
2018年9月22日２０１9年度ゼミ募集（１次募集ゼミ一覧）

※担当教員の予定や応募状況によっては、選考日程に変更が生じる可能性があります。
※変更が生じた場合は、掲示板/商学部HPにて通知いたしますので随時ご確認下さい。

番号 ゼミ名称 選考方法教員名 選考日 選考時間 集合場所・選考会場 備考
募集人数

3年生 4年生以上

トラッ
ク名称

１１-８０９、８１３13:00-18:009月26日（水）坂野　友昭現代企業研究IＡ 面接1 【並行履修科目】
ビジネス・リサーチ

20 0経営

１１－８１１、８１２13:00-18:009月25日（火）藤田　誠組織と戦略IＡ 面接2 【並行履修科目】
経営学

15 0経営

１１－７０１、７０２、
７０３、１２５８（両日
）

9:00-18:009月25日（火）、
26日（水）

井上　達彦ビジネスモデルと競争戦略IＡ 面接3 【並行履修科目】
経営組織論、ビジネスアイデア・デザ
イン（BID）、ビジネスモデル・デザ
イン

15 0経営

１１－９０４、９０５12:30-19:309月26日（水）大月　博司組織変革の研究IＡ 面接4

【前提科目】
経営学（ただし、並行履修でも可）

15 0経営

9月25日（火）
１１－７０９、７１０、
７１１、１１２６
9月26日（水）
１１－７０９、７１０、
７１１、１１２６

9:00-18:009月25日（火）、9
月26日（水）

内田　和成競争戦略IＡ 面接・レポート課題5 【並行履修科目】
競争戦略

レポート課題は秋のゼミ説明会で発表
します。

20 0経営

１１－６０３、６０４10:00-12:009月22日（土）中村　信男会社法研究IＡ 面接6

【前提科目】
ビジネス法入門

【並行履修科目】
企業法Ⅰ、企業法Ⅱ

約15 0経営

1/11



番号 ゼミ名称 選考方法教員名 選考日 選考時間 集合場所・選考会場 備考
募集人数

3年生 4年生以上

トラッ
ク名称

１１－６０５14:00-16:009月25日（火）和田　宗久企業法研究IＡ 面接7 【並行履修科目】
企業法Ⅰ、企業法Ⅱ

15 0経営

１１-８０２、８０３13:00-15:009月20日（木）谷本　寛治企業と環境・社会IＡ 面接8 12程度 0経営

１１－６０３、６０４10:00-12:009月26日（水）山野井　順一経営戦略研究IＡ 面接・筆記試験・レ
ポート課題

9

【前提科目】
基礎統計学、ミクロ経済学

【並行履修科目】
経営戦略、回帰分析Ⅱ

【面接】
面接では、１．本演習が志望者のキャ
リア上の目標達成に貢献できるか、２
．本演習に十分な時間を割くだけのコ
ミットメントを有するか、を重視する
。

【筆記試験】
英語ならびに基礎的な統計学

【レポート課題】
１．大学卒業から約10年後のキャリア
上の目標
２．その目標を達成するために必要な
技能、資源
３．上記の技能、資源を得るために必
要な過程と現在の状況。さらに、その
過程において、本演習が果たす役割

15 0経営

１１－８０６、８０７10:00-18:009月25日（火）村瀬　俊朗組織行動研究IＡ　 面接・レポート課題10

【前提科目】
統計リテラシーα、β

【並行履修科目】
組織行動論、統計学関連の科目

心理・性格テストを9月16日までに完
了させること。
【心理・性格テストURL】
https://wasedaasbri.au1.qualtrics.
com/jfe/form/SV_9BTb4PpnGQb
nZhH
何らかの理由でリンク先に飛べない場
合は、村瀬ゼミのツイッターへDMして
ください。
早稲田商学部　村瀬ゼミ（または
muraseseminar）で検索。
ツイッターにDMを送れない場合は、教
員に直接連絡してください（
tmurase@waseda.jp）。

15 0経営
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番号 ゼミ名称 選考方法教員名 選考日 選考時間 集合場所・選考会場 備考
募集人数

3年生 4年生以上

トラッ
ク名称

１１－１２１３14:00-18:009月25日（火）マレン　ジョエ
ル　ベーカー

経営戦略と環境IＡ 面接11 【並行履修科目】
Environmental Management and 
Strategy

10 0経営

１１－７０２、７０３15:30-18:009月22日（土）長谷川　惠一現代管理会計論IＡ 面接12

【前提科目】
基礎会計学

【並行履修科目】
原価計算論、管理会計論

面接同日は、面接開始時刻（15:25）
の5分前に指定した教室に集合してくだ
さい。

15 0会計

－会計情報論IＡ 書類選考13

【前提科目】
基礎会計学

【並行履修科目】
財務諸表分析論、企業価値評価論（ゼ
ミⅡと並行履修すること）

在外研究（海外滞在）中につき、書類
のみで選考を行います（必要に応じて
確認メールする場合あり）。ゼミでは
、ゼミ生の自主・自律を宗とし、会計
情報を利用して企業価値評価（
Valuation）を学習します。

15 0会計

１１－６０５11:00-13:009月22日（土）清水　孝企業管理会計研究IＡ 面接14

【前提科目】
基礎会計学

【並行履修科目】
原価計算論、管理会計論

ゼミのウェブサイトを読んでください
。
http://ts814.world.coocan.jp/sow.
html

15 0会計

１１－５０２、５０３14:45-18:009月26日（水）川村　義則現代の財務会計IＡ 面接15

【前提科目】
基礎会計学

【並行履修科目】
簿記Ⅰ

15 0会計

１１－６０３14:00-17:009月26日（水）奥村　雅史財務報告と分析IＡ 面接16

【前提科目】
基礎会計学

【並行履修科目】
財務諸表分析論、企業価値評価論

15 0会計
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番号 ゼミ名称 選考方法教員名 選考日 選考時間 集合場所・選考会場 備考
募集人数

3年生 4年生以上

トラッ
ク名称

１１－９０６、９０９15:00-17:009月25日（火）大鹿　智基企業価値評価研究IＡ 面接17

【前提科目】
基礎会計学

【並行履修科目】
財務諸表分析論、企業価値評価論

・当ゼミでは、「これまでに頑張った
ことがあって、これからも頑張れるか
」を選考基準としています。大学に入
ってからの学業成績が優秀な場合（応
募時点での通算GPA（全科目のGPAま
たは専門基礎科目と専門教育科目のみ
のGPAのうちいずれか高いほう）が
3.0以上）は、それだけでこの基準を満
たしていますので原則として面接を実
施せずに採否を決定します。その他の
事項（大学入学後のボランティア活動
やサークル活動、高校時代の部活や生
徒会活動などなんでもかまいません）
を頑張った応募者は、応募用紙の２．
の欄に記載してください。詳細は説明
会で説明します。
・面接実施の有無の連絡や、実施する
場合の面接時刻の相談などはメールで
おこないますので、応募用紙にメール
アドレスを明記してください。確実に
確認するメールアドレスであれば、
Wasedaメールのアドレスでなくても
構いません。
・その他の情報は担当教員のWebペー
ジ（
http://www.f.waseda.jp/oshikat/
）でお知らせしますので定期的に確認
してください。

13 2会計

１１－７０８、７０９13:00-15:009月22日（土）伊藤　嘉博環境経営と戦略マネジメントシステムIＡ 面接18 【並行履修科目】
管理会計論、原価計算論

15 0会計

１１－８０２、８０３、
８０４

12:10-18:009月26日（水）山内　暁財務報告の研究IＡ 面接19

12:10に、11-802教室 に集合してく
ださい。
合格後の課題あり。12:10に後日お知
らせする指定教室に集合してください
。

20程度 0会計

１１－１２５０10:00-17:009月22日（土）八重倉　孝財務会計研究IＡ　 面接・レポート課題20

【前提科目】
財務会計論

・レポート「自分がゼミに求めるもの
」についてA４・１枚程度にまとめ、
出願書類と一緒に提出すること。
・面接日時は研究室（１１-１２５０）
前に9/19迄に掲示する。

約15 0会計
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番号 ゼミ名称 選考方法教員名 選考日 選考時間 集合場所・選考会場 備考
募集人数

3年生 4年生以上

トラッ
ク名称

１１－１２０８12:00-19:009月26日（水）鈴木　智英アカウンティングと経済・社会IＡ 面接・レポート課題21

留学中などの学生にはSkypeで対応
【レポート課題】
自分の追求したい研究、プロジェクト
、起業プラン等につき、A4用紙2枚以
内、8パラグラフ程度でタイプしてまと
めよ。内容のみならず、書き方に十分
配慮すること。

8 1～2会計

１１-６０３、６０４、
６０５

14:30-18:009月22日（土）恩藏　直人現代マーケティング研究IＡ 面接22 約20 0ﾏｰｹﾃｨﾝｸ
ﾞ・国際
ﾋﾞｼﾞﾈｽ

【集合場所】
１１－７０５、７１０、
７１１

12:30-9月22日（土）武井　寿マーケティング基礎理論研究IＡ 面接23

・面接日の集合場所はゼミ3年生による
面接会場（１１－７０５）とする。
・集合会場で学生（ゼミ3年生）による
面接をうけてから、教員による面接場
所に移動すること。
・ゼミにおける2年間の履修を必須とす
る。
(ゼミ選考時において留学を含めて不在
の学生は選考対象外とする)

15 0ﾏｰｹﾃｨﾝｸ
ﾞ・国際
ﾋﾞｼﾞﾈｽ

１１－６０３、６０４10:00-17:009月25日（火）嶋村　和恵現代広告研究IＡ 面接・レポート課題24

【前提科目】
広告論、マーケティング論

【並行履修科目】
消費者行動論、マーケティング・コミ
ュニケーション論

レポート課題：
企業の広告活動全般を考慮した上で、
あなたが好感をもつ広告主を一社とり
あげ、なぜ好感をもつのかを詳しく説
明してください。
形式：Ａ４用紙２～３枚に、ワープロ
を使ってまとめてください。商学部の
レポート用表紙をつけ、左上一カ所の
みホチキス止めし、その他の書類と一
緒に提出してください。

注意：
①面接のスケジュールを前日までに発
表する予定です。掲示に注意してくだ
さい。
②応募書類に記入するメールアドレス
は、合格発表後の連絡に使いますので
、頻繁に使うものを書いてださい。数
字とアルファベット、ハイフンとアン
ダーバーなどわかりにくいものは、見
間違えないようきちんと書いてくださ
い。

20 0ﾏｰｹﾃｨﾝｸ
ﾞ・国際
ﾋﾞｼﾞﾈｽ
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番号 ゼミ名称 選考方法教員名 選考日 選考時間 集合場所・選考会場 備考
募集人数

3年生 4年生以上

トラッ
ク名称

１１－５０４、５０６、
５０７、５０８

13:00-17:009月26日（水）守口　剛マーケティング・サイエンス研究IＡ 面接25 20 0ﾏｰｹﾃｨﾝｸ
ﾞ・国際
ﾋﾞｼﾞﾈｽ

１１－８０５、８０６14:00-16:009月26日（水）フランク　ビョ
ーン

消費者行動研究IＡ　 面接26

【前提科目】
マーケティング論

【並行履修科目】
環境マーケティングまたはGreen 
Marketing、International 
Consumer Behavior、統計学関連の
科目

15 0ﾏｰｹﾃｨﾝｸ
ﾞ・国際
ﾋﾞｼﾞﾈｽ

１１－８１７、８１８、
８１９

12:00-18:009月26日（水）太田　正孝国際マーケティングマネジメントIＡ 面接27 【並行履修科目】
国際マーケティングマネジメント論、
Cross-Cultural Management

16 0ﾏｰｹﾃｨﾝｸ
ﾞ・国際
ﾋﾞｼﾞﾈｽ

－田口　尚志貿易商務研究IＡ レポート課題28

【レポート課題】
本学図書館所蔵の貿易に関する文献・
資料から興味のある事象を抽出し，そ
れについて自己の感想を加えるなどし
て，レポートをまとめること。
テーマ：
貿易に関連するテーマであればどのよ
うなものでも可。申請者自身で相応し
い題目名を付けること。
 
書式：
Ａ4用紙5枚以上10枚以下にワードで
仕上げること（字数・行数は自由。ホ
ッチキス止め）。1枚目の冒頭に田口ゼ
ミ用レポートと明記し，続いて，レポ
ート題目，氏名，学籍番号およびEmail
を記入しておくこと。
 
提出場所：
商学部レポートＢＯＸへの提出および 
naoshi@waseda.jp 宛へ添付ファイル
にての提出（上記2つの方法での提出を
求める）。
提出期限は9月14日（金）17:00まで

約10 0ﾏｰｹﾃｨﾝｸ
ﾞ・国際
ﾋﾞｼﾞﾈｽ

１１－９０８、９１２、
９１４、９１５

12:00-18:009月26日（水）谷口　真美グローバル経営IＡ 面接29 【並行履修科目】
ダイバシティマネジメント、
Managing Teams and Faultlines

15 0ﾏｰｹﾃｨﾝｸ
ﾞ・国際
ﾋﾞｼﾞﾈｽ
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番号 ゼミ名称 選考方法教員名 選考日 選考時間 集合場所・選考会場 備考
募集人数

3年生 4年生以上

トラッ
ク名称

１１－７０４、７０５、
７０８

10:00-18:009月26日（水）市田　敏啓国際貿易と経済学IＡ 面接・レポート課題30

【前提科目】
基礎数学、基礎経済学

【並行履修科目】
国際貿易論（市田）、ミクロ経済学

事務所指定のエントリーシートを提出
後、下記のレポート課題も提出して
ください。
【レポート課題内容】 
（１）自分の長所と短所の具体例を
交えながら、 あなたという人間を
売り込んでください。その際、なぜ
それがあなたの長所だと思うのかを
説明し、あなたの短所については
その短所の良い面も考えてみたり、
自分の短所をどのようにして克服
しようとしたか（しているか）につい
ても書いてください。
（２）自分のこれまでの人生で自分が
最も誇れることについて、自分の
これまでの人生で挫折だと思うことに
ついて説明してください。
その際に、どうしてそう思うのか、
挫折から立ち直るために自分は何を
して、効果があったのか、なかった
のか、その経験を今後どう役に立たせ
たいかを説明してください。
（３）もしも1億円の現金が今の自分に
あったら、どのようにそれを使いたい
かを自由に書きなさい。
※11.5～12ポイントの文字で、A4の
紙で合計3枚以上書き、 レポート
冒頭には「名前・学籍番号・市田ゼミ
2018レポート課題」 と書いてくださ
い。
【締め切り】
・レポート課題は、紙媒体とファイル
の両方を【９月１４日（金）17時まで
に】提出してください。
＜紙媒体＞事務所のボックスに提出。 
＜ファイル＞メールで【To】に
ichida.senkou@gmail.com、
【Cc】にti44waseda@yahoo.co.jp
と
入力し、Wordファイルで添付して
提出。

20 0ﾏｰｹﾃｨﾝｸ
ﾞ・国際
ﾋﾞｼﾞﾈｽ

１１－９０６、９０９、
９１０、９１１

9:00-20:009月26日（水）横田　一彦国際貿易研究IＡ 面接31 【並行履修科目】
国際貿易論（横田）、International 
Business

12～15 0ﾏｰｹﾃｨﾝｸ
ﾞ・国際
ﾋﾞｼﾞﾈｽ

１１－８１４、１１－
８１５、１１－１２４２

10:00-18:009月26日（水）エドマン　ジェ
スパー　カール
　ヨーラン

グローバリゼーション、制度、企業戦略研
究IＡ　

面接32 10 0ﾏｰｹﾃｨﾝｸ
ﾞ・国際
ﾋﾞｼﾞﾈｽ

7/11



番号 ゼミ名称 選考方法教員名 選考日 選考時間 集合場所・選考会場 備考
募集人数

3年生 4年生以上

トラッ
ク名称

１１－８０２、８０３13:00-17:009月25日（火）江澤　雅彦生命保険研究IＡ 面接33 【並行履修科目】
生命保険論、協同組合保険論

25 0金融・
保険

１１－１２３３14:30-16:309月22日（土）藤原　洋二金融構造の国際比較IＡ 面接34

１４：３０までに研究室（１１－
１２３３）に集合すること。

8 2金融・
保険

１１－８１１、８１２14:00-17:009月26日（水）李　洪茂リスクマネジメント研究IＡ 面接35 【並行履修科目】
リスクマネジメント論、損害保険論

20 0金融・
保険

１１－９０１12:00-18:009月26日（水）広田　真一グローバルビジネス、グローバルファイナ
ンスIＡ

面接36 【並行履修科目】
企業金融論、回帰分析Ⅱ

10～15 0金融・
保険

１１-６０５、６０６13:00-17:009月26日（水）谷川　寧彦コーポレート・ファイナンスIＡ 面接・レポート課題37

【前提科目】
金融入門、基礎統計学

レポート課題（提出先）は、2018年8
月末を目途に教員サイトに開示します
。
http://www.f.waseda.jp/ytanigaw
a/Seminar18.html　を見てください
。

12 0金融・
保険

１１－８１４、８１５10:00-9月25日（火）中出　哲現代損害保険研究IＡ 面接38 【並行履修科目】
海上保険論、保険論

15 0金融・
保険
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番号 ゼミ名称 選考方法教員名 選考日 選考時間 集合場所・選考会場 備考
募集人数

3年生 4年生以上

トラッ
ク名称

１１－８０１13:00-9月26日（水）尾崎　祐介フィナンシャル・エコノミクスIＡ　 面接・レポート課題39 【並行履修科目】
資産価格論

前提・並行履修科目とはしないが、ミ
クロ経済学、統計学関連の授業履修（
並行履修も含めて）が望ましい。
レポート課題（選考書類に添付するこ
と）：あなたが考える理想の演習につ
いて説明したうえで、それを実現する
ために必要なこと、そして、あなたが
できることについて書きなさい。（分
量：Ａ４用紙で2枚程度）

15 0金融・
保険

１１－８１６13:00-14:309月26日（水）片岡　孝夫マクロ経済理論IＡ 面接40

【前提科目】
マクロ経済学

【並行履修科目】
基礎統計学、ミクロ経済学

12 0経済

１１－８１６16:30-9月25日（火）高瀬　浩一開発経済学研究IＡ 面接41

【前提科目】
基礎統計学、ミクロ経済学

【並行履修科目】
マクロ経済学、回帰分析

10 0経済

９－６０２13:00-14:309月26日（水）毛利　裕昭数理計量分析研究IＡ 面接・レポート課題42

【前提科目】
基礎数学

【並行履修科目】
基礎統計学（毛利）、経済統計Ⅰ、経
済統計Ⅱ、数理統計学Ⅰ、数理統計学
Ⅱ

A4　２～３ページ程度で大学に入学し
て力を入れたことについて書くこと（1
ページ、40×38）

6 4経済

１１－１２２４15:00-17:009月25日（火）坂野　慎哉コンピュータによる統計分析とその応用IＡ 面接43 【並行履修科目】
基礎統計学、回帰分析Ⅰ

10 0経済

１１－９０７、９１３13:00-9月26日（水）久保　克行企業の経済学IＡ 面接44

面接では、「企業に関して、最近気に
なったニュース」および「最近読んで
印象に残った本、論文」について質問
する可能性がある。

10 2経済
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番号 ゼミ名称 選考方法教員名 選考日 選考時間 集合場所・選考会場 備考
募集人数

3年生 4年生以上

トラッ
ク名称

１１－１３１５（両日）10:00-12:009月25日（火）、9
月26日（水）

加納　和子産業組織論研究IＡ 面接45

【前提科目】
ミクロ経済学

6 0経済

１１－８０７、８０８13:00～15:009月26日（水）宮島　英昭日本企業システムの経済分析IＡ 面接46 【並行履修科目】
日本経済論

15～20 0産業

１１－１３５８13:00-16:009月25日（火）横山　将義国際経済学研究IＡ 面接47

【前提科目】
基礎経済学

15 0産業

１１－１３２４13:30－14:309月22日（土）花井　俊介日本経済史研究IＡ 面接48 【並行履修科目】
日本経済史

2019年度・2020年度国内研究の可
否に応じて2020年度のゼミの実施可
否を最終決定する予定。

10 0産業

１１－８２０14:00－16:009月26日（水）池尾　愛子国際経済関係研究IＡ 面接・レポート課題49 【並行履修科目】
現代社会科学論

既読の社会科学書のリストを面接時に
持参すること。

15 0産業

１１－８２０14:45-16:159月25日（火）矢後　和彦欧米経済史研究IＡ 面接50 【並行履修科目】
西洋経済史、経済史

15 0産業

１１－８０１、８０５13:00-15:009月25日（火）小倉　一哉雇用労働研究IＡ 面接51 【並行履修科目】
労働経済論

4年生以上の学生は書類選考のみとする
（面談への出席は不要）

15 2産業
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番号 ゼミ名称 選考方法教員名 選考日 選考時間 集合場所・選考会場 備考
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3年生 4年生以上

トラッ
ク名称

以上

商学部
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