
2019年6月11日２０２０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

11-805、80613:00-18:009月24日（火）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

11-914、91513:00-18:009月24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

11-1258、809、
811、812 (両日)

9:00-18:009月24日（火）、
25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

11-905, 91213：00-20：309月24日（火）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

11-701、702、703
、1126（両日）

09:00-18:009月24日（火）、
25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

9月のゼミ発表会時にレポート課題を発
表。

20 0経営

11-811, 81214:00-16:309月20日（金）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Ⅱ20 0経営

1/10



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

面接場所:11-820およ
び11-1305 （集合場
所:11-820）

14:00-16:009月24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

11-814、81513:00-15:009月20日（金）谷本　寛治企業と環境・社会IＡ 面接8 12程度 0経営

11-905, 90610:00-12:009月25日（水）山野井　順一経営戦略研究IＡ 面接・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、回帰分析初級A

【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
。

【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、807、808
、809

13:00-18:009月20日（金）村瀬　俊朗組織行動研究IＡ 面接10 【並行履修科目】
組織行動論、基礎統計学（基礎統計学
または回帰分析を並行履修する学生を
、「4，5名ほど」優先的に受け入れま
す。）

本年度より村瀬ゼミへの応募方法は、
手書きのES書類を廃止しタイプ可能な
ES書類を使用します。
秋の応募時に、書類をダウンロードす
るURLを準備しますので、そのURLか
ら書類を取得し、事務所にご提出くだ
さい。村瀬ゼミのツイッターアカウン
トからもダウンロードできるように準
備いたします。
注）タイプ可能なES書類は村瀬ゼミの
みで有効なので、他のゼミに応募する
ときは使用できな場合があります。ご
注意ください。

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

11-122816:30-18:009月25日（水）マレン　ジョエ
ル　ベーカー

経営戦略と自然環境IＡ 面接11

【前提科目】
Strategy, Policy, and Planning

【並行履修科目】
Business in the Natural 
Environment、Enviromental 
Management and Strategy

10 0経営

11-6069:00-12:309月25日（水）三橋　平ブレークスルーの科学IＡ　 面接12 【並行履修科目】
回帰分析初級A(片山)､回帰分析中級(片
山)､ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝとｱﾝﾄﾚﾌﾟﾚﾅｰｼｯﾌﾟ､
Strategy, Policy, and Planning､
Behavioral Strategy

10 0経営

11-804、80514:00-17:009月20日（金）長谷川　惠一現代管理会計論IＡ 面接13

【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

15 0会計

11-80114:00-17:009月24日（火）河　榮徳会計情報論IＡ 面接14

【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）

15 0会計

11-80413：00-15：009月24日（火）清水　孝企業管理会計研究IＡ 面接15

【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HPも参考にして下さい。
Http://ts814.world.coocan.jp/HBz
emi2000.htm

15 0会計

11-807、80814:00-17:009月24日（火）川村　義則現代の財務会計IＡ 面接16

【前提科目】
基礎会計学

【並行履修科目】
簿記Ⅰ

15 0会計

11-701,70214：00-18：009月20日（金）奥村　雅史財務報告と分析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

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

11-81415:00-18:009月24日（火）大鹿　智基企業価値評価研究IＡ 面接18

【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

各自の面接時間の調整はメールで行い
ますので、連絡先メールアドレス（
Wasedaメールでなくてもかまいませ
ん）を応募用紙に記載してください。

13 2会計

11-80510:30-9月16日（月）伊藤　嘉博環境経営と戦略マネジメントシステムIＡ 面接19 【並行履修科目】
管理会計論、原価計算論

15 0会計

11-802、803、80411:00-20:309月25日（水）山内　暁財務報告の研究IＡ 面接20

【前提科目】
基礎会計学

・面接は、13：00～18：00（予定
）に行います。
・個人の面接時間は当日発表します。
・その他、随時情報（指定教室番号等
）を更新します。

20程度 0会計

11-12509:00-12:009月25日（水）八重倉　孝財務会計研究IＡ 面接・レポート課題21

【前提科目】
財務会計論

【レポート課題】
「自分がゼミに求めるもの」について
、A4一枚程度にまとめ、他の書類と共
に提出すること。

15程度 0会計

11-120812:00-19:009月25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22

レポート課題：
・ゼミで達成したいプロジェクト（学
術的あるいは実務的）をA4一枚にまと
め、他の選考書類と同時に提出。
・最新情報は鈴木智英教授の商学部ホ
ームページを参考。

8 2会計

11-1227、914, 91514:00-17:009月20日（金）恩藏　直人現代マーケティング研究IＡ 面接23 20程度 0ﾏｰｹﾃｨﾝｸ
ﾞ・国際
ﾋﾞｼﾞﾈｽ

11-709、710、71112：00-9月24日（火）武井　寿マーケティング基礎理論研究IＡ 面接24 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

11-605, 60610:00-17:009月24日（火）嶋村　和恵現代広告研究IＡ 面接・レポート課題25

【前提科目】マーケティング論

【並行履修科目】広告論、マーケティ
ング・コミュニケーション論

【レポート課題】
あなたの大好きなものを１つ取り上げ
、私（嶋村和恵）に対してその素晴ら
しさが伝わり、私が使ってみたい（食
べてみたい、行ってみたい、など）と
思うように説明してください。取り上
げるものは、もの、サービス、場所な
ど何でも構いません。形式：Ａ４用紙
（２枚まで）、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

11-906, 909, 910, 
911

13:00-18:009月20日（金）守口　剛マーケティング・サイエンス研究IＡ 面接26 20 0ﾏｰｹﾃｨﾝｸ
ﾞ・国際
ﾋﾞｼﾞﾈｽ

11-120616:00-18:009月25日（水）フランク　ビョ
ーン

消費者行動研究IＡ 面接27

【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
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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

田口　尚志貿易商務研究IＡ 書類選考・レポート
課題

28 【並行履修科目】国際商務論

【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。
 
書式：Ａ４用紙３枚以上７枚以下にワ
ープロで仕上げること。
　　　（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（応
募書類提出日より受付開始），および
，Emailでnaoshi@waseda.jp	まで併
せて提出すること。
提出期限は，9月13日（金）17:00ま
で（上記，商学部レポートＢＯＸおよ
び田口メールアドレス宛てまで）。

10程度 0ﾏｰｹﾃｨﾝｸ
ﾞ・国際
ﾋﾞｼﾞﾈｽ

11-909、910、911
、912

12:00-18:009月25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 & Faultlines

15 0ﾏｰｹﾃｨﾝｸ
ﾞ・国際
ﾋﾞｼﾞﾈｽ

6/10



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

11-705、708、70910:00-15:009月25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】ミクロ経済学

【並行履修科目】国際貿易論（市田）
、回帰分析初級（片山）

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
主体的に頑張ったこと（チャレンジし
て成果が出たこと）について書きなさ
い。また、自分のおｋれまでの人生で
挫折だと思うことについて説明し、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。
※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13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

11-805、806、807
、808

10:00-17:009月25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

11-704, 71110:00-17:009月25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 【並行履修科目】International 
Strategies and Organization

Selected candidates will be 
interviewed in groups. Each 
group will be given a problem and 
60 minutes to prepare a solution. 
These solutions will then be 
presented to me and we will 
discuss. Selection will be based 
both on the student's abilities to 
work in group, the content of the 
presentations, and the 
subsequent discussion.

12 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

11-123314:00-17:009月20日（金）藤原　洋二金融構造の国際比較IＡ 面接33 8 2金融・
保険

11-603、60415:00-17:009月25日（水）李　洪茂リスクマネジメント研究IＡ 面接34

【前提科目】
保険論

【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

11-71012：00-18：009月20日（金）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35 【並行履修科目】
企業金融論、回帰分析初級A(片山）、
回帰分析中級（片山）

10～15 0金融・
保険

11-60513:00-18:009月25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36

【前提科目】
金融入門、基礎統計学

【並行履修科目】
回帰分析初級A（片山）

レポート課題は、教員サイト（
http://www.f.waseda.jp/ytanigaw
a/Seminar19.html）に、9月初旬を
目途に掲示します。

12 0金融・
保険

11-815、816、82010:00-17:009月25日（水）中出　哲現代損害保険研究IＡ 面接37 【並行履修科目】
海上保険論、保険論

15 0金融・
保険

11-60614:00-9月25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38 【並行履修科目】
回帰分析初級A（片山）

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）

15 0金融・
保険

11-80113:00-14:309月25日（水）片岡　孝夫マクロ経済理論IＡ 面接39

【前提科目】基礎経済学、マクロ経済
学

【並行履修科目】基礎統計学、ミクロ
経済学

2021年度ゼミⅡの開講可能性につい
ては、担当教員に確認すること。

10 0経済

8/10



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

11-91016:30-17:309月24日（火）高瀬　浩一開発経済学研究IＡ 面接40

【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
分析初級A（片山）、回帰分析初級B（
坂野）

10 0経済

9-60213:00-14:009月25日（水）毛利　裕昭数理計量分析研究IＡ 面接・レポート課題41

【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

【レポート課題】
大学入学後、力を入れたことをA4用紙
2枚以上で書くこと。

5 3経済

11-122415:00-16:009月20日（金）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42 【並行履修科目】
基礎統計学、回帰分析初級AまたはB

10 0経済

11-817、81814:45-16:159月25日（水）久保　克行企業の経済学IＡ 面接43 10 3経済

11-131511：00-12：009月24日（火）加納　和子産業組織論研究IＡ 面接44

【前提科目】ミクロ経済学

【並行履修科目】産業組織論、回帰分
析初級

6 2経済

11-813、81413:00-15:009月25日（水）宮島　英昭日本企業システムの経済分析IＡ 面接45 【並行履修科目】
日本経済論

20 0産業

11-135813:00-16:009月24日（火）横山　将義国際経済学研究IＡ 面接46

【前提科目】基礎経済学

【並行履修科目】経済政策10 0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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トラッ
ク名称

11-132411:00-12:009月25日（水）花井　俊介日本経済史研究IＡ 面接47 【並行履修科目】
日本経済史

15 0産業

池尾　愛子国際経済関係研究IＡ レポート課題48 【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と、うち1冊
の読書感想文を、ワードファイルに書
いて、９月２０日（金）までに、電子
メールに添付して池尾まで送ること。

12 0産業

11-802、80314:45-16:159月24日（火）矢後　和彦欧米経済史研究IＡ 面接49 【並行履修科目】
西洋経済史、経済史

20 0産業

11-914, 91513:00-15:009月25日（水）小倉　一哉雇用労働研究IＡ 面接50 【並行履修科目】
労働経済論

15 0産業

11-60313:00-16:009月20日（金）清水　洋イノベーション研究IＡ　 面接51 【並行履修科目】
イノベーションとアントレプレナーシ
ップ

8-10 0産業

以上

商学部
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