�complex�aerial�movements.�Gymnastics�

Performance�and�Motor�Learning:�Principles�and�Applications.�New�York,�NY:�Nova�Science�Publishers�Inc.�pp.�1-17.

●��佐藤佑介．（2012）段差の奥行きがまたぎ動作と踏み越え動作の選択に及ぼす影響．桜門体育学研究，46（2），29-37．
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研究テーマ 〉〉
＜ことば＞の多様性を考える
～日仏対照の観点から

准　教　授 〉〉 須藤　佳子　すとう　よしこ

担 当 科 目 〉〉 フランス語１・２・３・４

授業のねらい
　広告のディスクールを中心に，ことばによるコミュニケーションのあり方を様々な観点から考察していきます。私たちにとって身近なことばの諸

現象がどのような仕組みでなりたっているのかを，言語学の基礎知識を習得することで学んでいきます。さらに，ことばが文化とどのようにかかわっ

ているかについて，フランス語という外部の視点から比較しつつ理解を深めていきます。そして実際に，ことばのデータを収集して分析していきます。

授業の内容

　講義と文献講読の輪読を通じて，言語学や記号論の基礎を学び，ことばの構造や機能について基礎的な知識を身につけます。

　文献講読の輪読と発表をとおして興味をもった内容から，各自テーマを絞り込んでいきます。資料検索・収集，口頭発表の方法について学んでい

きます。

　各自設定した研究テーマについて参考文献とデータを収集します。研究計画をたて，卒論の進捗状況の報告を順次おこないます。

ゼミナール1・2

ゼミナール3・4

卒業論文

主な研究業績など
●��Suto,�Yoshiko�(2020)�«�Comparaison�interculturelle�des�slogans�cinématographiques�en�japonais�et�en�français�».�in�Le discours et la langue : 

Revue de linguistique française et d’analyse du discours,�tome�12.1,�Louvain-la-Neuve,�Éditions�Modulaires�Européennes,�pp.�131-149.

●��須藤佳子�（2017）�「何を『言う』のか＜N ヲイウ＞と＜dire�N＞の日仏語比較研究」青木三郎�編『フランス語学の最前線 5�日仏対照言語学』

ひつじ書房 ,�pp.�69～93．

●��Suto,�Yoshiko�(2019)�«�Les�voix�dans�le�slogan�:�procédés�discursifs�de�la�citation�en�français�et�en�japonais�»,�in�Pitar,�Mariana�et�Adina�Tihu�

dir.,�De la phrase/énoncé au texte/discours - perspectives linguistiques et didactiques,�Editura�Universităţii�de�Vest�:�Romania,�pp.�195~212.

●��Suto,�Yoshiko�(2018)�«�L’absence�de�verbe�introducteur�dans�le�discours�rapporté�»,� in�Marcu,� Ioana�dir.,�Agapes francophones 2017 ,�JATE�

Press�:�Hungary,�pp.�409~419.
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研究テーマ 〉〉 スポーツ生理学

助　　　教 〉〉 高階　曜衣　たかしな　てるえ

担 当 科 目 〉〉 スポーツＡ・Ｂ

授業のねらい
　昨今，世界保健機関憲章前文にある健康の定義を発展させ，ビジネス分野でも企業・組織としての “well-being” の考え方が浸透してきています。

　本ゼミナールは，スポーツ生理学の観点から，“well-being” に関する理解を深めていきます。運動や生活活動といった身体活動が『私たちの身体

にどのような変化をもたらすのか』を，科学的知識に基づき学修していきます。

授業の内容
　本ゼミナールでは，コミュニケーション能力やプレゼンテーション能力，リーダーシップの向上をねらいとし，グループワークやディスカッション，

プレゼンテーションを行います。

・��ゼミナール１は，身体活動による生体反応について基礎知識を修得します。

普段，私たちが当たり前のこととして受け入れている事象について “なぜか” を問いかけていきます。

・��ゼミナール２は，学会発表に向けてグループごとに研究を進めていきます。具体的には，研究計画の立案，実験の実施，データ分析，結果の考察，

ポスター作成を行います。

・��ゼミナール３は，ゼミナール１・２で修得した基礎知識をもとにし，より専門的な知識や技術を修得します。

・��ゼミナール４は，学会発表に向けて各自が興味・関心を持ったテーマについて研究を進めていきます。具体的には，研究計画の立案，実験の実施，

データ分析，結果の考察，ポスター作成を行います。

　卒業論文では，これまでのゼミナール活動で修得した知識等を用い，論文を執筆していきます。

ゼミナール1・2

ゼミナール3・4

卒業論文

主な研究業績など
●25 日間の運動負荷後に，T�helper�1 および T�helper�1�/�T�helper�2 比が低下する．桜門体育学研究 52：1-7，2017．

●人類の歩み－ 21 世紀の分岐点－．文眞堂，2017．

●カンボジア研究－その自然・文化・社会・政治・経済－．文眞堂，2019．

総

合

89



研究テーマ 〉〉 論理・数理的問題解決

准　教　授 〉〉 竹村　亮　たけむら　りょう

担 当 科 目 〉〉 論理学Ａ・Ｂ，数学Ａ（線形代数），総合研究（基礎数学）

授業のねらい
　ビジネスや日常的な問題に対して，論理・数理的思考・手法に基づく問題解決能力を養うことを目指します。

　論理学・数学の基礎知識を復習しながら，身近な数学の話題，論理学・数学のビジネスへの応用，数理的意思決定，数理パズル，ゲーム理論，線

形代数や微分積分の応用などについて議論・研究します。また，実践的な議論を通して，他者とのコミュニケーションを通じた問題解決方法を学修

します。

　とにかくひたすら考える授業です。考えるのが好きな人，考えられるようになりたい人なら，数学が苦手でも，数学の知識が無くても大丈夫です。

授業の内容
　授業形態は，参加者による発表，ディスカッション，輪読，演習，講義などを組み合わせて進めて行きます。教員ではなく，参加者主体の授業な

ので，積極的な参加が不可欠です。

　やる気があれば，数学が苦手だったり，数学の知識があまり無くても大丈夫です。

　参加者の興味に応じて，例えば以下のようなテーマについて分析・議論し，それぞれの研究を進めます。4 年時に自身の研究をまとめて卒業論文を

作成します。

　●　数理的意思決定，問題解決アルゴリズム

　●　判断（意見）集約理論

　●　ゲームの戦略，人狼ゲーム（コミュニケーションゲーム）

　●　論理数理パズル，パラドクス

　●　述語論理，認識論理

　●　ゲーム理論，確率と原因推定，グラフネットワーク理論，経済数学

　　　等

主な研究業績など
Towards�a�proof�theory�for�heterogeneous�logic�combining�sentences�and�diagrams,�Ryo�Takemura,� �Diagrammatic�Representation�and�

Inference,�Lecture�Notes�in�Computer�Science,�Springer,�607-623,�2018.

Economic�reasoning�with�demand�and�supply�graphs,�Ryo�Takemura,�Mathematical�Social�Sciences,�Volume�103,�Elsevier,�2020,�25-35.�

Counter-Example�Construction�with�Euler�Diagrams,�Ryo�Takemura,�Studia�Logica�-�An�International�Journal� for�Symbolic�Logic,�Springer,�

Vol.103,�Issue�4,�669-696,�2015.
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研究テーマ 〉〉 行動の心理学的理解

准　教　授 〉〉 時田　学　ときた　がく

担 当 科 目 〉〉 心理学Ａ・Ｂ，データ解析Ⅰ・Ⅱ

授業のねらい
　当ゼミナールでは心理学を中心とした人間行動に関する基礎的な知識の修得をめざした学習と，それらの知識の商業・経営・会計の中での応用を

考え，現実の私たちの行動についてどのように理解するか，といった観点から検討を進めていきます。また，人間の行動について理解を深めるとい

う観点から，科学的視点に立った実証的な論理展開，ということを具体的に考えられるようにすることをねらいとしています。

授業の内容

　ゼミナール 1・2 では，心理学の各分野について基礎的知識を習得することを目標にしています。教科書を指定し，発表担当者がレジュメを作成し，

ゼミ参加者全員で輪読しています。

　ゼミナール 3・4 では，各自が心理学の分野について興味を持ったテーマを定め，学術論文の検索を行い，発表の対照となる文献を科目担当者と相

談の上決定し，効果的なプレゼンテーションを意識した発表とその発表をもとにした討論を行っています。

　卒業論文は各自興味のあるテーマを設定して，資料とデータを収集し論文を作成します。科目担当者と相談の上研究計画を立案し，参考文献の収集，データ

収集，データ処理，論文作成，論文発表を行います。これらの作業については年間を通じて個別的・集団的に順次行い，必用に応じた指導を行っています。

　合同ゼミナール・サブゼミナール・合宿などを行い，定期的・集中的に，実験法・調査法・データ解析・プレゼンテーションなどについての知識

も身につけるように指導しています。その他ゼミの中のグループ（班）活動として，ロール・プレイング（学校教育場面），地域活動（地域情報ネッ

トワークの構築），メンター活動（後輩指導）を行うことを通じて，現実的な場面における心理学のありかたについても考えていきます。

ゼミナール1・2

ゼミナール3・4

卒業論文

その他

主な研究業績など
●保育者の専門性を高めるロール・プレイング活用―その意義と研究成果―（2012）．共著　植草学園大学研究紀要　4，27-36．

●大学としてのコミュニティへの参加とその可能性（2009）　単著　商学研究　54 ⑷，21～28．

●大学生の介護体験・意識に関する実験的研究　生理的指標を用いた予備的検討（2006）．単著　情報学研究　15，145～154．

●はじめての教育心理学　共著（2003）八千代出版　Pp�171-197．

●発達研究の技法（2000）共著　福村出版　Pp�112-118．
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研究テーマ 〉〉
古典文学にみる「唐物」と 
東アジア交易

教　　　授 〉〉 西山　秀人　にしやま　ひでひと

担 当 科 目 〉〉 文学，文学史，日本文化論　他

授業のねらい
　『竹取物語』『うつほ物語』『源氏物語』をはじめとする平安時代の物語文学には，当日舶来品として珍重された「唐物」がしばしば登場します。そ

れらに焦点をあて，日本文学の側から古代日本における東アジア交易や商業活動の種々相について考察していきます。その学修をとおして，古代に

おけるグローバルな流通や貿易に関する知識を深めることを目標とします。

　古典文学というと，とかく「難しい」「苦手」というイメージを持たれがちですが，当時の文化，習俗にも目を配りながら丁寧に読んでいくと，少

しずつ古典の面白さに開眼していくことでしょう。

授業の内容

　『竹取物語』『源氏物語』の中から「唐物」に関する記述を取り上げ，毎回のプレゼンテーションをとおして，古代における「唐物」の流通状況に

ついて考察します。まずは作品を楽しく読むところから始め，段階を踏みながら古典研究の基本的方法や文語文の読解力を習得していきます。

　ゼミナール 1・2 で培った研究方法をもとに，『うつほ物語』『今昔物語集』『入唐求法巡礼行記』等の諸作品を精読しながら，平安時代における東

アジア交易の諸相について考察します。Excel によるデータベースの作成や変体仮名の判読にも挑戦します。

　ゼミナール 1～4 で習得した知識とスキルを活用し，古典文学と諸文化との関連をテーマとした卒業論文を作成します。大学での学びの総仕上げと

して着実な成果が出せるよう，毎回の研究指導では調査，考察，論文執筆の方法等を逐一確認しながら進めていきます。

　状況が許せば，長期休暇中の合宿や実地踏査（京都・奈良など），美術館・博物館等の展示観覧も行う予定です。

ゼミナール1・2

ゼミナール3・4

卒業論文

その他

主な研究業績など
研究テーマ：日本古典文学。平安時代の和歌文学を主な研究対象としています。

●「枕草子「浜は」「浦は」（『浜辺の文学史』2017　三弥井書店所収）

●「月を詠まない姨捨山の歌」（『学海』1　2016.3　上田女子短期大学総合文化研究所）

●『和歌文学大系 52　三十六歌仙集（二）』（共著，2012　明治書院）

●『ビギナーズ・クラシックス　土佐日記（全）』（2007　KADOKAWA，角川ソフィア文庫）
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研究テーマ 〉〉
エコシステム・マネジメント
～生態学から学ぶ科学的思考～

准　教　授 〉〉 畑　憲治　はた　けんじ

担 当 科 目 〉〉 環境と生態Ａ・Ｂ，生物科学Ａ，地球科学Ａ

授業のねらい
　本ゼミナールの達成目標は，以下の 3 点です。

１）生態学（生物と環境との関係を明らかにする生物学の一分野）を通して科学的思考を身につける。

２）生態系（エコシステム）の構造・機能と生物多様性との関係を理解し，これらの具体的な管理手法を学ぶ。

３）��１）と２）に基づいて SDGs（持続的な開発目標）や CSR（企業の社会的責任）で求められる地球上の自然資本の持続的な利用のために必要な

基本的な知識や考え方を身につける。

授業の内容

・��講義，演習，輪読，受講生の発表などを組み合わせて進めます。以下から受講生の習得の程度や興味に応じて内容を決定します。

・��生態学や関連分野（保全生物学，生態系管理，外来生物問題など）の教科書や学術論文（受講生の習得の程度や興味に応じて決定）を輪読形式ま

たは発表形式で参加者全員が読み，その内容について議論します。また，実際の研究事例から科学的なデータの見方や提示の仕方についても学び

ます。

・��科学の基本的な考え方（理論と事実の違い，良い理論とは何か，仮説と予測の違い・検証の仕方，実験のコントロールの仕方，相関関係と因果関

係の違いなど）について学びます。さらに統計モデリングの基本的な考え方や実際の統計手法について学びます。

・��ゼミナール 4 では卒業論文のテーマを絞り込むために，受講生ごとに関連文献をレビューすることで先行研究の位置づけを明確にしてもらいます。

・��ゼミナールで学んだことを踏まえて卒業論文を書き上げます。

・��テーマは特に限定しませんが，最終的に「何をやったか」ではなく「なぜやったか」を自分の言葉で他人に伝えられるように指導します。

・��テーマや研究方法については受講生の能力や興味に応じて柔軟に対応します。たとえばフィールドワークが苦手な人には文献調査やそのデータを

用いたメタ解析などをしてもらいます。

・��日程，予算，天候次第ですが，受講生の希望があれば，博物館，植物園，動物園などの見学，野外観察，生態学のフィールド調査も実施します（強

制参加させることはありません）。

・��理系の研究分野の知識だけでなくその考え方を学びたい学生も歓迎します。生物や自然に興味がなくても科学的思考を身につける科学の考え方を

学ぶ題材として生態学と関連分野を学ぶという姿勢でも問題ありません。

・��数学は苦手だけど数字を含むデータの意味を理解するスキルやそれを使いこなすスキルを身につけたい学生も歓迎します。

ゼミナール1・2・3・4

卒業論文

その他

主な研究業績など
研究テーマ：植物生態学や保全生物学に基づいて主に島嶼域（小笠原諸島）で外来生物の侵入やその駆除の影響評価，生態系管理手法の提

案などに関する研究をしています。

・�Hata�K�2020.�Loss�of�ecosystem�functions�caused�by�severe�disturbances�in�the�Ogasawara�Islands�can�limit�restoration:�Implications�for�a�

new�framework�of�practical�restoration�of�disturbed�ecosystems�after�eradication�of�feral�goats.�Global�Environmental�Research�23:�37-44.

・�畑　憲治，可知直毅�2019．海洋島における野生化ヤギ駆除後の生態系の変化．森林科学�86：7-10.

詳しくは以下を参照してください。

http://www.ogasawaraproject.jp/

http://www.comp.tmu.ac.jp/bioinvasion/index.html
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研究テーマ 〉〉
コンテンツ・スタディーズ
（文化産業と芸術作品）

准　教　授 〉〉 服部　訓和　はっとり　くにかず

担 当 科 目 〉〉 文章表現Ａ

授業のねらい
●文学・映画・アニメーション・アート・広告・写真・演劇等のさまざまなコンテンツを，社会・経済的な枠組みのなかで分析する。

●各コンテンツを読み解くために必要となるスキル，および文化産業に関する知識を獲得する。

●現代社会，現代ビジネスにおいて不可欠となる総合的な言語運用能力を育成する。

授業の内容

　ゼミナール 1・2 では，文学研究，力ルチュラル・スタディーズ，表象文化論等の諸領域で蓄積されてきた分析技法や批評理論についての訓練，文

化産業や広告表現史等に関する知識の学修を行います。関連するテキストを選定したうえで，担当者がプレゼンテーションを行うかたちで，輪読し，

質疑応答やディスカッションを通して理解を深めていく方式をとる予定です。重要な事項については教員が解説しますが，何より自ら学び，発見し

ていく姿勢を身につけてもらいたいと思います。

　ゼミナール 3・4 では，任意のコンテンツを選定し，ゼミナール 1・2 で修得したスキル・知識を活用しながら分析を施していきます。対象作品のジャ

ンルや様式は問いませんが，全体で共有するテーマを討議したうえで，連続性をもった問題を追及していく予定です。また，社会・経済的な諸言説

の調査も進めてもらいます。発表に際しては，プレゼンテーション，質疑応答，ディスカッションのプロセスを重視します。

　卒業論文では，任意のコンテンツを選定し，当該作品における表現行為と，社会・経済的な枠組みとの連続性について考察し，卒業論文にまとめ

ていくことになります。ここではテーマも自由ですが，社会・経済的な枠組みのなかでコンテンツを読み解くこと，学修してきたスキルと知識を自

ら応用して活用していくことが求められます。

　単に教室に閉じこもって文献を読むばかりでは，芸術作品は決して理解できません。ゼミ合宿のみならず，演劇や映画，美術館，都市建築のフィー

ルドワーク等，街に飛び出すための企画を，学生主導でさまざまに実現してもらいたいと思います。

ゼミナール1・2

ゼミナール3・4

卒業論文

フィールドワーク

主な研究業績など
筑波大学大学院人文社会科学研究科博士課程修了。博士（文学）。専門は現代文学・文化。業績は，「なぜ写真家か―大江健三郎『洪水はわ

が魂に及び』と高度成長下の写真表現」（『近代文学合同研究会論集』7 集，2010 年）など。
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研究テーマ 〉〉 スポーツ心理学

准　教　授 〉〉 深見　将志　ふかみ　まさし

担 当 科 目 〉〉 スポーツＡ，スポーツＢ，健康とスポーツ

授業のねらい
　なぜ人は緊張するのか？なぜ練習で出来ていたことが本番では出来なくなってしまうのか？本ゼミナールでは，スポーツと心の関係について，ス

ポーツ心理学を中心としたスポーツ科学や心理学の知見から探究していきます。

授業の内容
　本ゼミナールでは，スポーツ心理学に関連する様々な知見から，スポーツ集団・組織の構成員である “個人” への理解を深めることで，組織マネジ

メントの識見を広げることを目的とします。具体的には，人を対象とした調査や実験を実施し，データ分析，考察，研究発表などを通じて，心理学

およびスポーツ心理学の基本的な知識の定着を図ります。また，“個人” を多様な側面からとらえ，集団・組織下におけるパフォーマンス発揮のメカ

ニズムを心理過程や思考，行動から検討します。学生の主体的な取り組みを前提としていますが，適宜，テーマ設定や研究発表，論文作成のための

指導を行います。

　ゼミナール 1 では，指定された教科書を基にスポーツ心理学（スポーツ科学）や心理学に関する基本的な知識を学びます。ゼミナール 2 では，少

人数制のグループを作成し，グループごとにスポーツ心理学に関する課題を設定します。そして，実験・調査の実施→データ分析→ポスター作り→

学会発表を行います。

　1 年を通じて，各個人がスポーツ心理学に関する課題を設定し，研究計画書を作成します。作成した研究計画書を授業内で発表し，その内容につい

て学生間でディスカッションします。各自で実験・調査の実施→データ分析→ポスター作りを行い，学会にて研究発表を行います。

　ゼミナール 3，4 にて取り組んだ研究を基に卒業論文を執筆します。

ゼミナール1・2

ゼミナール3・4

卒業論文

主な研究業績など
論文

・��ヘッドマウントディスプレイを用いたバーチャルリアリティ映像視聴時における心理・生理的反応：アルペンスキー競技者と非競技者か

らの比較，桜門体育学研究，2019

・��バーチャルリアリティ環境下における継続的な呼吸法のトレーニング効果，総合文化研究，2019

・��バーチャルリアリティを伴った呼吸法が心理・生理的な反応に及ぼす影響，応用心理学研究，2015

研究助成金

・��バーチャルリアリティメンタルトレーニングプログラムの開発，科学研究費補助金若手研究 B，2017-2018
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研究テーマ 〉〉
英語コミュニケーションの 
技法

准　教　授 〉〉 藤森　吉之　ふじもり　よしゆき

担 当 科 目 〉〉 英語１・２・５・６

授業のねらい
　日常生活のみならずビジネスシーンにおいても自信を持って英語でコミュニケーションができる能力の獲得を目指す。

授業の内容
　ビジネスシーンにおける英語でのコミュニケーションの基盤を作るため，自分自身の英語力を客観的に捉えることから始める。そのため，英検や

TOEIC�L&R,TOEIC�S&W 等の過去問を利用して自分の英語の特徴を把握するとともに弱点を発見する。その後，英語教授法や言語習得理論等を概観し

ながら，英語力の増強を目指した学習と行動の計画をたてる。立案したプランに基づく学習を続けるとともに，定期的に前述した英語テストの過去

問を利用して英語力を測定し自身の英語力の発達を記録していく。こうした作業を通して，興味関心を持った分野で卒業研究のテーマを絞り込んで

いき，卒業論文の作成を行っていく。

主な研究業績など
●��Fujimori.Y�( 2 / 16 / 2008 ).�Words�with�Multiple�Meanings.�Paper�presented�at�the�Hawaii�TESOL�Conference,�Kapiolani�Community�College,

Hawaii.

●とちぎテレビ英語教育番組「耳えいご耳」出演。英語リスニングの解説担当。（2005 年 7 月から 12 月放映）

●Fujimori.Y�(1995).�A�Natural�Order�of�Difficulty�for�English�Phoneme�Acquisition�by�Japanese.�The Hakuoh University Journal,�10(1),�305-344.
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研究テーマ 〉〉
Global Issues is Politics, 
Economics, and Society

准　教　授 〉〉 フッド��マイケル

担 当 科 目 〉〉 英語３・４

授業のねらい
The�purpose�of�this�course�is�to�deepen�students’�awareness�of�the�causes�and�implications�of�globalization�and�the�role�future�generations�of�Japanese�

leaders�will�play�in�it.�We�will�examine�current�events�from�several�different�perspectives,�and�students�will�broaden�and�deepen�their�understanding�of�

the�complexities�of�the�issues�facing�Japan�in�the�21st�century.

授業の内容
Early�general�topics�will� include:�Origins�of�globalism,�globalism’s�reach,�Japan’s�role� in�globalization.�Next,�we�will� look�at�more�specific�topics�to�

include:�Racism,�food�culture,�cultural�differences�in�a�globalized�society,�changes�in�Japanese�economy,�changes�in�Japanese�culture,�militarism�in�a�

globalized�society,� technology� in�a�globalized�society.�Class�will�be�conducted� in�a� lecture-discussion�format,�and�students�will�be�expected�to�

contribute�to�discussions�each�week.�Students�will�be�required�to�research�topics�of�their�choice�and�make�in-class�presentations�in�English.�Throughout�

the�course,�an�“English�only”�policy�will�be�enforced.�Active�participation�and�regular�attendance�are�required.�This�will�be�a�student-centered�course,�so�

students�are�expected�to�take�the�lead�in�classroom�activities�and�discussions.

主な研究業績など
Think�smart:�Critical�thinking�in�critical�times.�Tokyo:�Kinseido.

World�in�motion:�Life�in�the�21st�century.�Tokyo:�Kinseido

Critical�thoughts�on�critical�thinking.�In�J.�Bradley,�C.�Cabell�&amp;�D.�Kennedy�(Eds.)�Imagining�a�world:�Engaged�pedagogy�in�the�Japanese�

university.�Rotterdam:�Sense�Publishers.
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研究テーマ 〉〉
国際関係と広報に関する研究
～歴史を通じて日本と世界を結ぶ

教　　　授 〉〉 細田　晴子　ほそだ　はるこ

担 当 科 目 〉〉 スペイン語１・２

ゼミナール（研究）のねらい
　外交も，地方創生も，経営も，「誇りを持ち，ストーリーを作り，外にアピールする」のは同じ。歴史的視点を用いながら，日本や海外（主にスペ

イン語圏）の多様な文化，歴史，政治経済を比較考察しグローバル・ローカルな視点を得て，俯瞰的に日本を見つめ，行動する力を養うことを目的

としています。理論，歴史，現場を行き来します。

ゼミナール（研究）の内容
　未来が予測不可能な時代，社会で活躍するには，既存の枠組みを超えていくためにリベラルアーツを学ぶ意味は高まっています。一方，座学のみ

ではなく変化に柔軟に迅速に対応し行動していく必要があります。

　人とは異なる付加価値をつけたい学生，何か新しく試したい学生を歓迎します。

①世界の政治・経済・社会の仕組みに関する一般的な知識，アングロサクソンの観点とは異なる世界の歴史の見方を身につけます。

・��スペイン語履修歴は不問。積極的に参加できる学生を歓迎します（スペイン語をさらに強化したい人，英語で読みたい人には，それぞれの言語

の文献・資料などを提供します）。

②大学での学びが，社会においてどのように役立つのかを実践して体感します。

・��社会問題一般への興味を育みつつ解決策を考え，自分の得意分野を突破口に学んだことを実践に移します。過去には，地方自治体主催行事での

プレゼンテーション，理工学部と協力したプロジェクト参加，在京キューバ大使館の催し参加，外務省の地方連携推進室・日本経済新聞訪問な

どを行いました。

・��日大の強みは，他学部との繋がり，地方におけるネットワーク力とコミュニケーション力ということを実感できます！

・��2020 年度の遠隔授業の際は，ZOOM 授業にメキシコやスペインからの講演者を招待しました。リモートインターンなど新しい試みにも挑戦して

います。

主な研究業績など
外交官時代の経験を活かし，最近はローカルとグローバルの関係を掘り下げています。校友と協力し地方の良さを世界へ発信することも行って

います。

・��『カザルスと国際政治：カタルーニャの地から世界へ』（2013 年，吉田書店）

・��『カストロとフランコ』（2016 年，ちくま新書）

・��「フランコ独裁とサッカーという磁場――現在に繫がるローカルでグローバルなサッカー」（『「みえない関係性」をみせる』）（2020 年，岩

波書店）

・��‘La�diplomcia�pública�de�Japón:�de� la�reconstrucción�de�postguerra�a� la�actualidad’� in�Estrategias de diplomacia cultural en un mundo

interpolar,�Ramón�Areces,�Madrid�（2015）

・��‘Sado:� la�séptima�isla’,� ‘La�diplomacia�pública�y�otras� iniciativas�de�Japón:�hacia�un�futuro�común’� in�Japón. El archipiélago de la Cultura,�

Mediatres�Estudio,�Barcelona�（2020）

総

合

98

研究テーマ 〉〉 現代文学・思想

准　教　授 〉〉 安原　伸一朗　やすはら　しんいちろう

担 当 科 目 〉〉 フランス語３

授業のねらい
　主として人文科学の書籍を用いながら，文章を正確に読解することと明快な文章を書けるようにすることに基盤を置きつつ，自分の生きる時空間

が歴史的かつ地政学的にどれほど限定されたものであるのかを批判的に意識し，誰もが生きられる社会の実現には何が必要かを検討する。

授業の内容
　現代思想の一部において，現代は「生権力」（規律権力，管理権力）の時代であると定義され分析されている。そこで，この授業ではまず，20 世紀

フランスの思想家ミシェル・フーコーによる「生権力」の思想を中心として概観した後に，「生権力」がいびつな形で具現化した第二次大戦期ヨーロッ

パの強制絶滅収容所を考察することにしたい。

　その考察に際しては，囚人として生還を果たしたプリーモ・レーヴィによる最晩年のエッセー『溺れるものと救われるもの』の日本語訳を，参加

学生による発表を中心として輪読していく予定（参加学生と話し合って進める予定）。また，その過程において適宜，教員から参考文献を紹介する。

テキストの精読という作業を通じて，21 世紀初頭に「生権力」がどのような形で現れ，また私たちの思考や振舞いを規定しているのかを考えていき

たい。

主な研究業績など
●ジャン＝リュック・ナンシー『モーリス・ブランショ』水声社，2020，翻訳

●“La�perspicacité�non-conformiste�de�Pierre�Pachet“（『総合文化研究』2019）

●“Ecouter�une�parole�muette�-�sur�Autobiographie�de�mon�père“（『文芸研究』2018）

●「ショアーと子供の言葉」（『総合文化研究』2016）
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研究テーマ 〉〉

芸術一般について
：芸術理論，芸術の歴史， 
　アートマネージメントなど

准　教　授 〉〉 山崎　明日香　やまざき　あすか

担 当 科 目 〉〉 ドイツ語，文学Ａ・Ｂ

授業のねらい
　本ゼミナールでは，芸術をリサーチの対象とするだけではなく，その商業的可能性についても探究します。主な考察対象となるのは，16 世紀から
21 世紀までのヨーロッパ，ロシア，米国，アジアを中心とした様々な芸術作品（演劇，オペラ，映画，絵画，建築，写真など）であり，芸術作品に
対する理解を深めると同時に，芸術論や美学を学び，芸術と政治や社会との関わりを考察します。また，それらの芸術作品の創造の背後にある，商
業主義コンセプトや，アート・マーケットについても考察します。さらに，アートマネージメント，デジタルアート，アール・ブリュットなどの，
近年重視されてきた芸術概念について，基礎知識を習得します。芸術全般に対する教養と理解を深めながら，各自の関心を発展させ，デジタル時代
における新たなビジネス方法について模索します。

授業の内容

●��毎回の授業では，芸術に関する様々なトピックを取り扱い，文献を読みます。これまで，AI アート，VR，SNS，ストリートアート，インスタグラム，
バイオアートなどの，現代的なテーマだけではなく，歌舞伎や能やオペラなどの古典芸能を扱いました。芸術全般の教養を深めながら，全員でディ
スカッションを行い，各自の関心を発展させます。ゼミナール 1 と 2 では，各国の芸術作品や芸術理論を中心に，基礎知識を得ます。ゼミナール 3
と 4 では，応用知識を吸収しながら，芸術の創造からその役割と影響までを，批判的視点から考察できるようにします。

●��現在の受講生の関心は，演劇やミュージカルやバレイなどの舞台芸術だけではなく，書道や絵画や空間インスタレーション，映画やアニメやラジオ，
モデル活動や音楽創造やモードに向けられています。毎回雑談をしながら，各自の関心や知識を楽しく深めています。既にキャリアをもつ学生を
講師として招聘するレクチャー活動も盛んです。これまでに，「アクターズスクール／Hip�Hop ダンス」「書道講習」「VR/5G」「DTM 音楽」「3D グ
ラフィックス」の実技込みのレクチャーが開催され，好評を得ています。校外学習では，美術展の訪問や歌舞伎の観賞会を実施しました。本ゼミナー
ルの歴史は浅いですが，卒業生や在学生には，特待生や貢献賞を受賞した受講生が多くいます。

●��卒業論文に向けて，論文をゼミ 1 の段階から執筆してもらいます。テーマ，構成，文献の指導をします。卒論執筆のため，各学期では，発表とレポー
ト課題があります。

ゼミナール1・2・3・4

主な研究業績など
研究テーマ：ドイツ演劇・文学・哲学，ドイツ語教授法，コミック研究，芸術理論・実践
●��Yamazaki,�Asuka�（2019）�Actors�and�Their�Cosmopolitan�Existence,� in�Cosmopolitan� Imaginings/Kosmopolitische�Gedankenwelten .�

Königshausen�&�Neumann,�75-87.
●山崎明日香（2020）「ライプニッツの王子教育論におけるレトリック教育について」『ライプニッツ研究』（6），123-142.
●山崎明日香（2019）「ネストロイの演技術と法領域の変動について」『ヘルダー研究』（23），63-94.
●Yamazaki,�Asuka�（2019）�Only�the�Winner�is�Allowed�to�Live':�The�Memory�of�Cannibalism�in�Attack�on�Titan,�in�ImageTexT�（10.2）,�1-48.
●��Yamazaki,�Asuka�（2013）�Das�deutsche�Nationalbewusstsein�des�19.�Jahrhunderts�und�Richard�Wagners�Tristan�und�Isolde.�Königshausen�&�

Neumann.
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研究テーマ 〉〉
場所の文化論
―文学作品等から考える

准　教　授 〉〉 山根　龍一　やまね　りょういち

担 当 科 目 〉〉 日本文化論Ａ・Ｂ，文学Ａ・Ｂ，文学史Ａ・Ｂ，文章表現Ａ・Ｂ

授業のねらい
　たとえば，あなたが抱いていた渋谷や新宿のイメージと，現地に行って肌で感じた印象が違っていた，ということはありませんか？
　授業のねらいは，こうした場所（都市・地域・土地）のイメージと現場体験の違いについて，主にイメージの側から考えることです。具体的には，
明治時代から現代までの様々な作品（小説・漫画・映画など）を検討し，場所の文化（言葉や映像でつくられた場所のイメージや物語）を多角的に
考察します。
　浅草がしばしば近代小説の舞台に選ばれるのはなぜなのか。芥川龍之介「羅生門」の平安京，梶井基次郎「檸檬」に描かれた京都，石田衣良「池
袋ウエストゲートパーク」の池袋，又吉直樹『劇場』の下北沢，それぞれの場所と時代背景の関係はどのようなものか，などなど。
　また，場所には電車という移動する空間も含まれます。この観点から，田山花袋「少女病」をはじめとする電車小説の系譜を追ってみるのも面白
いでしょう。さらに近年では，コンテンツツーリズム（アニメや漫画の舞台を訪れる「聖地巡礼」や映画の「ロケ地めぐり」など）が地域活性化の
観点から注目されています。
　場所の文化がどのようにつくり出され，商品として流通し，消費されていくのか，ともに考えてみましょう。

授業の内容

　様々な資料を活用することで，分析の仕方と基礎知識を学修します。その際，資料収集の仕方やレジュメ作成の方法なども学びます。その上で，『〈都
市〉文学を読む』（鼎書房，￥2000）などのテキスト集から都市を舞台にした文学作品を取り上げ，場所と時代と表現の関係を考察した発表を 1～2
人で行います。

　漫画や映画などを加えた幅広い作品の中から対象を選び，前年と同形式の発表を行います。さらにサブプログラムとして，場所を特集した雑誌の
コンセプトやターゲットなどを調査・分析し，グループで発表します。

　主に担当教員との面談を通して，これまでの学修成果を反映させた卒論の完成を目指します。

　「やりっぱなし」にしないために，発表と共同討議の後には毎回リアクションシートの提出を行うとともに，節目ごとに成果物（レポートなど）の
提出を課します。また，様々な場所の「これまでと今」を体感するために，まち歩きと合宿も予定しています。

ゼミナール1・2

ゼミナール3・4

卒業論文

その他

主な研究業績など
●�『大学生のための文学トレーニング近代編』（三省堂／担当したのは Section2 扉，9 章，10 章，14 章の「テキスト（本文・解説・資料・主

要参考文献一覧）」および「トレー二ングシート」／2012 年 1 月／共同編著）
●�『大学生のための文学トレーニング現代編』（三省堂／担当したのは，3 章，8 章の「テキスト（本文・解説・主要参考文献一覧）」および「ト

レー二ングシート」／2014 年 6 月／共同編著）
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研究テーマ 〉〉 社会心理学

専�任�講�師 〉〉 山本　真菜　やまもと　まな

担 当 科 目 〉〉 心理学Ａ・Ｂ，データ解析１

授業のねらい
　私たちは，日常，他の人々から影響を受け，それと同時に，それらの人々に影響を与えながら生活しています。社会心理学は，このような人と人

との社会的影響のあり方を科学的な方法で明らかにしていこうとする学問領域です。社会的影響は人々が存在するところには生じますので，社会心

理学が研究対象とする範囲はきわめて広く，ありとあらゆる人間の営みがその研究対象になっていると言えます。したがって，本ゼミナールでは，

学生が自分自身の興味関心のある内容を社会心理学の視点から学ぶことができます。

　本ゼミナールでは，社会心理学の視点から他者や社会を捉える能力を身に付けることを目指し，社会心理学の研究法に基づいた実証的な研究を演

習形式で行います。学生は，文献研究によって社会心理学の基本的知識や論文を読む能力を修得し，研究計画の企画・立案，実施，分析，考察，報

告する技能を身に付け，研究プロセスの全体像を理解することを目指します。これらの学修の集大成として，学生自身の興味関心に基づいた卒業論

文の執筆を行います。

授業の内容

　科学としての心理学を理解するために心理学の研究法について学びながら，社会心理学の研究についてグループごとに追試を行い，実験や調査等
の研究手法やデータ分析の考え方について理解することを目指します。これらの進捗や成果を報告することによって，研究レポートの書き方や効果
的に伝達するプレゼンテーション技能を修得します。さらに，文献研究を行い，社会心理学の基礎的な知識や各自の興味関心のある研究テーマの研
究背景を理解することを目指します。

　各自の興味関心に基づき研究グループを形成し，社会心理学の研究に関する研究計画を立案し計画に基づき実際に研究を実施します。これらを通

して，実験や調査等の研究手法やデータ分析の考え方，研究プロセスの全体像を理解することを目指します。さらに，研究の進捗や成果を報告する

ことによって，研究レポートの書き方や効果的に伝達するプレゼンテーション技能を修得します。

　卒業論文では，これまでのゼミナールで学修した内容を基に実証的研究を行います。学生自身の興味関心に基づき研究テーマを決定し，社会心理

学の研究法に基づいた研究計画を立案します。研究計画に基づきデータを取得し，分析を行い，結果を考察し論文としてまとめます。

ゼミナール1・2

ゼミナール3・4

卒業論文

主な研究業績など
●��山本真菜（2018）．対人的影響とコミュニケーション　岡隆・坂本真士（編）心理学のポテンシャル 6　社会心理学　サイエンス社，

57-75.

●��山本真菜・岡隆（2018）．ステレオタイプ抑制における反ステレオタイプと非優位ステレオタイプの役割　心理学研究，89，12-21.

●��山本真菜・岡隆（2016）．ステレオタイプ抑制による逆説的効果の個人差：認知的複雑性との関係　社会心理学研究，31，149-159．

●��Atsushi�Kimura,�Naoki�Mukawa,�Masahide�Yuasa,�Tomohiro�Masuda,�Mana�Yamamoto,�Takashi�Oka,�Yuji�Wada�(2014).�Clerk�agent�promotes

consumers’�ethical�purchase�intention�in�unmanned�purchase�environment.�Computers�in�Human�Behavior.�33,�1-7.
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研究テーマ 〉〉
ジェンダーからみた 
社会・政治・労働

教　　　授 〉〉 吉原　令子　よしはら　れいこ

担 当 科 目 〉〉 英語１・２

授業のねらい
　本研究は女性問題やフェミニズム理論を学ぶことを目的としています。家庭，学校，職場，ライフステージの各段階で，女であることによって直

面する問題や葛藤を具体的に考えます。また，ジェンダーは人種，民族，階級，セクシュアリティとも深く関わっています。そういう複眼的な視点

から女性問題ひいては社会問題について学んでいきます。

授業の内容

　ゼミナール 1・2 では，『新・女性学への招待』（井上輝子著）を輪読しながら，家庭，学校，職場，ライフステージの各段階で，女であることによっ

て直面する問題や葛藤を具体的に考えます。「らしさ」や性の二分化の否定を学びながら，自分自身がもっている「とらわれ」や偏見を見つめ直し，

個が個として生きていく社会のあり方（「男らしさ・女らしさ」に囚われない生き方）を考えていきます。

　ゼミナール 3・4 では，『女たちのサバイバル作戦』（上野千鶴子著）を輪読しながら，「働く女性は以前よりも生きやすくなったのか？」という疑

問を考えます。職場 vs. 家庭，バリキャリ vs. 専業主婦，正社員 vs. パート，既婚 vs. 非婚，こうした二項対立の中で，女性たちは二者択一の選択を迫

られてきました。そして，家事・育児を背負いながら働き，脱落すれば「自己責任」と言われます。なぜこのような理不尽な現実があるのでしょうか。

ディスカッションを通して，みんなで考えていきたいと思います。

　また，ゼミナール 1・2・3・4 合同で，「フェミニズムは理論と行動の学問」という理念をもとに，年 1 回課外活動（ピンクリボンウォークへ参加，

東京都人権プラザ，児童養護施設訪問，ハンセン病資料館訪問など）をしています。また，年 1 回研究学生主催で講演会（NPO マタニティハラスメ

ント，NPO ファザリングジャパン，マザーハウスなど）を開催します。

ゼミナール1・2・3・4

主な研究業績など
●「アメリカ合衆国における同性婚の法制化の動向―1990 年代の同性婚運動の要因について―『英米文化 39 号』（2009）

●吉原令子「第 6 章�女性運動」，菊池重雄・佐藤成男編『1960 年代アメリカの群像』（大学教育出版，2006）

●「ひとつではないフェミニズム―1960 年代のアメリカの女性解放運動を通して―『歴史学研究 10 月号』（2004）

●「『帝国』のフェミニズムへの批判に関する一試論」『英米文化 34 号』（2004）
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