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早稲田大学商学部

巻頭言

商学部学生担当教務副主任

中村 みどり

1

が広がる今日、これまでの画一的な
「グロ

た。中村さんがもっとも大切にしたのは、

ーバル」の在り方を疑問視し、果たして私

他国の文化とそこに生きる人びとのアイデ

たちの生活はより平等で豊かなものとなっ

ンティティを尊重することでした。彼自身

たのか、むしろかけがえのないものを置き

はイギリス留学の経験を持つクリスチャン

去りにしてきたのではないか、を問い直す

であり、アフガニスタンの風土とは異なる

声が高まってきています。

価値観を持ちながらも、ペルシア語やパ

ここでは、資本や情報の争奪戦に足を

シュトゥ語を習得し、平和な暮らしを求め

すくわれることなく、他国に大きな足跡を

る現地の声に耳を傾けつづけました。医

残した人、昨年12月にアフガニスタン東

療だけでなく、経済基盤をつくり、また教

部で 銃撃されて亡くなった、NGO「ペシ

育を普及させれば、人びとの生活は安定

ャワール会」の代表で医師であった中村哲

し国にも平和がもたらされる、という実践

さんの人生について触れてみたいと思いま

的な考えは、他者の視線に寄り添ってこ

す。1946年生まれの中村さんは、80年代

そ生まれたものでした。

に青年医師としてパキスタンに渡りました。

コロナウイルス感染拡大のもと、その

現地の患者の治療にあたりますが、その

原因の一つとして、
「グローバル」な環境破

半数は隣国アフガニスタンからの難民で

壊による野生動物の変異が指摘されてい

した。アフガニスタンは今日に至るまで、

ます。また自由で民主的と謳われた
「先進

宗教的な分裂に旧ソ連の軍事進攻が重な

国」では、社会的弱者への差別的な発言

り、戦火に覆われてきた国です。さらに

が力を増し、一国のなかでの格差が浮き

農業国であった同国も、地球温暖化によ

彫りとなりました。中村さんは
「発展過剰

る干ばつに見舞われ、住民たちがつぎつ

国」
という言葉でもって、
「畏敬の念」
を失っ

ぎと命を落としていきました。現状を目の

た人類に警鐘を鳴らしていました。一方、

「グローバル戦略」
、
「グローバル教育」
、

当たりにした中村さんはゼロから土木の知

2003年生まれの環境活動家グレタ・エル

そして
「グローバルな視点」など、みなさん

識を学び、各地に井戸を掘り、用水路を

ンマン・ツゥーンベリさんがスウェーデン

の日常には
「グローバル」という言葉があ

つくります。それにより緑がよみがえった

から気候変動への対策を呼びかけるなど、

ふれていると思います。もっとも、この語

土地は約1万 6千 500ヘクタール、
「東京ド

現状を変えようとする運動も始まっていま

がさかんに使われるようになったのは、

ーム」に換算すると約 3千 529個分にあた

す。

1990年代後半からのことです。その背景

ります。

時代の価値観が転換しつつある今、21

には、旧ソ連対アメリカの冷戦の終結、

2001年にニューヨークでイスラム過激

IT革命によるインターネットの普及などが

派が関わった同時多発テロが起きると、

るみなさんには、これまで「先進」
、
「主流」

ありました。資本と情報を掌握した
「大国」

今度はアメリカによるアフガニスタンへの

とされてきたもの以外にも目を向け、多様

のパワーのもと、地球上の津々浦々まで

空爆が始まりました。そのようななか
「武

な価値観のなかで互いを尊重し合うことを

が結ばれ、その間で活躍する多国籍企業

器よりも水」と、用水路の建設を進める中

望みます。真の
「グローバル」
とは画一的で

や人材。
「グローバル」と称される新たな世

村さんは、学校の設立にも尽力します。

はなく、複数の
「ローカル」
の尺度を理解す

界の構造は、このようなダイナミックなイ

また世界のメディアでは、
「大国」の
「正義」

ることであり、他者との
「泥臭い」共生を楽

メージをもって語られてきたと言えます。

が宣伝されがちであり、
「小国」の内実は報

しむ心の在り方こそが、新たな時代を切り

しかしながら、新型コロナウイルスの感染

道されないことを彼は冷静に訴えていまし

ひらく鍵となるはずです。
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学部 News

2020年 3月に学部・修士 5年一貫修了制度
で 8名が商学研究科を修了し、これまでの 4

学部・修士 5年一貫修了制度パンフレット。
商学部 事 務 所 に て 配 布 中 。

学部・修士 5年一貫修了生
8名が修了

修了者から
「5年一貫と学費の安さ、継続して
同じ教授から教わることができる点が良かっ
た」
「大変有意義な大学院生活だった」などと
いった声が寄せられました。

年間で本制度の修了者は41名となりました。

2020年 4月には新たに11名の 5年一貫修了

今期の修了者は三菱UFJリサーチ＆コンサ

生が入学。来年の修了に向けて修士論文、就

ルティング、EY新日本有限責任監査法人、

職活動等に意欲的に取り組んでいます。本制

日本航空株式会社、株式会社ツムラなど多岐

度の詳細は 29ページをご覧ください。

に渡る道に進んでいます。本制度について、

News 1
Global Management Program
（GMプログラム）の新設

ることが要求されるゼミを２年間履修するこ
となどが求められます。こうしたプログラム

GMプログラムは、国際的な視点を持ち、

を通じて、国際社会での高いコミュニケーシ

国際社会に貢献する
「学識ある実業家・ビジ

ョン能力を有し、ビジネス・経済に限らず文化・

ネス・リーダー」を育成することを目的とする

歴史などに関する知識・教養を備え、課題発

プログラムです。本プログラムを修了するに

見・問題解決能力を備えた人材育成を目指し

は、主に英語で実施される
「Business in the

ます。

Natural Environment」 や
「Organizational
Behavior」などのGMコア科目を５科目、さら

なお、本プログラムは 2020年度入学者より
適用されます。

に、英語で運営され、論文も英語で作成す

News 2
篠原靖明先生がWASEDA
e-Teaching Award
Good Practice賞を受賞
篠原靖明先生が、2019年度第 8回WASEDA
e-Teaching Award Good Practice賞を受賞し
ました。

などを目的として、2012年度より、授業を担
当する全教員を対象にWASEDA e-Teaching
Award、およびGood Practice賞を授与して
います。
「英語Ⅰ
（習熟度別）中級

総合英語Ｂ１１・

Ｂ１２」における、英会話構造を繰り返し学べ

本学では、優れたICT、特にLMS
（Learning

るオンライン動画の活用や、QRコードを用い

Management System）やネットワークを 活

た動画アクセスを促す取り組みが評価され、

用した取り組みを表彰し、より質の高い教

Good Practice賞の受賞となりました。

育の提供や学習効果の向上に寄与すること

News 3
バブソン大学との
共同ワークショップを実施
起業の分野において世界的にも著名なバ
ブソン大学で活躍される山川恭弘准教授を
お迎えし、共同ワークショップを1月に実施し
ました。ワークショップには、選抜されたバ
ブソン大学の学生と、起業やマーケティング、
国際ビジネスに関心を持ち、一定の英語力を
有する早稲田大学商学部の学生が参加し、
合同混成チームを作り、それぞれのテーマに
基づいてフィールドワーク等を行いました。
活発な議論や身の回りのもので作成したプロ
トタイプをもっての成果発表など、盛況のう
ちに幕を閉じました。

ワークショップの説明をする山川准教授

ワークショップに参加した学生たち

News 4
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専 門 ゼ ミ 紹 介 ※ 2014 年度以降入学者対象

専門ゼミとは
●専門教育科目演習
（ゼミ）
では、担当教員の指導のもと、設定したテーマについて調査・資
料収集をして、レポートやプレゼンテーション資料を作成し、それをもとに他の学生と討
論する形式をとります。通常の授業とは異なり、
少人数制で2年間継続することが前提です。
● ゼミの活動を通じて、将来の実務で必要となる課題設定および課題解決能力、プレゼン
テーション能力、コミュニケーション能力、文章作成能力を養います。また、合宿や懇親
会など、担当教員や他の学生と交流する機会も得られます。
● なお、商学部には 6トラック
（経営トラック、会計トラック、マーケティング・国際ビジネ
ストラック、金融・保険トラック、経済トラック、産業トラック）
、約 60のゼミがあります。
● ゼミは、以下の通り、半期の科目と専門教育科目演習論文
（ゼミ論文）
から構成されます。

専門教育科目演習

履修学年

単位数

専門教育科目演習ⅠA

3 年生
（2 年生）

2 単位

専門教育科目演習ⅠB

3 年生
（3 年生）

2 単位

専門教育科目演習ⅡA

4 年生
（3 年生）

2 単位

専門教育科目演習ⅡB

4 年生
（4 年生）

2 単位

専門教育科目演習論文

4 年生
（4 年生）

4 単位
＊（

）は、9 月入学者の履修学年です。

◆ 選考までのステップ

STEP1

説明会への参加
興味のあるゼミの説明会に参加し、
ゼミの内容や講義の進め方、
研究テーマ等の情報を収集する。
秋説明会は、
9 月上旬に行われます。

STEP2

応募
収集した情報を踏まえ、
MyWaseda 内の
「応募ゼミ申請」
より、
応募ゼミの情報を入力する。
Web での
「応募ゼミ申請」
と併せて、
応募書類を提出する。
1 次選考の応募書類提出期間は、
9 月中旬です。

STEP3

選考試験
応募ゼミの選考日、
選考場所等を確認し、
選考試験を受ける
（レポート課題のみの場合もあり）。
1 次選考は、9 月下旬に行われる予定です。
※上記について変更の可能性がありますので、商学部 HP 等にて確認してください。
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掲載は科目配当順

専門ゼミ目次

●経営トラック

● 経営トラック

特集

2021 年度開講ゼミの募集の有無に
ついては、商学部ホームページま
たは掲示板を確認してください。

●金融・保険トラック
友昭

05

金融構造の国際比較

伊藤さゆり

13

組織と戦略

藤田

誠

05

リスクマネジメント研究

李

洪茂

13

ITと経営戦略〈2020年度休講〉

根来

龍之

–

グローバルビジネス、グローバルファイナンス

広田

真一

14

ビジネスモデルと競争戦略

井上

達彦

05

コーポレート・ファイナンス

谷川

寧彦

14

組織変革の研究

大月

博司

05

現代損害保険研究

中出

哲

14

競争戦略

内田

和成

06

フィナンシャル・エコノミクス

尾﨑

祐介

14

会社法研究

中村

信男

06

企業法研究

和田

宗久

06

企業と環境・社会

谷本

寛治

06

マクロ経済理論

片岡

孝夫

15

経営戦略研究

山野井順一

07

開発経済学研究

高瀬

浩一

15

組織行動研究

村瀬

俊朗

07

数理計量分析研究

毛利

裕昭

15

マレン ジョエル

07

コンピュータによる統計分析とその応用

坂野

慎哉

15

三橋

平

07

企業の経済学

久保

克行

16

ヒューマン・リソース・マネジメント研究

梁取

美夫

08

計量経済学とその応用〈2020年度休講〉

片山

東

–

民法研究

新井

剛

08

産業組織論研究

加納

和子

16

● 金融・保険トラック

●会計トラック

国際ビジネストラック

ブレークスルーの科学

●

経営戦略と自然環境

●経済トラック

●産業トラック
長谷川惠一

08

日本企業システムの経済分析

宮島

英昭

16

会計情報論

河

榮徳

08

国際経済学研究

横山

将義

16

企業管理会計研究

清水

孝

09

日本経済史研究

花井

俊介

17

現代の財務会計

川村

義則

09

国際経済関係研究

池尾

愛子

17

財務報告と分析

奥村

雅史

09

欧米経済史研究

矢後

和彦

17

企業価値評価研究

大鹿

智基

09

雇用労働研究

小倉

一哉

17

環境経営と戦略マネジメントシステム

伊藤

嘉博

10

イノベーション研究

清水

洋

18

財務報告の研究

山内

暁

10

財務会計研究

八重倉

孝

10

アカウンティングと経済・社会

スズキ トモ

10

現代マーケティング研究

恩藏

直人

11

マーケティング基礎理論研究

武井

寿

11

現代広告研究

嶋村

和恵

11

マーケティング・サイエンス研究

守口

剛

11

フランク ビョーン

12

貿易商務研究

田口

尚志

12

グローバル経営

谷口

真美

12

国際貿易と経済学

市田

敏啓

12

国際貿易研究

横田

一彦

13

エドマン ジェスパー

13

● 経済トラック

現代管理会計論

マーケティング・

坂野

● 会計トラック

現代企業研究

●マーケティング・国際ビジネストラック

グローバリゼーション、制度、企業戦略研究

● 産業トラック

消費者行動研究

商学部報
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専門ゼミ紹介

● 経営トラック

現代企業研究

坂野 友昭

● 会計トラック

■ 研究テーマ

し、プレゼンを行います。プレゼ

で、皆高いモチベーションをもっ

やるときはやる」といったメリハ

坂野ゼミでは、現代企業が直面す

ン後はゼミ全体で質疑応答、先生

て取り組んでいます。

リのある坂野ゼミで一緒に楽しく

るさまざまな問題を多面的な角度

を交えたディスカッションを行い、

■ 新ゼミ生へ

学んでいきましょう！

から検討し、それに対する分析能

先生によるフィードバックがあり

本ゼミでは、何よりもゼミ生の主

ゼミ HP：http://www.waseda.jp/

力や解決能力を身につけることを

ます。また坂野ゼミでは、学生主

体性を尊重しています。そのため、

sem-tomoaki01/

目的としています。

体のサブゼミがあり、就職時に役

自ら進んで様々なことに取り組ん

■ 活動内容

立つ実践的な能力を身につけるこ

でいける人がこのゼミに適してい

先生が企業とテーマを定め、グルー

とを目的としています。サブゼミ

るかと思います。やる気さえあれ

プごとに、マーケティング、ファ

のテーマ自体は自由で、ゼミ生の

ば、いくらでも実力を伸ばせる環

イナンスなど様々な視点から分析

自主性を促す形式になっているの

境も整っています。
「遊ぶ時は遊ぶ、
人数：3 年生 22 人、4 年生 24 人

組織と戦略

執筆者：小泉 毅洋

藤田 誠

先生

●
マーケティング・

国際ビジネストラック

■ 研究テーマ

■ 活動内容

す。また企業訪問（工場見学） 歓迎します。

経営学の範疇に入るテーマを幅

春学期は、テキストを指定して

を予定しており、12 月には慶應

ゼミ Twitter：

広く取り上げます。経営戦略、 輪読形式で読み進めていき、9

大学とのインゼミも実施予定で

https://twitter.com/fujita_zemi

組織構造以外にもコーポレー

月上旬にはゼミ合宿を行ないま

す。

ト・ガバナンス、リーダーシッ

す。秋学期は、グループでのゼ

■ 新ゼミ生へ

プなどについても検討します。 ミ論文作成が基本的な内容で月

ゼミは受身ではなく主体的に勉

とくにゼミ論文では、各自（グ

に 1 回中間報告を行います。そ

強する場だということをよく理

ループ）の興味のあるテーマを

れ以外の時間は、統計ソフトの

解してください。また卒業後の

取り上げてもらいます。

使用方法の学習などを行いま

交流も大切にしたいと思う人を
人数：3 年生 15 人、4 年生 15 人

● 金融・保険トラック

ビジネスモデルと競争戦略

執筆者：宮崎 有貴

井上 達彦

先生

● 経済トラック

■ 研究テーマ

ワークショップにも積極的に取り

ワークによって解を導きます。さ

は正反対の楽しさがあります。一

Apple はいかにして音楽の流通革

組んでいます。

らに、実践の経営学を探求すべく

緒に実践の学びを体験しません

命を引き起こしたのか。革命の背

■ 活動内容

第一線で活躍する方々と積極的に

か？

後には、同社の競争優位を支える

井上ゼミでは「ビジネスモデル研

交流します。インゼミや実務家へ

ゼミ HP：

目に見えない仕組みが存在します。

究・教育の拠点をつくる」ことを

の発表、ビジネスコンテストへの

http://www.waseda.jp/sem-inoue/

井上ゼミではそのような仕組みを

目標に、実業界でも認められるよ

参加等、外部への発信にも積極的

http://www.waseda.jp/sem-inoue/

研 究 し、 明 ら か に し て い き ま す。

うな研究成果を目指し活動してい

なゼミです。

recruit2016/

大 企 業 は 勿 論、 ス タ ー ト ア ッ プ、

ます。また各々が「考動する知識人」

■ 新ゼミ生へ

スポーツ、エンタメなど幅広い対

となるため国内外の基礎理論を学

「自ら問いを立て、解を探求する」

象を研究します。デザイン思考や

び、自ら問いを立ててフィールド

という活動には、今までの勉強と
人数：3 年生 12 人、4 年生 16 人

組織変革の研究
■ 研究テーマ

執筆者：野口 颯士

大月 博司

先生

● 産業トラック

ンスなども包括的に学習します。これ

により多角的な視点で物事を捉えられ

んか？

我々を取り巻く環境は常に目まぐるし

らの学習を通じて、組織が変革を成し

るようになります。後者は、
2 度の合宿、

ある方、ぜひ私たちと共に考えていき

問題を感じている方、興味の

く変化しています。AI 技術や IoT 化な

遂げるプロセスやメソッドについて理

他大学とのインゼミ等の様々な活動を

ましょう。大月ゼミ生一同、皆さんと

ど急速に発達し予測の困難さが増して

論的知識の習得と実践適応力の向上を

学生主体で実施します。この経験から

出会えることを楽しみにしています。

いる現代、企業は生存・成長のために

目指しています。

自主的に行動する姿勢を養うことがで

なお、大月先生が 2022 年 3 月をもっ

アクションを起こす必要に迫られてい

■ 活動内容

きます。これらの特徴から、ゼミ生は

て退職されるため、新ゼミ生の募集は

ます。そこでキーワードとなるのが「組

大月ゼミの特徴は「3・4 年合同活動」
「自

高いモチベーションで主体的に学習に

2021 年 4 月から 1 年間のみの活動とな

織変革」です。大月ゼミでは「組織変

主的な学習実践」の 2 つに大別するこ

取り組んでいます。

ることを前提にします。

革の研究」をテーマに企業統合や事業

とができます。前者は、学年や立場を

■ 新ゼミ生へ

ゼミ H P：http://otsuki-seminar.

再編など企業の事例や文献を用いた学

こえて自由闊達に意見交換を行い、考

サークルなど皆さんが所属する「組織」

mystrikingly.com

習と同時に、リーダーシップやガバナ

えを深められる環境があります。これ

に課題や疑問を感じたことはありませ

ゼミ Twitter: @ohtsuki_semi

人数：3 年生 15 人、4 年生 15 人
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商学部報

No.176

執筆者：宮村 瑛

■ 研究テーマ

内田 和成

先生

の目的としており、日々自身で 「ビジネスコンテスト」や「企

化 が あ り、MBA 生 や OBOG と

思考することで頭に汗をかいて

業研究」を通じ、実践的な「思

の豊富な関わりにより新たな価

中でも企業の戦略を主とする

います。

考」を磨く機会も多くあります。 値観に触れることで、ゼミ活動

領域を学んでいます。実際の業

■ 活動内容

活動の中で、「仮説思考」「情報

「競争戦略」という、経営学の

界・企業の様々な事例を分析し、 普段は「教科書発表」と題し、 を足で稼ぐ」ことを大切にして

● 経営トラック

競争戦略

に留まらず将来の糧にしていま
す。

テーマ毎にグループワークに取

おり、現場目線で自身の頭で考

■ 新ゼミ生へ

で企業戦略の理解を深めていま

り組みゼミ内で発表し議論する

えることにより日々自己成長に

2021 年度は募集を行いません。

す。また、あらゆるビジネスに

ことで、実ビジネスに生きる知

勤しんでいます。また、
「縦・横・

生きる「思考力」の向上をゼミ

恵を身に着けています。更に、 斜めの繋がり」を大切にする文
人数：3 年生 22 人、4 年生 18 人

会社法研究

● 会計トラック

自分たちなりの考察をすること

執筆者：小林 航大

中村 信男

先生

■ 活動内容

単位での卒業論文の作成が主な活

がら、ゼミにおける活動に真摯に

中村ゼミでは研究テーマとして「会

会社法研究Ⅰでは、会社法に関す

動内容です。

取り組む意欲に満ちた方々を中村

社法」を扱います。会社法を中心

る実際の経営問題を題材にした

■ 新ゼミ生へ

ゼミ一同お待ちしています。

にして、組織の運営形態や資金調

ケーススタディを中心に、複数人

中村ゼミには体育会系から文化系

ゼミ HP：http://nakamurasemi.

達方法、新規事業展開といった経

のグループ毎に対象事例の研究・

まで男女ともに個性豊かなゼミ生

web.fc2.com

営戦略上の重要な意思決定過程を

報告を行います。会社法の基礎知

が所属しており、進路に関しても

考察することにより、ビジネスの

識の習得と並行しつつ、実社会に

メーカーや金融、インフラ、IT 等

現場に対する理解を深めることを

おける会社法の役割に関して実践

の民間企業から公務員、公認会計

活動目標としています。

的に理解します。会社法研究Ⅱに

士、 法 科 大 学 院 等 ま で 様 々 で す。

ついては、個人もしくはグループ

多種多様なゼミ生と関わり合いな

●

■ 研究テーマ

マーケティング・

国際ビジネストラック

人数：3 年生 8 人、4 年生 20 人 執筆者：高山 直也

和田 宗久

先生

■ 活動内容

て考え、より深い理解へと繋げ

イムに起こっている企業問題も

私 た ち の 研 究 テ ー マ は「 企 業

班に分かれ、企業法に関するそ

ていきます。

企業法が絡んでいるのです。私

法」です。世の中の会社はすべ

れぞれのテーマについて調べ、 ■ 新ゼミ生へ

たちと一緒にその原因や影響を

て、企業法という枠組みの中で

意見をまとめ、発表していきま 「企業法」と聞くと、地味で堅

探ってみませんか。ゼミ生一同

作られ、活動していきます。企

す。様々な参考文献や判例を用

苦しいイメージを抱くかもし

皆さんをお待ちしています！

業法という企業の基盤を学ぶこ

いることで、より説得力のある

れません。しかし、企業法こそ

とで、現在の法制度から企業の

考察を導きます。その中で、現

全ての企業のスタートラインで

経営を理解し、その在り方や問

在の法制度や企業づくりの問題

あり、その企業を形づくるもの

題点を捉えていきます。

点に気づき、その解決策につい

です。皆さんの周りでリアルタ

企業と環境・社会

● 経済トラック

■ 研究テーマ

人数：3 年生 16 人、4 年生 14 人

● 金融・保険トラック

企業法研究

執筆者：吉村 海斗

谷本 寛治

先生

■ 活動内容

同プロジェクトなどに取り組みます。4

的な学びはもちろん「調べる」
「まとめ

私たち谷本ゼミでは、企業経営とそれ

3 年生の前期には、課題の文献を読み

年生は今までの集大成として、個人で

る」「伝える」といった、これからの

らを取り巻く環境や社会との関わり方

込んで要約し、3~4 人のグループに分

卒業論文の執筆に取り組みます。また

人生の基礎となる力を身につけること

について主に研究しています。SDGs な

かれて毎週レジュメを作成してディス

学会の運営スタッフとして研究者の世

ができます。常に成長できる機会があ

どがキーワードとなる持続可能な社会

カッションを繰り返します。夏には 3・

界に触れたり、OB 会では各方面でご

る環境でゼミ活動に本気で打ち込みた

が求められる現在、企業はどのように

4 年生で台湾へ合宿に行きます。昨年

活躍している先輩方と交流をしたりと、

い、仲間とともに達成感を共有したい

して財務的にも非財務的にも優れた経

はゼミ内で班分けして特定のテーマに

谷本ゼミの広いつながりを通じた貴重

と考えている皆さんをお待ちしており

営を達成していくのかを、社会制度や

ついてディベートを行ったり、現地学

な経験ができます。

ます！

企業経営など幅広い視点から学習して

生へのプレゼンを行ったりしました。3

■ 新ゼミ生へ

https://tanimotoseminar.wordpress.

います。

年生の後期には、同期全員で早稲田祭

谷本ゼミでは学生が積極的に活動に参

com/

での研究発表やインゼミ、企業との共

加する姿勢を大切にしています。学問

● 産業トラック

■ 研究テーマ

人数：3 年生 12 人、4 年生 7 人 執筆者：岩崎 元嗣
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専門ゼミ紹介

● 経営トラック

経営戦略研究

山野井 順一

先生

● 会計トラック

■ 研究テーマ

■ 活動内容

分析を行っていきます。３年次の

います。そして先生はゼミ生の成

山野井ゼミでは、経営戦略に関す

3 年前期には、Economics of Strategy

最大の目標は、プロジェクトの成

長となるように私たちをサポート

る事例について定量的に分析を行

を 用 い て 経 営 戦 略 に つ い て 学 び、

果としての論文を学内外の懸賞論

してくださっています。活動内容

います。観察された事例から因果

その後グループで企業事例につい

文コンテストに出し、一等を取る

は時に大変ではありますが、ゼミ

関係を見出し、仮説を導出、そし

て、学んだ経営戦略の理論を用い

ことです。また、夏合宿やインゼ

活動に真剣に取り組みたい、将来

てデータを用いて統計的に検証し

て分析・報告を行います。そして、

ミなどの活動によるゼミ内外の交

役立つスキルを身につけたいとい

ます。ゼミを通して、これらに必

３年次のメイン活動となるグルー

流も行なっています。

う 学 生 に は ぴ っ た り の ゼ ミ で す。

要な諸理論、仮説思考、論理的な

プ・プロジェクトに入ります。こ

■ 新ゼミ生へ

皆さんと共に学べることをゼミ生

説明能力の習得を目指します。

こでは、グループごとにテーマ設

山野井ゼミでは、学生が主体性を

一同心待ちにしています。

定、 先 行 研 究 調 査、 デ ー タ 収 集・

持って活動することを大切にして
人数：3 年生 13 人（留学中 1 人）
、4 年生 9 人

組織行動研究

執筆者：橋岡 直人

村瀬 俊朗

先生

●
マーケティング・

国際ビジネストラック

■ 研究テーマ

なさんも疑問に思ったことがある

チャーを通して基礎知識を身に着

います。

リ ー ダ ー シ ッ プ、 チ ー ム ワ ー ク、

と思います。そのような身近にあ

け、自分たちで理論から仮説を打

■ 新ゼミ生へ

モチベーション、職務満足など多

る「 人 」 に 関 す る 疑 問 に 対 し て、

ち立て、データを集めて分析しま

村瀬ゼミの目標は早稲田大学でユ

岐に渡るトピックを扱う組織行動

理論を通して仮説を打ち立て、デー

す。そして、研究結果をプレゼン

ニークなゼミを作ることです。組

を 研 究 す る ゼ ミ で す。 ゼ ミ で は、

タを集めて検証します。

で発表してコミュニケーション能

織行動研究を真剣に向き合い、真

組織にまつわるトピックを題材に

■ 活動内容

力を鍛えます。2 年の間にいくつも

面目に学業に取り組み、かつ「work

学生主導で研究を行います。
「どん

活動は、レクチャー、リサーチプ

のグループワークを行い、そして

hard & play hard」の精神を掲げて

なリーダーシップがグループの業

ロジェクト、プレゼンテーション

グループで卒論を仕上げることで、

学生生活を送りたい方々の応募を

績と関係があるか」
「モチベーショ

の三本柱で構成されます。並行履

「自ら考え、行動し、意見を言える」

ンはなぜ上がらないか」など、み

修科目の組織行動論とゼミのレク

人材になってもらいたいと考えて

お待ちしています。

人数：3 年生 18 人、4 年生 18 人

● 金融・保険トラック

経営戦略と自然環境

執筆者：村瀬 俊朗先生

マレン ジョエル

先生

● 経済トラック

■ 研究テーマ

environment relationship, the skills

strategic issues. Classroom time will

is not merely a constraint on business

This zemi teaches students about the

learned are highly relevant to strategy

be dedicated to group discussion

activity. Smart companies design

relationship between business strategy

and management in general.

and student presentation of material

strategies that leverage improved

and the natural environment. The

■ 活動内容

covering key topics as well as their own

environmental sustainability to lower

goal is for students to understand the

Students will study a range management

explorations of relevant issues.

risk and operation costs, secure stable

critical components of, processes for

concepts and tools for linking business

■ 新ゼミ生へ

input supplies and create new markets

and obstacles to developing effective

strategy to the natural environment.

Companies can no longer operate

and customer segments—actions that

management strategies that reduce

Because of the transdisciplinary

without addressing how their

improve market competitiveness as

the impact of business activities on the

nature of environmental issues, heavy

activities influence the broader natural

well. I encourage interested students to

natural environment. Although the

emphasis will be placed on learning

environment of which we are a part.

contact me for more information.

zemi focuses on the business-natural

systems thinking and applying it to

However, environmental sustainability
人数：3 年生 9 人、4 年生 8 人 執筆者：マレン ジョエル先生

ブレークスルーの科学

三橋 平

先生

● 産業トラック

■ 研究テーマ

レークスルー）を促す経営政策

されています。最終的には、個々

事にし、サイエンスとしての組

経営学・組織論のゼミです。テー

の 在 り 方 に つ い て、 実 証 的 に

人が、きちんとしたアカデミッ

織論にこだわりたいと思ってい

マは、長期的に成功を続け、イ

データ分析を通じ、理解を深め

ク・スキルを身に着け、理論的

ます。

ノベーションを生み出し続ける

ています。

にも価値のある実証研究論文を

https://sites.google.com/view/

企業・人材を、社会ネットワー

■ 活動内容

執筆することを目的としていま

hitoshi-mitsuhashi-ph-d/

クや組織学習の観点から理解す

活動はレクチャー、レビューを

す。

ることです。特に、成長・進歩

行っている論文やプロジェクト

■ 新ゼミ生へ

が停滞するメカニズム（ロック

進捗に関するプレゼンテーショ

経営学研究のアプローチは様々

インの発生）と、その打破（ブ

ン、データ分析の 3 本柱で構成

ですが、私は、理論と実証を大
人数：3 年生 5 人、4 年生 0 人 執筆者：三橋 平先生
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梁取 美夫

先生

とするものです。ただ将来この分野に

そのため HRM の分野で一般的に使用さ

るため）自分の経験に基づいた一見そ

こ の ゼ ミ で は ヒ ュ ー マ ン・ リ ソ ー

関わる仕事をしたいという学生にとっ

れる研究手法を理解し、実際に使える

れっぽい、しかし妥当性を欠く意見を

ス・ マ ネ ジ メ ン ト（Human Resource

ても必要な知識は学べるはずです。

ようになるよう指導します。一方で実

言う人が沢山います。そのような意見

Management, HRM）
について学びます。

■ 活動内容

務家としてアカデミックの研究を正し

に反論できるだけの知識を身につけて

具体的には組織がその目的達成のため

2020 年度に新設されたゼミのため活動

く理解し、実務に役立てられるよう論

欲しいと思います。2 点目はおよそ全

どのように人材を活用しているのか、

はこれからです。担当教員の希望とし

文の読み方について指導し、実務への

ての学問に言えることですが、HRM の

またどのようにすれば良いのかについ

てはアカデミックな研究と実務の適度

インプリケーションについて議論しま

研究についてもまだわからないことが

て学び、議論します。このゼミは HRM

なバランスを目指すことを考えていま

す。

沢山あります。僕もわからないことだ

の専門家を養成することを主たる目的

す。アカデミックな研究に関しては実

■ 新ゼミ生へ

らけです。将来どのような道に進もう

とするものではなく、経営学がカバー

務家に発表できるクオリティの研究を

2 点 あ り ま す。1 点 目 は 世 の 中 で は

とも人生ずっと勉強する気持を持って

する分野を HRM の観点から理解しよう

行えるようになることを目指します。

HRM について（皆なんらかの経験があ

欲しいと思います。

民法研究

執筆者：梁取 美夫先生

新井 剛

先生

入って良かった、新井ゼミに入って良

基づいて動いています。そこで、判例

かったと思ってもらえるような、楽し

は、一般市民のための法律のことです。

ても、皆さんに大きな武器を与えてく

の内容や意義を皆で検討します。そし

く、充実した活動をしていきたいと考え

一般市民が社会生活を送る際に、ある

れるものと思います。

て三つ目として、時には法律問題をテー

ています。この新しいゼミを「自分たち

いは企業が取引行為をする際に、法律

■ 活動内容

マとするシネマを鑑賞しながら、日本

で築いていきたい」という気持ちのある

問題が生じた場合には、民法によって、

民法は 1050 条を誇る大法典です。民法

の法律の問題点を考察することもした

学生を、心より歓迎したいと思います。

その問題が解決されることが多いです。

に関しては近時、その改正が相次いでい

いと思います。少人数ならではの、密

したがって民法は、皆さんにとって最

ます。そこで民法の構造を理解し、改

度の濃い教育が展開される（予定です）
。

も身近な法律ですし、最も重要な法律の

正内容を学ぶのが活動内容の一つ目で

■ 新ゼミ生へ

一つといえるでしょう。そして民法に

す。二つ目は、最高裁判所の出した「判

新井ゼミは 2020 年に生まれたばかりの、

関する知識は、皆さんが市民生活を送

例」を詳しく分析・検討することです。

新しいゼミです。早稲田大学商学部に
人数：3 年生 12 人、4 年生未開講

執筆者：新井 剛先生

先生

れ、プレゼンテーションについて学ぶ

きます。4 年次には卒業論文のテーマ

指導を受けることができ、
「ゼミで学ぶ

企業の意思決定や経営について、企業

ことができます。3 年次にはビジネス

を決め、じっくりと研究を進めていき

意義」を最大限感じられます。また、

の内部情報である『管理会計』の観点

ゲームを行い、得られた結果について

ます。合宿は年に 2 回あり、発表や議

お酒好きで愉快な先生を中心に飲み会

から研究します。管理会計の知識は経

の経営分析を通じて、管理会計を実践

論を通じて学んだ後に観光や食事、温

やイベントも充実しており、楽しく有

営やマーケティングなど、会計学以外

的に学ぶことができます。また、学内・

泉を楽しみ、親睦を深めることができ

意義な学生生活を送ることができます。

の分野にも必要であり、長谷川ゼミで

学外のゼミと合同での研究発表大会に

ます。

長谷川ゼミでしっかりと学びつつ、一

は各分野における幅広い学習ができま

向けて、グループで研究を行います。

■ 新ゼミ生へ

生涯続く仲間との大切な関係を築きま

す。

いろいろな人との交流や様々な考えに

長谷川ゼミでは主にグループでの発表

しょう。みなさんが自分に合ったゼミ

■ 活動内容

触れることで、大きく成長できる機会

や議論を通じて学びます。レベルの高

に所属できるよう応援しています。

2 年の秋学期には、4 年生の指導を受け

です。会計や経営だけではなくツーリ

い学生から刺激を受けると同時に、豊

ゼミ Twitter:@w_hasegawa_soc

ながら管理会計の基礎知識や研究の流

ズム産業をテーマに研究することもで

富な知識と経験を持つ先生から丁寧な
執筆者：森野 友康

河 榮徳

先生

ことができ、また社会に出て役

回行う予定で、夏は軽井沢、冬

みんなメリハリがあって集中し

河ゼミでは企業価値評価

立つ知識を身につけることがで

は鴨川のセミナーハウスで行う

てゼミに取り組んでいます。企

予定です。課題の発表を行った

業価値評価を専門的に学びます

企業価値評価とは、財務諸表や

■ 活動内容

後にはスポーツや飲み会を行い、 が、財務諸表の見方や Excel の

株価といったデータから科学的

通常授業では二人一組のペアを

とても充実した内容となります。 使い方など実践的な力も身に付

根拠に基づいて、具体的な数値

作り、毎週交代で輪読発表をし

■ 新ゼミ生へ

きます。ゼミを通じて成長した

として企業の価値を分析・測定

ます。前期は理論を学習し、後

河ゼミはゼミ生が主体的に行動

い方、主体的にゼミ活動をした

するという研究分野です。商学

期には自分で選んだ企業の価値

するゼミです。自由な雰囲気の

い方、ぜひ河ゼミで一緒に学び

部で学ぶあらゆる分野に生かす

評価を行います。合宿は年に 2

中活動していますが、ゼミ生は

ましょう !!

人数：3 年生 10 人、4 年生 17 人

● 産業トラック

■ 研究テーマ

（Valuation）について学びます。 きます。

● 経済トラック

■ 研究テーマ

人数：3 年生 12 人、4 年生 19 人

● 金融・保険トラック

長谷川 惠一

会計情報論

マーケティング・

判例の影響力は大きく、実務は判例に

ともに、企業人として活躍するにあたっ

国際ビジネストラック

る上で、一生涯にわたり有益であると

新井ゼミでは、民法を研究します。民法

●

■ 研究テーマ

現代管理会計論

● 会計トラック

■ 研究テーマ

人数：3 年生 10 人、4 年生未開講

● 経営トラック

ヒューマン・リソース・マネジメント研究

執筆者：ゼミ生一同
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専門ゼミ紹介

● 経営トラック

企業管理会計研究

清水 孝

先生

● 会計トラック

■ 研究テーマ

■ 活動内容

ます。授業外では長谷川ゼミとの

生との距離も近く、丁寧なフィー

清水ゼミでは「経営戦略の成功に

3 年次には、班での輪読発表と個人

合同合宿やクリパ等のゼミ内外の

ドバックを頂けます。遊びも学び

必要な経営ツールや考え方」につ

の雑誌記事発表を行います。発表

人たちと親睦を深めることが出来

も充実したゼミ生活を送りたい方、

いて幅広く研究しています。その

を通してプレゼン能力を高めなが

るイベントも充実しています。

ぜひ清水ゼミにお越し下さい。留

ため会計はもちろんのこと、経営

ら、その後の議論で専門的な知識

■ 新ゼミ生へ

学生、留学希望者大歓迎です。

やマーケティング、事業戦略など、

や理論、実際のビジネスではどの

清水ゼミでは管理会計に関する

ゼミ HP : http://ts814.world.

戦略を成功させるために必要なシ

ように使用されているのかを学ん

様 々 な 知 識 が 得 ら れ る と と も に、

coocan.jp/HBzemi2000.htm

ステムを具体的な企業の事例を用

でいきます。4 年次には、管理会計

豊富なプレゼン機会を通じて、そ

いながら多角的な視点で考察しま

の洋書を用いた英語での発表を行

れらを論理的に整理し相手に伝え

す。

うため、語学力を磨くこともでき

る能力が身に付きます。また、先
人数：3 年生 16 人、4 年生 14 人

現代の財務会計

執筆者：絹川 香帆

川村 義則

先生

●
マーケティング・

国際ビジネストラック

■ 研究テーマ

だけでなく、一般企業への就職を

期には他のゼミを交えた研究発表

を行い、発表するという活動を多

川村ゼミでは、財務会計に関する

目指す人にとっても非常に役立つ

会（インターゼミ）も企画してい

く行います。そのため自ら主体的

近年のトピックスについて様々な

学習ができます。

ます。4 年生は、卒業論文の製作が

に行動し、ゼミ活動を一緒に盛り

角度から学んでいきます。例えば、

■ 活動内容

主な活動になります。例年、新た

上げていこうという意欲的な学生

IFRS の日本企業への導入の是非や

3 年生は、財務会計に関する基礎知

な会計問題に関する会計基準研究

からの応募を期待しています。ゼ

減損会計、連結会計など企業の意

識をしっかりと身につけることか

や財務諸表分析を通じた企業研究

ミ内外でのメリハリのついた学習

思決定や決算報告を大きく左右す

ら始めます。教科書の輪読、問題

などがテーマとして選ばれていま

が可能なゼミです。「遊ぶときは遊

るテーマを扱います。教科書レベ

演習に留まらず、グループごとに

す。

び、やるときはやる」それが川村

ルから応用的な研究まで幅広く学

企業の財務諸表分析を行いゼミに

■ 新ゼミ生へ

ゼミです。

習するため、会計士を志望する人

て報告活動も行います。また、後

川村ゼミではグループで研究活動
人数：3 年生 12 人、4 年生 11 人

● 金融・保険トラック

財務報告と分析

執筆者：ゼミ生一同

奥村 雅史

先生

■ 研究テーマ

意味を理解したうえで会計情報を分析

た）。そこでは社会におけるビジネスの

宿、公的機関や企業の見学、OB・OG 会、

企業活動に関する情報の中でも、最も

することがポイントです。

存在意義を深く検討することが重視さ

他大学や他学部のゼミとのインターゼ

包括的で中核的な情報である会計情報

■ 活動内容

れます。

ミなどを行います。

について、会計情報の利用の観点から、

3 年生の本ゼミにおいては、財務会計

4 年生の活動の中心は卒業論文の作成で

■ 新ゼミ生へ

その有用性を多角的に検討することが

に関する研究方法、コンピュータを利

す。個人あるいはグループでテーマを設

現実の会計情報とその利用実態に興味

中心的なテーマです。そこでは、株価

用したデータ分析の方法を学ぶことが

定して、楽しみながら納得できる卒業

がある人、社会におけるビジネスの存

情報やガバナンス情報などのその他の

中心です。また、サブゼミでは、3 か

論文の完成を目指します。また、卒業

在意義について考えたい人、コンピュー

情報と会計情報との関連性を分析する

ら 4 チームを編成して日経 STOCK リー

論文に関する検討の合間の時間を使っ

タを利用した情報分析をやりたい人は

ことによって、会計情報の有用性や伝

グ（企業レポート・コンテスト）での

て、商学部を卒業する前に読むべき幅

ぜひ当ゼミに参加してください。

達する情報内容を検討します。そのプ

入賞を目指します（昨年度はエントリー

広い分野の書籍を輪読し討論します。

ゼミ Twitter アカウント：

ロセスでは、科学的に研究することの

した 3 チーム中 2 チームが入選しまし

上記の活動以外に、例年、コンパ、合

https://twitter.com/okumura_seminar

4

4

● 経済トラック

人数：3 年生 19 人、4 年生 16 人

企業価値評価研究

執筆者：ゼミ生一同・教員

大鹿 智基

先生

● 産業トラック

■ 研究テーマ

識を用い、単純な企業の数字だけではな

します。これらの活動計画のベースにな

まり楽しめていない…」そう思っている 2

会計トラックというと数字ばかりの財務

く様々な角度から企業を見ることが必要

る年間目標も、ゼミ生自身が設定します。

年生！当ゼミなら仲間と勉強以外でも交

諸表を見て電卓を叩いているというイ

となります。つまり、企業価値評価とは

今年度は、企業価値評価に関する基礎知

流できるように「月 1 企画」を自分たち

メージがあるかもしれませんが、企業価

商学の集大成なのです。

識の習得と、自分の考えを他人に伝える

で企画して実行できます。「数年後、社会

値評価研究ゼミは違います。企業価値評

■ 活動内容

力の向上を目標にしました。「ゼミはゼ

人としてやっていけるか不安…」そう思っ

価とは、企業の価値を適切な手段で評価

活動の計画・運営は、すべてゼミ生自身

ミ生のもの」という考えのもと、自主性

ている 2 年生！会計は「事業の言語」と

することです。企業価値評価を行うため

で行います。普段のゼミでは、会計に関

を重んじるのが当ゼミの特徴です。

言われる程社会で重要視されるものです。

には、財務諸表や業界の状況、企業のア

するテキストを輪読し、企業活動を疑似

■ 新ゼミ生へ

また、先生から補助金をいただき、ちょっ

ニュアルレポートなどの総合的な分析が

体験するビジネスゲームを行います。ま

「会計トラックは大人しそう…」そう思っ

とリッチなお店でマナーを学ぶ「年 1 企画」

必要になります。そしてこれらを分析す

た、幅広いテーマについてプレゼンを重

ている 2 年生！当ゼミは議論が始まると

もあります。皆さん、一緒にワンランク

るには会計、金融、経済、経営などの知

ね、1 年のまとめとして進級論文を執筆

時間が足りない程活発です。「大学生、あ

上の〈オトナ〉を目指しませんか？

人数：3 年 8 人、4 年生 5 人 執筆者：ゼミ生一同
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伊藤 嘉博

先生

■ 研究テーマ

と展望」「中小企業と NPO の協働

発なディスカッションが行われま

■ 新ゼミ生へ

経営戦略を日常的に遂行される業

形式 CSR」などです。また、観光

す。 そ の 成 果 は 毎 年 11 月 に ゼ ミ

環境問題や戦略マネジメントシス

務活動に関連づけ、その実現を支

戦略や国際企業戦略も扱うことが

早慶戦と銘打って慶應大学と、ま

テムに関心がある学生だけでなく、

援するのが戦略マネジメントシス

できるので戦略を「使う」総合的

た関西圏の大学および学内でのイ

一生の仲間と出会える場を作りた

テムです。このシステムは企業活

な力をつけることができます。

ンターゼミを通じて発揮されます。

いと考えている人にはぴったりの

動のさまざまな局面で活用されて

■ 活動内容

な お、 ゼ ミ の 他 の 活 動 と し て は、

ゼミで す！

い ま す が、 伊 藤 ゼ ミ ナ ー ル で は、

毎時間のゼミでは、いくつかのチー

コ ン パ や 合 宿 は も ち ろ ん の こ と、

しょう！

企業活動の環境的側面に関する

ムに分かれて、選択したテーマに

企業訪問や工場見学、実務家の招

テーマを多く扱います。例を挙げ

ついてプレゼンテーションを行い、

聘等も積極的に行い、生きた情報

ると「排出権取引ビジネスの課題

これを受けて、全員が参加して活

の収集と分析に努めています。

ぜひ一緒に勉強しま

執筆者：小林 佐保子

山内 暁

先生

係ありません。主体的に学習する

いことを自由に選ぶことができま

意欲さえあれば、山内ゼミでは会

会 に 不 可 欠 な「 信 用 」。 そ の「 信

各章についてグループごとに発

す。

計の知識に限らず、多様な能力を

用」を企業が得る方法の一つであ

表 し、 そ れ に 対 す る 質 疑 応 答 を

■ 新ゼミ生へ

身につけることができます。山内

り、広く一般に有用な情報をもた

通して財務会計の学習を基礎か

会計というと、簿記のイメージが

ゼミは明るくアットホームなゼミ

らすため のシステムが財務報告で

ら 進 め て い ま す。 ま た、 他 に は

先行しがちですが、実は状況に応

です！ 私たちと有意義な 2 年間を

す。私たちのゼミは財務報告にか

各自で選んだ新聞記事につい

じて柔軟に姿を変える軽やかな存

過ごしましょう！

かわる諸論点について学ぶだけで

て の 5 分 間 プ レ ゼ ン や、 他 学

在です。会計に苦手意識を持つ方

ゼミ Twitter：@yamauchi_zemi

なく、その知識を活かして企業分

部・他大学とのインゼミへの参加、

も 多 い か も し れ ま せ ん。 し か し、

ゼミ HP：http://yamauchizemi.wix.

析も行っています。

そして監査法人への企業訪問等を

現時点での会計の得手不得手は関

com/yamauchizemi

人数：3 年生 16 人、4 年生 20 人

執筆者：高橋 秀尭

先生

■ 研究テーマ

■ 活動内容

論作成に取り組みます。また、 で得られたさまざまな知識と経

国際分野を中心とした財務会計

3 年前期は財務会計の応用書を

年に数回行われる合宿や、企業、 験は卒業後も必ず大きな力にな

の理論について体系的に学び、 扱い、個々のトピックについて

日銀等の見学を行います。

ると思います。財務会計学に興

会計情報の作成者や利用者の視

■ 新ゼミ生へ

味がある人や、学問を学ぶ上で

本ゼミは創設 5 年目のゼミです。 論理的に考えるのが好きな人、

会計情報が市場に与える影響な

術を学びます。後期にはより発

ゼミ生が主体となり、先生と協

その力をつけたいと考えている

どを経済学や統計学の視点を織

展した議論を応用書を用いて行

力して運営しているのが特徴で

人は、ぜひ私たちのゼミで一緒

り交ぜ、実証的分析を試みます。 い、グループでの論文作成を行

す。新しいゼミならではの自由

に学びましょう。

います。4 年では主に個人の卒

で柔軟な活動ができます。ゼミ

アカウンティングと経済・社会

執筆者：曽武川 拓真

スズキ トモ

先生

デザインする」これがスズキ・ゼミのテー

いこと」を見つけることが最優先です。

面 を 持 つ、International Management

会計は経済事象を中立的・客観的に描写す

マです。例えば、損益計算書上のほんの追

学術的、実務的なテーマのいずれも可

Program の一部を構成することが予定

るつまらない技術と考えられがちですが、

加的な一行だけで、インドの経済・経営活

能。政府のプロジェクトや企業から委

されています。将来、研究者や官庁職員

「会計の社会構築学派」は Account+ing（説

動を一変させた「One Additional Line」に

嘱されたテーマに参加可能。ゼミ運営

や国際組織職員やソシアル・アントレや

明＋行動）による「新しい現実の構築」と

ついてグーグルしてみてください。新興国

方針や合宿や懇親会などはゼミ生と教

留学を希望している皆さんを応援しま

いう創造的な役割を強調します。当ゼミ

だけでなく成熟経済・社会における制度設

員の合議で決めます。

す。ゼミ説明会や模擬ゼミやツイッター

ではアカウンティングを制度設計学上の

計・デザインも試みています（スズキ教授

■ 新ゼミ生へ

等、あまり多く開催しませんが、自由に

「ナッジ」として応用し、新しいビジネス、

の『幸福と会計』参照）。即ち、私達の世

オックスフォード大学で最高賞を得て

教員オフィスを訪ね、メールでの問い合

産業、経済、開発学、環境、政治、文化、

代の組織や経済や社会づくりです。

いた教員によるモチベーションが高く

わせをお勧めします。詳細はスズキ教授

社会、サステナビリティの構築を試みてい

■ 活動内容

自由な雰囲気のゼミです。英語を基本と

の大学ホームページでどうぞ。国際レベ

ます。「アカウンティングで組織や社会を

ゼミ員がそれぞれの将来目標、
「やりた

した、オナーズ・プログラムとしての側

ルの人生の大きな転機をこのゼミで。

● 産業トラック

■ 研究テーマ

人数：3 年生 4 人、4 年生 11 人

● 経済トラック

点から分析を行います。また、 行して論文作成やプレゼンの技

人数：3 年生 5 人、4 年生 13 人

● 金融・保険トラック

八重倉 孝

プレゼンや議論を行います。並

マーケティング・

しています。ゼミ生主体でやりた

現 在 は、 財 務 会 計 の テ キ ス ト の

国際ビジネストラック

■ 活動内容

さまざまな人々が共に生きる社

●

■ 研究テーマ

財務会計研究

● 会計トラック

人数：3 年生 15 人、4 年生 16 人

財務報告の研究

● 経営トラック

環境経営と戦略マネジメントシステム

執筆者：佐々木 杏佳
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専門ゼミ紹介

● 経営トラック

現代マーケティング研究
■ 研究テーマ

■ 活動内容

恩藏 直人

● 会計トラック

える力を養います。ビジネスコ

ます。体育会に所属する学生や

恩藏ゼミでは、ブランド戦略、 本ゼミ・サブゼミ・ワークショッ

ンテストへの参加や、企業との

サークル等の幹部、留学経験者

製品市場戦略、市場参入戦略を

プの３つを軸に活動していま

長期ワークショップを通して、 など様々な学生が在籍していま

中心に学んでいます。学生主体

す。本ゼミでは学生主体で研究

マーケティングの知識を実践的

す。また、30 年もの歴史があり、

で研究テーマを自由に設定し発

テーマを決定し、発表を行いま

に活用できる機会があることも

OB・OG の方々との繫がりも強

表する場を設けており、研究し

す。先生や学生からのフィード

恩藏ゼミの魅力の一つです。

いです。熱意ある学生を待って

たいテーマを主体的に学ぶこと

バックを通して、マーケティン

■ 新ゼミ生へ

います。

ができます。

グの知識を深めると共に、多角

学生主体の活動のため、恩藏ゼ

的に物事を見つめ、論理的に考

ミでは自主性や協調性が養われ
人数：3 年生 20 人、4 年生 21 人

マーケティング基礎理論研究

執筆者：大硲 聖将

武井 寿

先生

●
マーケティング・

国際ビジネストラック

■ 研究テーマ

■ 活動内容

います。飲み会等には先輩方も

等のゼミ以外の活動に力を入れ

武井ゼミでは、特定のテーマに

3 人 1 組 の グ ル ー プ に 分 か れ、 参加してくださり、様々な形で

ている仲間が多くいます。武井

沿ってマーケティングについて

毎週グループごとに課題を研

学んでいきます。マーケティン
グを中心とした社会の動向やビ

交流を深めることができます。

ゼミでマーケティングを学びた

究、プレゼンを行い、その後に

■ 新ゼミ生へ

い、有意義な 2 年間を送りたい

全員で議論し、最後に先生が要

武井ゼミは自分の力を高めるだ

と考えている後輩を待っていま

ジネスを総合的に把握すること

点を指摘してくださる形式でゼ

けではなく、先生やゼミ生との

す。

を目的に、実在企業の事例研究

ミは進んでいきます。サブゼミ

関わりの中で協調性や自主性を

Twitter：@takeizemi20

などを通して、社会の「今」に

やその他のコンペはゼミ生同士

も向上させることができる場で

目を向けて学習しています。

で企画し、参加は任意で行って

す。また武井ゼミにはサークル
人数：3 年生 15 人、4 年生 15 人

● 金融・保険トラック

現代広告研究

執筆者：深町 なつみ

嶋村 和恵

先生

● 経済トラック

■ 研究テーマ

行う授業となっており、教科書の内容に沿っ

プレゼンテーションを行い、施策に対する

うので、みなさんがそれぞれの目標や性格に

広告活動を中心に、デジタル、マスメディ

て学習を進めます。一班 5、6 人のグループ

企業視点のフィードバックが得られるため、

合わせて、是非悔いの残らないようゼミ選び

ア、ブランディングといった様々な切り口

に分かれ、各班が教科書の章ごとにプレゼ

より実践的な思考力が身につきます。

に取り組んでください。ゼミ選考に関して不

から企業のマーケティングに関する最新

ンテーションを行う形で、ゼミ生が主体的

明な点や不安などがあれば、Twitter などの

事例やトレンドを学び、「現代における広

に知見を広める場となっています。一方「サ

■ 新ゼミ生へ

ゼミ選びの基準として、研究テーマや活動内

SNS を活用してゼミ生とコミュニケーション

告原理」を追究します。また、実際に企業

ブゼミ」では、OBOG が勤務する企業等か

容など、様々な判断材料があると思います

が取れる場を設ける予定なので、フォロー＆

や顧客にとって最適なコミュニケーショ

ら課題をいただき、「本ゼミ」や日頃の授業

が、私が思う嶋村ゼミの良さは、「人の良さ」

チェックお願いします！

ン手法を考えることで、ゼミ生ひとりひと

で得た知見を基に、実際にマーケティング

であると思います。創造力豊かで温かみを併

Twitter ➡ https://twitter.com/shimazemi2

りの「思考力」や「発想力」を養います。

施策を考案します。本ゼミと同様 5、6 人の

せ持った仲間と活動を共にするなかで、日々

Instagram ➡ https://www.instagram.

■ 活動内容

グループに分かれ、各班が自ら議論の場を

刺激を受けつつ安心感も得られます。ゼミと

com/shimazemi24/

活動は「本ゼミ」と「サブゼミ」に分かれ

設けつつ、数ヶ月の期間で施策をまとめ上

は、約二年間、学生生活のうちの多くの時間

Facebook ➡ https://www.facebook.com/

ています。「本ゼミ」は週一回の講義形式で

げます。最終的に先生や企業の方に向けて

をともに過ごす大切な仲間や環境になると思

shimazemi/

人数：3 年生 19 人（＋留学中 2 名）
、4 年生 24 人

マーケティング・サイエンス研究

執筆者：嶋村 圭太

守口 剛

先生

● 産業トラック

■ 研究テーマ

秋学期では「関東学生マーケティング

る機会が多いことです。特に毎年 11 月

ミでお待ちしております。説明会や下

マーケティングにおける様々な課題に

大会」への参加などが挙げられます。

に開催される「関東学生マーケティン

記の Web、Twitter 等で守口ゼミの雰

対して、科学的手法でアプローチし、

これらの活動を通して、総合的なマー

グ大会」は非常に大きな大会で、私達

囲気を体感してください。詳しい活動

マーケティング上の意思決定の質を向

ケティングの知識の獲得や、プレゼン、

はそこでの優勝を目指して日々活動し

内容や、ゼミの様子を発信しています。

上させる方法論を研究する「マーケティ

ディスカッション、統計的データ解析、

ています。グループで一つの課題に本

是非ご覧ください！

ング・サイエンス」を研究テーマとし

ロジカルシンキング等、将来必ず必要

気で取り組み、意識を高く持った仲間

HP：https://moriguchihp.wixsite.com/

ています。

となるビジネス・スキルを身につける

と研究発表を創り上げ成し遂げる経験

moriguchi-seminar/

■ 活動内容

ことができます。

は、他ではなかなか味わうことができ

Twitter：https://twitter.com/

主な活動として、毎週行う「本ゼミ・

■ 新ゼミ生へ

ません。残り二年間の大学生活を、素

moriguchi16th

サブゼミ」や、春学期は他大学ゼミと

守口ゼミの最大の特徴は、グループ研

敵な仲間と共に一つのことに思いっき

の合同活動「インターカレッジゼミ」
、

究を行い、それを対外的な場で発表す

り熱中したいと考えている人、守口ゼ
人数：3 年生 21 人、4 年生 22 人
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執筆者：永金 瑞希

フランク ビョーン

■ 研究テーマ

読み、分析方法や研究結果への

■ 新ゼミ生へ

ブランドや環境などのあらゆる

理解を深めて、知識を身につけ

私たちは優しくて温厚なフラン

観点から、消費者行動について

ます。自分の好きなテーマの論

ク先生の指導のもと、楽しく活

学んでいます。また、統計学に

文を選べるため、幅広くマーケ

動を行っています。また、活動

基づいた分析方法や英語につい

ティングについて学ぶことがで

内容は自由度が高いので、自分

ての知識も深めることができま

きます。最終的には個人で研究

のペースで興味のあることにつ

す。

テーマを決めて、自ら情報の収

いて、理解を深めることができ

■ 活動内容

集・分析を行い、研究論文を作

ます。マーケティングを学びた

消費者行動に関する研究論文を

成します。

いと考えている人なら誰でも大

● 経営トラック

消費者行動研究

先生

歓迎です！

貿易商務研究

執筆者：中村 竜磨

田口 尚志

先生

文に活かす。これが田口ゼミの研究テーマです。

とくに、いつでも容易に他者と繋がる今だから

す能力を十二分に持っているので、積極的にト

本ゼミは「貿易」を、とにかく具体的に、客観

■ 活動内容

こそ、孤独になって物事を見つめ書庫に潜りこ

ライをしてもらいたいと思っています。

的に、ありのままに 観察し、そこから物事を考

ひたすら地味な内容です。安価でどこでも読め

んで考えてみたいという学生に（ほんの少しで

■ 新ゼミ生へ

えてみようというゼミです。必然的に、オペレー

る文庫や新書を中心に、できる限り多くの、幅

もそこに価値を見い出せる学生に）、来てもらい

3・4 年合同の合宿や貿易港・税関見学な

ション・レベルの現場を大切にしてゆく姿勢を

広い内容の本－傾向としては歴史を重視したも

たいと思っています。ゼミは 3・4 年合同で行

どを計画しています。ときにはゼミ OB も

とりますが（「板子一枚下は地獄」を感得する

のが多い－を読み、考え、議論し、また考える。

います。今年も例年通り多くの本を読む予定を

参加します。本当の面白みというのは真剣

当事者意識を養いたい）、より上層レベルの事

そして、それを卒業論文に活かし、仕上げてゆく。

組んでいます。参考までにゼミ 3 年生が本年度

さがあってこそ生まれます。 尖った真剣

象も重視しながら（国際関係に絡んだ高次元の

これらのごくごく普通のごくごくありふれた一

中に読むのは、『ザ・フェデラリスト』、『アメリ

味を求めている学生は、是非、田口ゼミの

諸問題にも関心を持ってもらいたい）、「貿易」

連のプロセスです。大きな ジャンプをするには

カ外交 50 年』、『民間防衛』等を含め合計 30 冊

門を叩いてみてください。皆さんよりほん

を考えてゆきます。要は、「貿易」を様々な角

大きく屈まなければなりません。「将来のために

（他に英語論文も数本）ほどに上ります。少しき

の少し成熟した在ゼミ生が、あたたかく－

度から研究し大学 4 年間の集大成である卒業論

一度大きく屈んでみるか」と心を決めた学生に、

ついかもしれませんが本学の学生はそれをこな

●

■ 研究テーマ

執筆者：田口 尚志先生

先生

①普段のゼミ活動では、各ゼミ生が課

異文化を実体験でき、英語力・表現力

ティの取組み）を定め、
訪問企業を選定・

グローバル経営、ダイバシティ・マネ

題文献をレビューし、論点を提起した

の向上にもつながります。

調整したうえで現地を訪ねてヒアリン

ジメント

上で、仮説を設定し検証するプロセス

③グローバル企業の幹部の方々との

グし取りまとめて報告書を作成します。

■ 活動内容

を経て、その内容を発表します。発表

ディスカッションを行います。ゼミ生

■ 新ゼミ生へ

本ゼミでは、企業の世界規模の経営活動

は 3・4 年合同の場で議論し、教授から

は予め該当企業・業界について資料収

語学力や知識はもちろん重要ですが、

を、組織とリーダーシップという観点か

フィードバックを頂くことで、論理的

集し、分析・検討したうえで、企業の方々

一番大切なのは「何かを学び取ろうと

ら学びます。とくに、多国籍企業にとっ

思考力と全体俯瞰力を身につけます。

との意見交換を通じて考えを深めます。

する意志」です。谷口ゼミでは様々な

て多様性の対処は不可欠であることから

②教授の研究ネットワークで海外大学

④秋にはゼミ合宿を行います。ゼミ生

バックグラウンドの人々と交流しなが

ダイバシティ・マネジメント（多様性を

（カナダ・ノルウェー等）の学生と交流

が主体的にその年のテーマ（例：2019

ら学ぶ機会がたくさんあります。谷口

活かし組織のパフォーマンスを向上させ

し、英語でのディスカッションや模擬

年は海外駐在員の人的資源管理、2018

ゼミの新たな一員となってくれる方を

る手法）の観点でも考察を行います。

交渉（ネゴシエーション）を行うことで、

年 は 企 業 間 合 併、2017 年 は ダ イ バ シ

お待ちしております！

国際貿易と経済学

● 経済トラック

■ 研究テーマ

4 年生 15 人

● 金融・保険トラック

谷口 真美

人数：3 年生 11 人

マーケティング・

グローバル経営

国際ビジネストラック

ときに厳しく－迎えてくれるでしょう。

人数：3 年生 10 人、4 年生 10 人

● 会計トラック

人数：3 年生 14 人、4 年生 13 人

執筆者：鷲見 レーナ

市田 敏啓

先生

の基礎と応用が身に付きます。

田ゼミの大きな魅力の一つです。OBOG の

ングや NHK などのマスコミ、大学院を経

本ゼミでは国際貿易に関するトピック

■ 活動内容

方は合宿や OBOG 会に来てくださり、お

て大学教員やシンクタンク研究者、国家

を中心に据えながら、
「経済的な考え

通常のゼミ活動、サブゼミに加えて、国

話を伺う機会が多くあります。普段のゼ

公務員総合職など、多岐にわたります。

方」を身に着け、世の中のあらゆる出

内の勉強合宿が年 2 回、海外大学交流・

ミ活動に来てくださりお話をしてくださ

■ 新ゼミ生へ

来事に対して「自分の頭で考えること」

研修合宿（昨年度はバンコク）が年 1 回、

ることもあります。卒業後の進路は三井

ゼミ活動の良さは、仲間と一緒に難し

ができるようになることを目的として

スキー合宿、インゼミ活動（昨年度は慶

物産、住友商事、伊藤忠商事などの総合

い課題に取り組むことです。活動に必

います。英語のテキストを用いて経済

應、上智、中央、学習院など）を行います。

商社、三菱 UFJ 銀行、みずほ銀行、野村

要なのは、「やる気」や「積極性」であ

学とプレゼンテーションの仕方を学び、

先生は飲み会にも頻繁に顔を出してくだ

証券、損保ジャパン日本興亜などの金融

り、今勉強が得意であるかは全く関係

日本語の文献を大量に読んで議論しま

さり、他愛のない話から社会で役に立つマ

業界、日立製作所、いすゞ自動車、コマツ、

ありません。市田ゼミで一所懸命に頑

す。市田ゼミに入ると、英語力、ロジ

ナーなど様々なことを教えてくださいま

ブリヂストンなどの大手メーカー、デロ

張りたいという思いを持った方、市田

カルシンキング、プレゼン力、経済学

す。また、先輩後輩の繋がりの深さも市

イト、アクセンチュアなどのコンサルティ

ゼミでお待ちしています。

人数：3 年生 18 人、4 年生 16 人

● 産業トラック

■ 研究テーマ

執筆者：石川 洋平
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専門ゼミ紹介

● 経営トラック

国際貿易研究

横田 一彦

● 会計トラック

■ 研究テーマ

など 20 か国近くを訪問しました。ゼ

意のある学生が一丸となって研究に励

必要はありません！

国際貿易、開発経済、国際ビジネス

ミ幹事長はおらず「みんながリーダー」

んでいます。世界を旅するバックパッ

に打ち込んでみたい！と思った方、10

■ 活動内容

をモットーにゼミ生主体でゼミ活動を

カー、学生団体の幹部として仕事をこ

期生ならではの横田ゼミをつくりませ

主な活動はグループ研究・インゼミ・

行っているため、これらの活動内容は

なすウーマン、k-pop 好きなラグビー

んか？

海外研修です。インゼミでは他大学の

ゼミ生が「面白そう！」「やってみた

部員…個性豊かなメンバーが互いを尊

ミを一緒につくり上げてくれる熱意の

学生と互いの研究成果を発表し合いま

い！」と思ったことです。研究テーマ

重するゼミはまるで家族のようです。

ある学生を募集しています！

す。毎年行われる海外研修では、現地

や海外研修先を決定する際にもゼミ生

インゼミや海外研修のように、実際に

ゼミの歴史や詳しい活動内容はこちら

の企業を視察、大学との交流（研究発

が話し合いを重ねます。

経験して知見を広げることができると

https://yokotaseminar2019.wixsite.

表やビジネスコンテストなど）、NGO

■ 新ゼミ生へ

いうことも横田ゼミの魅力のひとつで

com/mysite

訪問などを行います。これまでロシア、

横田ゼミでは、ゼミ内の雰囲気を大切

す！

インド、トルコ、ミャンマー、ラオス

にする横田先生のもと好奇心旺盛で熱

横田ゼミの活動

最高の先生のもとで最高のゼ

国際色豊かな横田ゼミですが、

「英語苦手だから…」と後ろ向きになる
人数：3 年生 16 人、4 年生：19 人

グローバリゼーション、制度、企業戦略研究

執筆者：3 年生（9 期生）一同

エドマン ジェスパー

先生

●
マーケティング・

国際ビジネストラック

■ 研究テーマ

speakers will also be invited, and we will be

project. The Capstone project is a year-long

members to work in international contexts

This zemi studies the international

visiting companies to learn first-hand about

study format in which students focus on

- to become global leaders. To reach this

corporate strategy of globalizing firms. The

their international strategy.

a particular topic, idea or problem of their

goal, the zemi will be conducted in English.

zemi touches on numerous topics, including

■ 活動内容

own choosing, culminating in a final paper,

Specifically, students should be able to read

The first year of the zemi will be devoted to

presentation or project. During the summer

and comprehend English-language texts and

products are adapted to fit local needs, how

leaning frameworks related to international

semester we will focus on preparation,

be prepared to give presentations in English.

international entrepreneurs cross borders

strategy, primarily through hands-on

including topic and question selection,

You do NOT need to have perfect English, and

to build start-ups companies, and the way

exercises and case studies. In the winter

design and methods, and the project

you will not be evaluated or graded on your

in which ideas spread across boundaries.

semester we will work with companies on

proposal and timeline. The winter semester

English skills - this is not a language course!!!

The zemi is built around group work,

“live” cases, i.e. real problems and challenges

will be devoted to carrying out the project.

Instead, the most important factor will be

presentations and active problem-solving,

that students will address. The second year

your ability to understand material and also to

with only a few shorter lecturers. Outside

of the zemi will be devoted to the Capstone

■ 新ゼミ生へ

how companies enter foreign markets, how

One overarching goal of this semi is to prepare

make your main point understood.

人数：3 年生 13 人（うち 2 人は留学中）
、4 年生 12 人

執筆者：エドマン ジェスパー先生

● 金融・保険トラック

金融構造の国際比較

伊藤 さゆり

先生

● 経済トラック

■ 研究テーマ

止しています。

ポートで理解度を確認する方法

ムへの影響に関する専門家の議

本ゼミでは、藤原洋二先生のご

今年度のゼミⅡでは、春学期の

をとることにしました。

論についても取り上げる予定で

指導の下で、英語論文の輪読を

授業の全面オンライン化を受け

春学期は、秋学期のゼミ論文の

す。

通じて、日本や欧米諸国の銀行

て、英語論文の輪読という藤原

執筆の基礎作りのため、世界の

が、どのような特徴、相違点を

ゼミの伝統的な学習方法を断念

金融の全体像、構造的な多様性、

持つのかを学習してきました。

し、金融構造の国際比較の基礎

日本の立ち位置について理解を

■ 活動内容

となるキーワードやデータにつ

深めます。新型コロナウィルス

藤原洋二先生のご逝去により、 いて、ライブ配信／オンライン

の 世 界 的 な 感 染 拡 大（ パ ン デ

授業で学習し、小テストや小レ

ミック）がもたらす金融システ

新 3 年生からゼミ生の募集は停

人数：4 年生 5 人 執筆者：伊藤 さゆり先生

リスクマネジメント研究

李 洪茂

● 産業トラック

■ 研究テーマ

ことが予想されます。そのよう

ルバイトにいそしむ人など本当

リスクマネジメント論

な時代に企業はどんなリスクを

に多様な人が所属しています。 張っていただきたいです。

■ 活動内容

考え、どのようなリスク管理を

そんな多様な人たちと顔を突き

私たちのゼミでは週に一回 3 人

していくことが望ましいのか、 合わせて学習していくことはと

程度のチームに分かれてプレゼ

その手段について学びを進めて

ンテーションを行っています。 います。

ても面白いかと思います。また、
ゼミ生の仲もよく授業のほかに

こ れ か ら AI や IOT の 技 術 は さ

■ 新ゼミ生へ

らに進み、世の中は今以上の速

こんにちは。私たち李ゼミでは、 ます。仲のいい楽しいゼミ活動

度で目まぐるしく循環していく

運動部やチアリーディング、ア

商学部報
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先生

両立したい方はぜひ本ゼミで頑

も様々なイベントを開催してい
をしたい方、他の活動とゼミを
人数：3 年生 23 人、4 年生 23 人

13

先生

執筆者：矢島 佳歩

広田 真一

先生

■ 研究テーマ

に伸ばしてもらいたいと思います。そ

な社会を引っ張る人になってほしいと

びましょう。そして、自らの将来を創

人も企業も社会もグローバル化してい

のため、経済・金融・ビジネスの勉強

思います。

りましょう。

る今、世界のビジネスがどのように行

をしっかりやります。日本語・英語の

■ 新ゼミ生へ

ゼミ HP：http://www.waseda.jp/sem-

わ れ て い る の か を、 特 に 企 業 の 金 融

どちらでも、文章を読み・書き、プレ

「ゼミ」は、日本の大学が世界に誇る教

hirota/index.html

育方法です。これまでも、
広田ゼミでは、

Facebook：https://www.facebook.

■ 活動概要

ンができるようにします。また、今や

200 人以上の先輩たちが、ゼミでの学

com/hirota.seminar

広田ゼミでは、「10 年後のグローバル

広田ゼミの伝統となった他大学とのイ

習を通じて大きく成長し、現在は日本

リーダー」を目標に活動しています。

ンターゼミに加えて、海外の大学の学

そして世界で活躍しています。大きな

リーダーに必要な力は「知力・志・実

生と共に議論し学びます。これらの活

成長のためには努力が必要です。しか

行力」の 3 つです。そこで、ゼミの 2

動に情熱をもって取り組み、10 年後に、

し、努力のあとには大きな実りが待っ

年間で、皆さんにこの 3 つの力を大い

日本で、あるいは世界で、グローバル

ています。ゼミで共に情熱をもって学
人数：３年生 11 人、４年生 13 人

コーポレート・ファイナンス

● 会計トラック

ゼンテーションを行い、ディスカッショ

（ファイナンス）の面から学びます。

● 経営トラック

グローバルビジネス、グローバルファイナンス

執筆者：広田 真一先生

谷川 寧彦

先生

ムで活動できることは前提です。その

インストールし、実際にプログラムを

上で、自らこうなりたい、ゼミでこう

機械学習です。FinTech を使う会社は、

既定のレール上を走るのではなく自ら

動かして機械学習を学んできました。

いうことをやりたいというイメージを

お金の支払いや入金状況など銀行口座

行 動 し て い く 力 を 培 う た め、 こ れ ま

例えば、春学期のゼミ合宿では、ある

持っている人を重視します。その方向

の情報だけではく、商品販売・発注状

で、ゼミ活動は輪読する教科書の選択

日の日経平均の騰落 ( 上昇 / 下落 / 不変 )

が互いに調整できて、ゼミとしてまと

況などインターネットの普及にともな

もゼミ生に任せてきました。しかし、

を予測するモデルについて、アンサン

まった活動ができそうな方々でゼミを

い急増したデータも積極的に活用して

深層学習などこの研究テーマは平均的

ブル学習を行いました。

構成できれば、学生生活最後の 2 年間

金融事業を行っています。人の表情な

な商学部生には少し遠いと考えて、こ

■ 新ゼミ生へ

を有益に送ってもらえると思います。

ど数値ではないデータもコンピュータ

れを始めた 2019 年度は、教科書は教

体育会などゼミ以外の活動が忙しいゼ

に入力し、ローンの可否など所定のア

員が指定しました。そして、プログラ

ミ生もいますので、時間を守り自分の

ウトプットに結びつける仕組みを構築

ム 言 語 Python お よ び、 環 境 Jupyter

守備範囲はきちんとこなすなど、チー
人数：3 年生 6 人、4 年生 6 人 執筆者：谷川 寧彦先生

マーケティング・

Notebook をゼミ生各自のノート PC に

■ 活動概要

国際ビジネストラック

するのが、機械学習です。

研究テーマは FinTech を念頭においた

●

■ 研究テーマ

中出 哲

先生

係 な ど に つ い て 研 究 し ま す。 ま

意識を持つことを心掛けています。

社設立提案のプレゼン、保険会社

損害保険には自動車保険や地震

た、海外の制度と比較して日本の

主体性を尊重するこのゼミの最初

の訪問、専門家による講義、他大

保険などの日常生活に密接に関

制度や社会の特徴も考察していき

の活動では「どのようなゼミにし

学のゼミとの交流なども行います。

係 す る も の か ら、 サ イ バ ー 保 険

ます。

たいか・自分たちがどのような能

■ 新ゼミ生へ

をはじめとする最新の保険まで

■ 活動内容

力を高めたいか」をディスカッショ

本ゼミでは一人一人が主役となって

様々なものがあります。これらは

損害保険を題材にしながら、ゼミ

ンするところから始めます。そし

活躍することができ、保険という入

それぞれが社会で重要な役割を

活動を通じてグローバルな社会で

て、その後はグループでの研究や

り口から想像以上に多くのことを学

担っています。本ゼミでは損害保

活躍できる力を高めることが目標

プレゼンをメインに活動していき

べます。優しい中出先生の下で、個

険 の 仕 組 み を 勉 強 し な が ら、 損

です。そのためにそれぞれが常に幅

ます。さらに通常のゼミ活動以外

性豊かなゼミ生と共に楽しいゼミを

害保険と社会やビジネスとの関

広い分野にアンテナを張って問題

では、合宿での新商品開発・新会

作り上げていきましょう！

フィナンシャル・エコノミクス

● 経済トラック

■ 研究テーマ

人数：3 年生 20 人、4 年生 20 人

● 金融・保険トラック

現代損害保険研究

執筆者：村越 まひる

尾﨑 祐介

先生

動ファイナンスと呼ばれる新分

きます。その経験を通じてゼミ

しく」です。何事にも熱く楽し

フィナンシャル・エコノミクス

野を学びます。

の目標である「問題設定・問題

むことができる、自主性とやる

とは、経済学の手法を用いて証

■ 活動概要

解決」の能力を高めていきます。 気のある皆さんをお待ちしてい

券市場について考える学問分野

最初に、行動経済学・行動ファ

また、本年度はより良い研究を

ます。始まってまだ 2 年目とい

です。尾﨑ゼミでは、フィナン

イナンスのテキストを輪読、プ

行うため、他の商学部のゼミや

う新しいゼミなので、優しくて

シャル・エコノミクスの分野で

レゼンをすることで、基本的な

他大学との合同ゼミ、海外合宿

フレッシュな尾﨑先生と共に歴

注目を集めている、人間の心理

知識を身につけます。そして、 なども計画しています。

的な要素を取り入れて証券市場

その知識に基づいて日銀グラン

■ 新ゼミ生へ

について考える行動経済学・行

プリに応募する研究を進めてい

尾﨑ゼミのモットーは「熱く楽

● 産業トラック

■ 研究テーマ

史を作っていきましょう！

人数：3 年生 16 人、4 年生 8 人 執筆者：中野 克哉
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● 経営トラック

マクロ経済理論

片岡 孝夫

先生

● 会計トラック

■ 研究テーマ

て研究しています。

を行ったり、自由なテーマによ

ています。ゼミで新たなチャレ

当ゼミのテーマの中心はマクロ

■ 活動内容

るプレゼンテーションを行って

ンジをしたい人、大学でしかで

経済学の理論です。マクロ経済

ゼミは 3 限から 5 限まで 3 コマ

います。その他、合宿や企業見

きないことをやりたいという人

学は時代の変化の中で大きく変

連続で行われ、3 年生は 3、4 限、 学を行っています。

化しており、さまざまな考え方

4 年生は 4、5 限に参加します。 ■ 新ゼミ生へ

を含んでいます。私たちは一つ

３限と 5 限にはマクロ経済学に

片岡先生は非常に学生思いで、

の立場にこだわることなく、そ

関する本や論文を輪読し、4 限に

一人ひとりにしっかりと目をか

れらを並列的に学習し、異なっ

は 3・4 年生共同で、マクロ経済

けてくださいます。またゼミの

た考え方の相違点や背景につい

のシミュレーション分析の実習

授業は知的な楽しさに満ち溢れ

の参加をお待ちしています。

人数：3 年生 11 人、4 年生 11 人

開発経済学研究

執筆者：新井 和真

高瀬 浩一

先生

●
マーケティング・

国際ビジネストラック

■ 研究テーマ

て進めていきます。後期は学期末

任されており、海外大学への訪問

今、途上国経済への理解は欠かせ

当ゼミでは、発展途上国が現在抱

にタームペーパーと呼ばれる卒業

を実施した年もあります。

ません。高瀬ゼミで有意義な 2 年

える諸問題を研究テーマとして

論文の初稿を作成します。サブゼ

■ 新ゼミ生へ

間を過ごしませんか。※今年度の

扱っています。具体的には、途上

ミでは、実用的な英語の学習や卒

私たちのゼミには、留学やバック

内 容 は COVID-19 の た め 大 幅 に 改

国における経済発展の施策や都市

論研究に不可欠な計量や統計の手

パッカーなど海外経験の豊富な学

変していることをご承知おきくだ

失業、そして、昨年度から太平洋

法をエクセルで学習します。4 年

生が多数所属しており、国際色豊

さい。

島しょ国について研究しています。

時には、各自卒論作成を 1 年かけ

かな雰囲気が特徴です。こうした

■ 活動内容

て行います。上記以外にも、ゼミ

多様なバックグラウンドを持つ個

3 年時には、開発経済学の教科書や

合宿や OBOG 会を実施しています。

性的なゼミたちと一緒に学ぶこと

資料を用い、輪読とプレゼンをし

こうした活動はゼミ生の自主性に

ができます。世界経済が変動する

人数：3 年生 7 人、4 年生 4 人 執筆者：山田 早希子（昨年度卒業）
、改訂（高瀬 浩一先生）

● 金融・保険トラック

数理計量分析研究

毛利 裕昭

先生

● 経済トラック

■ 研究テーマ

■ 活動内容

見を得られます。

理的能力は重要です。 毛利ゼミの

毛利ゼミでは、経済経営問題の数

3 年次は数学的手法の基礎学習およ

■ 新ゼミ生へ

充実した学習環境のもと「数理能力

理的な分析及び旧ソ連地域の研究

び旧ソ連地域の基本知識を学習し

毛利ゼミは知的好奇心のある学生、

×国際的な知見」の人工知能にとっ

を行います。分析手法として最適

ます。4 年次はその応用と卒論の

自主的に学習できる学生に向いて

て代わられない人を目指しません

化、確率論、統計学、ゲーム理論

作成をします。 ゼミは研究室の机

います。 個人次第で理系のように

か。

などを学びます。旧ソ連地域の研

を囲んで行うため、先生との距離

機械学習などについての深い学習

究としてはゲストを招いての学習

が近く高い学習効果が得られます。

も 可 能 で す。 毛 利 先 生 は「 教 育 」

会やフィールドワークを通して当

また、合宿として旧ソ連地域に滞

を重視されていて大変面倒見のよ

該地域の経済国際関係、文化など

在し、現地の学生との交流などを

い先生です。 これからの時代は金

を学習します。

通じて肌で感じることで新たな知

融、コンサルなど、どの業界でも数
人数：3 年生 8 人、4 年生 5 人 執筆者：大道 鏡花

コンピュータによる統計分析とその応用

坂野 慎哉

先生

● 産業トラック

■ 研究テーマ

■ 活動内容

ストの分担を決めて、自分の担当

に苦手意識があっても問題ありま

当ゼミでは、統計分析スキルとコ

3 年次は基本的な Excel の操作方法

のパートは白板やパソコンを使い、

せん。皆さんの参加をお待ちして

ンピュータ操作スキルの習得を目

を学ぶことから始まり、分析ツー

講師になったつもりで説明します。

おります。

標としています。テキストを輪読

ルやマクロを使って分析するとこ

坂野先生もゼミ生も優しくて仲が

形式で読み進め、Excel などのソフ

ろまで到達します。また、統計検

良く、分からないところは気軽に

トを操作しながら、3 年次で「基礎

定 2 級の合格を目指し、ゼミの時

質問できますし、分かるまで丁寧

統計学」や「回帰分析」の授業で

間内で試験対策をします。4 年次で

に教えてもらえます。

習う統計分析の手法を応用・復習

学ぶ内容は、3 年次の終わりに話

■ 新ゼミ生へ

し、4 年次でさらに上級の内容を学

合って決定します。現在の 4 年生は、

本ゼミは学生のレベルに合わせて

びます。

回帰分析を学習しています。テキ

進行するので、統計学やパソコン
人数：3 年生 7 名、4 年生 2 名 執筆者：中條 祐実
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久保 克行

先生

■ 活動内容

た年度によって内容は変わりますが、

の仲が自然と深まります。さらにゼミ

本ゼミでは経済学の理論を用いて、現

先生が提示した起業・M&A に関する論

国内外での合宿を予定しています。海

全体でお食事会をする機会があるので、

実に起こる経済活動の様々な問題を研

文や英文記事をグループごとに研究・

外合宿では現地の大学で互いにプレゼ

先輩や先生と交友を深めることも出来

究しています。今年度は、近年行われ

分析し、プレゼンテーションします。

ンを行い、現地学生との交流を図りま

ます。来年度一緒にゼミを盛り上げて

た企業の起業・M&A を題材に、その利

発表の際に先生が的確なアドバイスを

す。

くれる新ゼミ生を、心よりお待ちして

点や弊害について分析しています。経

してくださるので、発表を通じて、正

■ 新ゼミ生へ

おります。

済トラックに属していますが扱う領域

しくデータを分析し、それを人に分か

本ゼミでは企業を様々な観点から分析

は多岐にわたり、株価や財務諸表といっ

りやすく伝える力が身に付きます。サ

する能力が身に付きます。そのため社

た金融・会計部門の知識も同時に用い

ブゼミではゼミ生が中心となって金融・

会に出てからも知識を活用し、役立て

ます。

会計の基礎知識を学んだり、プレゼン

ることができます。またグループワー

発表の準備時間として利用します。ま

クを中心に活動しているため、同期と

産業組織論研究

執筆者：加藤 優

加納 和子

先生

第２期は産業組織論とマーケティン

基礎的な理論や産業組織論が対象

グなど、ゼミ生の興味に沿ったテー

を基礎として、企業や消費者行動

ル を 用 い た 考 え 方 を 重 視 し ま す。

とするトピックの学習を行います。

マを設定し活動してきました。共に

に つ い て 調 査・ 研 究 を 行 い ま す。

また、背後にある日本・世界経済

また、必要に応じて、データ分析

学び成長できるゼミを作っていきま

産業組織論は、企業を経済主体と

の動向の考察や、実際にデータを

方法の紹介や統計分析の演習など

しょう。

して扱い、市場・産業における相

収集し統計的な考察を加えること

を 行 い ま す。 ４ 年 生 の ゼ ミ で は、

互依存関係を分析する応用ミクロ

も必要になります。

個人研究の発表と卒論制作を行い

経済学の一分野です。競争政策の

■ 活動内容

ます。

経済理論的背景を提供する分野で

3 年生のゼミでは、産業組織論また

■ 新ゼミ生へ

もあり、政策的にも重要です。具

は関連分野の代表的な教科書を読

加納ゼミでは、第 1 期は企業研究、

宮島 英昭

先生

を学習するため、将来、社会に出

て統計学を基礎から学び、分析の

があります。アットホームかつ緊

統計的手法で、企業分析を行いま

て役に立つ知識が身につきます。

手法を身につけます。また、30 年

張感のある活動の中で、そのやり

す。具体的には、戦後の日本企業

■ 活動内容

を超える歴史を持つ宮島ゼミでは

がいを感じたい人、企業研究に取

のシステムの変遷や今後の課題を、

本ゼミでは、毎回発表班と質問班

OBOG の方々の人数が多く、交流

り組みたい人、世の中の流れを広

経営や経済、金融などの面から分

に分かれて、与えられた課題につ

が深いです。

く知りたい人など、意欲のある皆

析します。
「企業」
「金融機関」
「政府」

いて議論を交わします。基本的に

■ 新ゼミ生へ

さんの参加をお待ちしています。

それぞれの組織行動に着眼点を置

ゼミ生主体の活動となり、先生に

当ゼミのモットーは「スポーツの

ゼ ミ の ホ ー ム ペ ー ジ：https://

きます。経済学をはじめ、経営学、

は内容のまとめ、補足などゼミ生

ように勉強する」です。基礎的な

wasedasocmiyajimaseminar.

統計学、会計学を含めた総合的な

のフォローをしていただいていま

ことを突き詰めて自身の研究を深

wordpress.com

学習ができます。多岐に及ぶ分野

す。 サ ブ ゼ ミ で は、Excel を 用 い

めていくことは、とてもやりがい

国際経済学研究

● 経済トラック

■ 研究テーマ

人数：3 年生 20 人、4 年生 20 人

● 金融・保険トラック

日本企業システムの経済分析

執筆者：加納 和子先生

マーケティング・

み、ミクロ経済学の復習を兼ねて

るにあたっては、経済学的なモデ

国際ビジネストラック

体的に企業や消費者の行動を考え

このゼミでは、産業組織論の手法

●

■ 研究テーマ

人数：3 年生 8 人、4 年生 6 人

● 会計トラック

■ 研究テーマ

人数：3 年生 20 人、4 年生 22 人

● 経営トラック

企業の経済学

執筆者：木村 友美

横山 将義

先生

てグループごとにプレゼンテーション

生同士で親睦を深めています。

ことでしょう。横山ゼミでは熱意を持っ

まずはすべての基礎となる経済学を身

を行い、議論を交わしながら国際経済

■ 新ゼミ生へ

て経済学を学ぶ人を後押しする完璧な

につけ、その知識を応用してさまざま

学に関する理解を深めます。４年生は

横山ゼミでは与えられた課題に対して、

環境が整っています。仲間とともに真

な条件下で用いられる経済政策を分析

それに加えて、自身が決めたテーマに

いい加減な議論でごまかすことは許さ

剣に学び、努力する２年間を過ごして

します。そして国際貿易論、国際金融

ついての卒業論文を執筆することで２

れません。ゼミ生にはより深い理解を

みませんか？ 皆さんの参加をお待ちし

論からなる国際経済学を学ぶことで、

年間のゼミ活動を締めくくります。サ

追求する姿勢が求められます。よって

ています。

段階的に研究を進めていきます。

ブゼミは主に本ゼミの準備に充てられ、

日々のゼミ活動に真剣に取り組まなく

■ 活動内容

各グループは自分たちの発表に向けて

てはなりません。しかし自らが主体と

ゼミは本ゼミとサブゼミに分かれてお

お互いに議論しながらプレゼンのコン

なり、厳しくも親身な先生から学ぶ経

り、計週２コマ行われます。本ゼミでは、

テンツを作成しています。またゼミ合

済学には、必修の授業では決して得る

３年生は指定教科書の担当範囲につい

宿が毎年９月に開催されており、ゼミ

ことができなかった新たな発見がある

● 産業トラック

■ 研究テーマ

人数：3 年生 5 名、4 年生 6 名 執筆者：棚橋 駿
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専門ゼミ紹介

● 経営トラック

日本経済史研究

花井 俊介

先生

● 会計トラック

■ 研究テーマ

秋学期にはテーマ研究を通じて

ミ生相互の議論によって修正を

に努力を続けることが必要とさ

近現代日本の経済発展に関する

実際の分析手法を身につけま

繰り返しながら、この論文を仕

れます。厳しさと楽しさを両立

マクロ的な分析や日本における

す。これと並行して各自の研究

上げることに充てられます。

できる学生の参加を待っていま

企業システムの形成過程に関す

テーマを徐々に絞り込みます。 ■ 新ゼミ生へ

るミクロ的な分析などを中心に

ゼミの最終目標は各自のテーマ

オリジナリティのある論文を作

研究を行っています。

について、ある程度の長さをも

成するのは、決して楽なことで

■ 活動内容

ち、必ず１つ以上のオリジナル

はありません。ですから、ゼミ

３年春学期に経済史・経済学の

な論点を含む論文にまとめあげ

生にはいい加減な議論でごまか

基礎を勉強し、夏合宿を経て、 ることです。４年のゼミは、ゼ

さ ず、 解 決 策 を 得 る ま で 真 剣

す。

人数：3 年生 8 人、4 年生 14 人 執筆者：花井 俊介先生

国際経済関係研究

池尾 愛子

先生

●
マーケティング・

国際ビジネストラック

■ 研究テーマ

■ 活動内容

らのアドバイスで埋めつつ、ゼ

でなく各国の宗教・政治・貿易

石油や石炭などの化石燃料や太

3 年次には「エネルギー白書」 ミ 生 同 士 で 意 見 交 換 を 行 う 事

など様々な要因が密に関わる圧

陽光や地熱などの再生可能エネ

をパートごとに振り分け、個人

で、エネルギー産業への総合的

倒的なスケール感を感じる事が

ルギーについて、世界各国の政

ワークとしてエネルギー産業へ

な理解を得る事が出来ます。

できる分野です。個人の自主性

治経済要因を踏まえ文献や統計

の基本的な理解を深めていきま

■ 新ゼミ生へ

を活かした活動が出来る当ゼミ

デ ー タ を 基 に 分 析 し、 エ ネ ル

す。その後、グループワークと

私たちの豊かな生活を根底から

で、エネルギー産業や国際経済

ギー産業や国際経済を研究しま

して各々が研究したいテーマを

支えるエネルギーには、有限な

の研究をしてみませんか。

す。

選び研究・発表を行います。文

資源の存在があります。エネル

献と現状とのギャップを先生か

ギー産業はビジネス的側面だけ
人数：3 年生 7 人、4 年生 9 人 執筆者：大江 慶季

● 金融・保険トラック

欧米経済史研究

矢後 和彦

● 経済トラック

■ 研究テーマ

れ、毎回定められたテーマについ

は外部ビジネスコンテストにて準

みなさんにも、挑戦する機会とそ

金融の発展の歴史をゼミで定めら

て デ ィ ス カ ッ シ ョ ン を 行 っ た 後、

決勝進出という輝かしい実績を残

れを支える土壌が用意されていま

れた教科書や具体的な企業の事例

グループ毎のプレゼンテーション

しています。

す。商学部史に名を残す、存在感

を交え学び、その上で現代の国際

を行っていきます。秋期には、テ

■ 新ゼミ生へ

あふれるゼミを共に創っていきま

経済や金融に関する問題について、

キストを基にディスカッションを

矢後ゼミを一言で表すと「自由闊

しょう。まずは Twitter フォローお

ディスカッションやグループに分

行うアカデミックチームと、少人

達」です。ゼミ生１人１人が主体

願いします。＠ jacoseminar

かれてのプレゼンテーションを

数チームを結成し外部懸賞に参加

性高く学問に取り組んでいること

行っています。

するプロジェクトチームに分かれ、

が特徴であり、海外留学や外部プ

■ 活動内容

各自専門性を高めていきます。昨

ロジェクトなど各々が果敢に挑戦

春期は、少人数のグループに分か

年度、当ゼミプロジェクトチーム

を続けています。そしてもちろん
人数：3 年生 15 人、4 年生 19 人

雇用労働研究
● 産業トラック

■ 研究テーマ

究対象としています。

の問題点、女性の働き方とワー

小倉ゼミでは、「働くこと」を

■ 活動内容

クライフバランスなど、様々な

研究対象としています。ほとん

半期ごとに、3 ～ 4 人のグルー

テーマを自由に設定し、活発な

どの学生は、社会人になります

プを入れ替えて、各グループが

議論が繰り返されています。

が、その多くは企業や組織に「雇

研究テーマを設定し、半年間、 ■ 新ゼミ生へ

われて働く」のです。それを雇

リサーチして最後に発表しま

社会人としてのマナーを身につ

用労働と言います。その際に、 す。就職活動の問題点、大企業

け、自主的に行動すれば、学生

どういう問題があり、またどう

と中小企業の労働条件格差、働

時代の貴重な経験になるでしょ

考えていくのかということを研

き過ぎと過労死、人事評価制度

う。
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執筆者：井伊 脩友

小倉 一哉

人数：3 年生 15 人、4 年生 16 人
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先生

先生

執筆者：小倉 一哉先生

清水 洋

● 経営トラック

イノベーション研究

先生

活用できるのかの 3 点を中心に分

です。これからどのようなゼミに

https://sites.google.com/site/

イノベーションを企業の競争戦略

析をしています。

なっていくのか楽しみです。やる

hiroshishimizu529/introduction

や組織構造、産業組織の観点から

■ 活動内容

ことは多いとは思いますが、それ

歴史的に分析しています。大きく

ケースや論文、書籍などを読むと

だけ得るものも多いはずです。楽

は、
（1）イノベーションにはどの

ともに、実際に分析や提案を行っ

をしたい人はぜひ遠慮してくださ

ようなパターンがあるのか、（2）イ

ていきます。とにかく巨人の肩に

い。せっかく大学にきたのだから、

ノベーションのパターンに影響を

のぼります。OB,OG とのコミュニ

ゼミに入って勉強した方がいいよ。

与えるのはどのような要因がある

ティも大切にしています。

できるだけ濃い議論をと思ってい

のか、
（3）企業はイノベーション

■ 新ゼミ生へ

るので、人数は 8 ～ 10 人程度と絞っ

のパターンをどのように戦略的に

2019 年から開講した新しいゼミ

ています。

● 会計トラック

■ 研究テーマ

人数：3 年生 10 人、4 年生 8 人 執筆者：清水 洋先生

●

マーケティング・

国際ビジネストラック
● 金融・保険トラック
● 経済トラック
● 産業トラック
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懸賞論文

2019 年度

早稲田商学学生懸賞論文

入賞者

2019年度の
「早稲田商学学生懸賞論文」では、大学院学生の部と学部学生の部にあわせて36篇の応募がありました。
1つの論文につき2名の先生方による一次審査とその結果をふまえた合同審査会での厳正なる審査の結果、下記の方々が入賞しました。

■大学院学生の部
第二席

小澤 淳
「父親の育児時間が家計所得に与える影響」

■学部学生の部
第二席

伊藤 あんな 、今村 友紀 、樫本 真由 、田淵 光祐「ビジネスモデルと戦術の相互補完性－戦略から戦術へのパラダイムシフト－」
伊藤 千尋 、高嶋 繁 、前田 あゆ美、吉田 早織「日本のファミリー企業における独立社外取締役の効果」
金子 果歩、笹川 俊、福田 和生 、宮嵜 健太、王 思涵
「機械学習を用いた日本の GDP ナウキャスト」

佳

作

石川 洋平 、石橋 勇輝 、竹内 真琴 、廣口 直人
「家庭環境が子どもの非認知能力に与える影響」
大平 祥代佳、鈴木 健太、並木 麟太郎
「ペアが自身のパフォーマンスに与える影響－Shotlink data による実証分析－」
加瀬 文就、高島 健人、福井 侑希
「雇用調整速度推移の実証と、ガバナンスとの関係性」
北山 貴裕、鄭 那奈、前田 里紗、三澤 挙士郎
「関西弁と話すと創造性は上がるのか」
児山 希
「消滅可能性都市に生まれた起業のエコシステム－バイオサイエンスのエコシステム誕生・発展の論理－」
小林 更紗 、小嶺 潤之佑 、櫻井 萌々香 、堀口 凌雅 、堀部 優 、三戸口 美穂
「炭素税導入がモーダルシフトに与える影響－傾向スコアマッチング・Difference in Difference 分析を用いた実証研究－」
近藤 祐大 、齋藤 健介 、根本 瑞希 、山田 拓史
「投資家を惹きつけるビジネスモデル－ベンチャー企業の明暗を分ける四類型－」
指田 美帆、佐野 雅子、島田 智絵、宮林 悠太、安川 徳馬、山本 怜奈
「性別・技能水準別に見た労働移動の決定要因－二国間データを用いた労働移動パターンと産業構成の影響の分析－」
鳥井 すず「ポイントを使用した購買が消費者の知覚に及ぼす影響の解明」
中辻 理紗子
「フリマアプリがもたらした消費行動の変化の解明－新品商品の購買意欲について－」
LI YIDI「新聞広告における非外来語のカタカナ表記の使用分析」

奨励賞

入山 創太
「省籍矛盾の歴史から見る現代台湾社会－変化する
「台湾人」像－」
勝俣 龍太郎
「車載電池からみた中国電気自動車産業の将来性－中国市場でのパナソニックの活路－」

自分の独創性のある発想を学術誌の論文として残しませんか。

■ 商学部教授

李 洪茂

商学部の学生に与えられています。ゼミまた

列の教員の研究成果を国内外に広めてきた

はプロゼミに所属している個人またはグルー

伝統ある学術雑誌です。これらの雑誌には、

プによる論文の執筆が認められています。1・

原則として、商学部、大学院商学研究科お

2年生が所属するプロゼミからも、高い評価

よび大学院会計研究科教員の論文が掲載さ

を得る論文が応募されています。テーマは、

れます。

人文・社会・自然科学に関するものです。

学生の優秀な論文についても、これらの雑

応募に関する詳細は、12月頃に商学部のホ

学生生活の中で独創的な発想が浮かんで

誌に掲載されます。雑誌を発行している
「早稲

ームページに掲載され、3月に結果発表と表

くることは少なくありません。ゼミまたはプ

田商学同攻会」
が主催する
「早稲田商学学生懸

彰式が行われます。

ロゼミなどにおいて、それらについて活発な

賞論文」に応募して、第一席
（優秀論文）に選

応募論文の審査は、商学部、商学研究科

討論が行われています。しかし、このような

ばれれば、学生の論文が教員の論文と同様に

および会計研究科の教員によって行われ、

独創的な発想は、それが客観的に価値のあ

『早稲田商学』
または
『文化論集』
に掲載されま

学生の立場を配慮した、指導的な観点から

るものなのかについて確信が持てず、記録

す。また、第二席・佳作・奨励賞の論文は、

評価が行われます。審査においてもっとも

として残らないため、後の就職活動や研究

別冊として発行される
『早稲田商学学生懸賞

重要視されるのは、独創性のある着眼点と

の参考資料として活用されることも多くない

論文入賞論文集』
に掲載され、学生や教員に

その論理的な整理です。普段のゼミの活動

ように思います。

配布されます。これらの入賞論文の表彰式に

の中で浮かび上がる独創性のある着眼点を

「早稲田商学学生懸賞論文」に応募するこ

おいて、入賞者に対して早稲田商学同攻会の

記録として永久に残される論文として発展さ

とによって、皆さんの独創性のある発想を

会長
（学部長）
からの賞状と副賞
（12万円～2万

せてみましょう。

客観的に評価してもらい、権威ある学術誌

円）
が与えられ、懇親会も開催されます。

に記録として残してみませんか。
『早稲田商学』は、1925年
（『文化論集』は

19

1992年）に創刊され、早稲田大学の商学系
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「早稲田商学学生懸賞論文」への応募資格
は、商学研究科および会計研究科の学生と

早稲田商学学生懸賞論文についての詳細
な 情 報 は、 早 稲 田 商 学 同 攻 会
（dokokai@
list.waseda.jp）にお問い合わせください。

第 二 席 日本のファミリー企業における独立社外取締役の効果
に決めました。

論文の内容

グループ4名
伊藤 千尋 、高嶋 繁 、
前田 あゆ美、吉田 早織
■広田 真一ゼミ

執筆動機
広田ゼミでは、毎年 3年生がチームで論文
を執筆し、懸賞論文に応募させていただいて
います。これまでに素晴らしい論文を作り上

る作業はとてつもない時間と労力がかかりま
した。また、ようやく得られた分析結果をも
とに論文を仕上げる際に多くの問題が露呈し、

ファミリー企業とは、創業者一族が実質的

「もうどうしようもないかもしれない」と行き詰

経営権を持つ企業のことで、業績が高いこと

まる場面が幾度もありました。しかし、最後

が知られています。一方、企業統治
（ガバナン

まで諦めず、チームのみんなと全力で走りき

ス）の不全を背景とする不祥事も多く見受けら

った日々は、今ではかけがえのない宝物です。

れています。そこで我々は、ガバナンス強化の

全ての努力の積み重ねが、今回の受賞に繋が

主要な方法である独立社外取締役が、ファミ

ったと思います。私たちを支えてくださった全

リー企業の企業価値に与える効果を実証分析

ての方々に感謝申し上げます。

しました。その結果、独立社外取締役が企業
価値に与える効果は、非ファミリー企業に比

後輩の皆さんへのメッセージ

べ、ファミリー企業でより大きいことが明らか

大学生活は無限の可能性が広がっており、

になりました。さらに、創業者一族が経営に

様々な挑戦を重ねることができます。その一

与える影響が大きいほど、独立社外取締役の

つとして、私たちは全力で研究に打ち込み、

効果が大きいことも示唆されました。

納得のいく論文を執筆しました。論文執筆活

執筆にあたってのエピソード

動はマラソンに似ていて、うまくいかないこと
や、途中で諦めたくなることもあるかもしれま

げ、受賞を繰り返してきた優秀なOB・OGの方々

半年間の論文執筆活動を通じ学んだこと

せん。しかし、何かを最後まで頑張り抜く経

に強い憧れを抱き、誇りに思っていました。そ

は、
「 最後の一秒まで諦めない」大切さです。

験は、何事にも変えがたい貴重なものです。

のため、私たちも社会的に意義のある論文を

私たちは、ファミリー企業のデータベースを自

少しでも研究に興味があれば、懸賞論文に取

生み出すことで、ゼミの伝統を引き継いでいく

作しましたが、全上場企業の有価証券報告書

り組んでみてください。
「意志あるところに道は

という共通目標を持ち、論文を執筆すること

等を参照し、ファミリー企業であるか判断す

開ける」
、
皆さんの挑戦を心より応援しています。

第 二 席 機械学習を用いた日本の GDP ナウキャスト
筆することで、在学生の皆さんに商学部での

評価という多くの人にとってあまり馴染みのな

学びの多彩さを改めて実感してもらい、今後

い考え方を、論文の中でどのように正確に分

の勉学における一つの参考にしてほしいとい

かりやすく説明していくかというのが執筆期間

う思いもありました。

を通じての大きな課題でした。メンバーで議

論文の内容

グループ 5名
金子 果歩、笹川 俊、福田 和生、
宮嵜 健太、王 思涵
■片山東ゼミ

執筆動機

論を重ねたり、片山先生からアドバイスを頂い
たりしながら、この課題に納得できるまで取

マクロ経済指標は経済政策の立案において

り組めた経験はとても大きな財産になりまし

重要な役割を果たします。その一方で、通常、

た。また、力が足りず残念ながら第一席とい

対象期間終了から発表まで時間を要してしま

う目標は達成できませんでしたが、入賞・第

います。そうした中で、近年、それらの
「現在

二席という結果を頂けたことでこうした取り組

の値」を予測しようとする試みである
「ナウキ

みを一定以上認めていただけたように感じ、

ャスト」が注目を集めています。私たちは、実

嬉しかったです。

務の状況設定を忠実に再現したうえで、日本
のデータを用いて複数の機械学習手法による

後輩の皆さんへのメッセージ

GDP成長率のナウキャストを行い、伝統的な

論文の中でも触れていますが、機械学習に

片山ゼミでは、3年次に学生懸賞論文に参

予測手法や専門家によるナウキャストとその精

よる予測においては
「多様性」が一つの強みに

加することが恒例になっています。しかし、

度を比較しました。結果として、実際の現場

なります。商学部はその裾野が非常に広い学

今年度は 3年生が所属していなかったために、

において機械学習を用いることでそれ以外の

部ですので、この強みを持っているといえます。

昨年度成し遂げられなかった第一席の獲得を

手法よりも正確なナウキャストを実現できる可

皆さんが力を合わせて森羅万象の予測に取り

大きな目標として、4年生で再挑戦することを

能性があることを示しました。

組めばその精度が高いこと間違いなく、社会

決意しました。また、過去の商学学生懸賞論
文の参加チームが扱ってこなかった
「機械学習
による予測」というテーマで私たちが論文を執

執筆にあたってのエピソード

の発展に貢献できることでしょう。ぜひ仲間
を集めて何かを予測してみてください。

「ナウキャスト」やそれらのパフォーマンスの
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懸賞論文

佳 作 雇用調整速度推移の実証と、ガバナンスとの関係性
択については 3人で意気投合しました。

論文の内容

グループ 3名
加瀬 文就、高島 健人、福井 侑希
■宮島 英昭ゼミ

3人での共同執筆にあたって、各々の役割分

日本の製造業・非製造業における正規従業

担と進捗状況の確認を統率することを大切に

員者を対象に、2000年初頭から最近までの

しました。実際の作業では、実証を裏付ける

雇用調整速度を推計するとともに、社外取締

ための回帰分析において、データセットから分

役が雇用調整速度に与える影響を明らかにし

析手法まで数多くの試行錯誤を凝らしました。

ました。雇用調整速度とは、企業が実際の雇

さらに、分析結果から何を読み取るか考察す

用者数から最適な雇用者数に向けて、どの程

ることが非常に難解でした。また、宮島先生

度の速度で調整しているか表す概念のことで

をはじめ、宮島研究室の院生の方々にも手厚

す。結果、第一に、製造業・非製造業ともに

いフォローを頂きました。

2010年代の日本企業の雇用調整速度は 2000
年代と比較して必ずしも速くなっていないこと

執筆動機

執筆にあたってのエピソード

後輩の皆さんへのメッセージ

が観測されました。つまり、日本企業は最適

「新しいことを発見する」という強い気持ち

な雇用者にむけた調整が改善されていない状

があれば、困難な状況の中でも必ず成し遂げ

宮島ゼミの研究テーマである
「日本企業シス

態にあるということが分かりました。第二に、

ることができます。そして、その成果はかけが

テムの経済分析」をもとに、これまで学んだ内

社外取締役比率構成が雇用調整行動に影響

えのない思い出となります。早稲田大学商学

容や解析手法を用いて、“something new”を

を与えているということが確認できました。す

部で学んだことの集大成として、懸賞論文に

発見しようと思ったからです。特に、3年次で

なわち、社外取締役を導入している企業ほど、

向けた執筆に取り組まれてはいかがでしょう

の就職活動を経て、日本企業システムにおけ

雇用調整が行われることで速度は速くなる傾

か。

る雇用について興味を持ちました。分野の選

向にあるということが観測されました。

佳 作 ポイントを使用した購買が消費者の知覚に及ぼす影響の解明
■ 守口 剛ゼミ

鳥井 すず

執筆動機
この論文は元々、卒業論文として執筆して
いたものです。卒業論文の中間提出をした際、
ゼミの教授である守口先生から懸賞論文に提

の気持ちでいっぱいです。

入手手段が異なる決済手段であれば、そのも

また、私はゼミが始まった大学 3年からの学

のの価値の違いが生じるのではないかと疑問

生生活をほとんどゼミに費やし、毎日朝から

を持ち研究を進めました。

晩までゼミ生と顔を合わせ切磋琢磨してきま

その結果、現金とポイントの比較において、

した。その中でゼミ生は、
「疑問を持ち自分な

同一商材に対して支払える最大の額
（WTP）が

りの思考を止めないこと」の重要性を多くの場

ポイントの方が高く、商材に対する期待感は

面で教えてくれました。ゼミ生活で培った力

現金で購入した際の方が高くなることが解明

が論文執筆の根底を支えたと感じています。

されました。一方で、ポイントの収集方法の
違いはWTP・期待感ともに差を与えないこと
がわかりました。

執筆にあたってのエピソード

後輩の皆さんへのメッセージ
懸賞論文は大学生活の集大成としていい機
会です。
懸賞論文執筆において、大学生活で学んだ

出することをご提案いただきました。そこで、

今までの大学生活で関わってきた守口先生

社会を見る視点や物事に対する取り組み方な

自分の論文がどのような評価を受けるのかを

をはじめとした多くの人々に支えられているこ

どを活かすことができました。一方でその成

確かめるために、懸賞論文に応募しました。

とを改めて感じることができました。

長は、懸賞論文を執筆していなければ自分で

論文の内容

21

手段として用いる人が増えています。そこで、

守口先生はお忙しい中でも、研究の方針や
校正など丁寧にアドバイスをくださいました。

は気付けず、具体化することができなかった
成長でした。

現金とポイントという決済手段の違いは消

友人は私のまとまっていない話を丁寧に聞い

みなさんも、大学生活の多くの機会で目に

費者の知覚に影響を与えるのかを研究しまし

てアドバイスをくれたり、デプスインタビュー

見えない成長をしていると思います。その成

た。

やアンケートにも嫌な顔せずに詳しく答えてく

長を形に残す大学生活の集大成の選択肢の一

近年、キャッシュレス化やポイント入手手段

れたりしました。私には支えてくれる多くの人

つとして懸賞論文も検討してみてください。

の多様化により、ポイントが貯まりやすく決済

がいることを改めて感じることができ、感謝
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佳 作 フリマアプリがもたらした消費行動の変化の解明－新品商品の購買意欲について－
■守口 剛ゼミ

中辻 理紗子

執筆動機

で新品商品を購入する
「ワンショット消費」が広

析方法や研究計画は何度も練り直すなど苦戦

まり注目されています。そこで、フリマアプリ

し、教授やゼミ生、友人に助けてもらうこと

の売却を通して、新品商品の購買意欲が促さ

ばかりでした。

れているのではないかと考え、研究しました。

また、商学部の授業で講演を行った株式会

フリマアプリ利用者は、購入時に売却意識

社メルカリの代表取締役の山田社長に直接イ

が高く、売却が買い物失敗時の損失回避手段

ンタビューを行う機会をいただき、より研究を

ゼミの指導教授である守口先生に勧めてい

として捉えることで、購入障壁が下がり、新品

深めることができました。周りの方の協力が

ただいたからです。今までのゼミ活動では、

商品の購買意欲が非利用者よりも高い傾向に

あったからこその結果だと感じます。

グループ活動が多く、自分の不得意な分野は

あることが分かりました。

後輩の皆さんへのメッセージ

他のゼミ生に任せていたところが正直ありまし

また、フリマアプリの価値に関して、金銭

た。そこで、最後に自分一人で今まで学んだ

的価値だけでなく、モノを捨てずに環境に貢

入賞を目標に一生懸命取り組むことはとて

ことを形にできるようにしたいと強く感じ、執

献する嬉しさ、使えるものを捨てる罪悪感の

も大切ですが、結果や審査にこだわるのでは

筆を行うことに決めました。

払拭もあることが分かりました。さらに、少

なく、自分が書きたい、調べたいと強く思った

額でもお金に換えたい思いはあるが、高利益

ことをテーマに執筆することも重要だと感じま

を期待していない点や、ユーザーのやり取りを

した。かく言う私も入賞の結果をいただいた

通した承認欲求や嬉しさがフリマアプリの売

ときは、泣くほど嬉しかったです。

論文の内容
不用品を売買する
「フリマアプリ」の普及や
成長は、消費者の節約志向を助長し、経済に
負の影響を与えると今まで考えられていまし
た。

却意向に影響を与えることも分かりました。

執筆にあたってのエピソード

しかし、SNSやネットの普及により、商品を

最初は一人で全て執筆を行おうと意気込ん

一時的に利用した後に売却し、得られた資金

でいたものの、調査が思うように進まず、分

しかし、そこまでには予想以上に苦労した
ことも多く、自分が納得するまで取り組みたい
と思えるテーマである必要性を強く感じまし
た。ぜひ、自分が納得できるものを集中して
取り組んでみてください。

奨 励 賞 省籍矛盾の歴史から見る現代台湾社会－変化する「台湾人」像－
■ 中村 みどりゼミ

入山 創太

執筆動機

省人とそれ以前から台湾で生活していた本省

学術書や論文のような専門的な資料とは違

人が抱えるアイデンティティーの軋轢のこと

い、こうした文献は客観的な信頼性に乏しく

で、戦後台湾の社会問題の根幹に位置する問

歴史的事実の考証には不向きです。しかしこ

題です。

れらは当時の人々の考え方や思想、時代の世

論文ではこの今なお台湾に根深く残る省籍

相、雰囲気といった内面的な要素を現代に映

矛盾の問題を出発点に、
「台湾」という文化圏が

し出す資料としては大変有意義で、アイデン

歩んできた複雑なアイデンティティーの変化に

ティティーという内面的な要素をテーマにした

ついて考察します。

論文執筆の上で大きな助けになりました。こ

論文の構成は大きく二つに分かれています。

うしたメッセージを正確に読み解くためにも、

前半では本省人と外省人が歩んできた歴史を

文献の中身だけでなく著者・製作者の持つ背

もともとこの論文の原型になったものは、

振り返り、それぞれのアイデンティティーが形

景や人物像まで注意深く考察する必要があり

中村先生のプロゼミの期末課題として設定さ

成される過程を紐解きます。後半では、台湾

ました。

れたレポートでした。それを先生に評価してい

民主化を背景にこれまで対立していた二つの

ただき、論文として完成させようということで

アイデンティティーの変質や、若年層を中心に

懸賞論文を紹介していただきました。

生まれた新しい
「台湾人」像の登場について考

論文の内容
台湾の歴史を学ぶにあたって、省籍矛盾は

察します。

執筆にあたってのエピソード

後輩の皆さんへのメッセージ
今回私が受賞した奨励賞は、学部一・二年
生限定の賞です。懸賞論文の応募者の多くが
ゼミに所属している三・四年生だという印象で
敷居が高く感じるかもしれませんが、二年生

絶対に無視することのできない問題だといえ

この論文を執筆するにあたって、映画や自

以下にも入賞のチャンスは十分にあります。自

ます。省籍矛盾とは、中国大陸の国共内戦に

伝といった文献の扱いには大変気を使いまし

分はまだ実力不足だからと尻込みせずに、皆

敗れた国民党とともに台湾に流入してきた外

た。

さんもぜひ挑戦してみてください。
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学術情報検索

幅広い情報を活用するために
データベースの検索の仕方

卒業論文やレポートを執筆する際には、
先行研究や、企業のデータなど幅広い情

情報の種類
所蔵資料・
電子資料

論文

報を収集しなければなりません。早稲田

データベースやツールを探すことができま

大学では、たくさんの有益なデータベー

す。まずは、
「おすすめのデータベース」か

スが利用できることをご存知でしょうか。

ら選択して、使ってみましょう。以下に、

大学ホームページの
「データ集」から
「学術

よく使われるデータベースを表にまとめて、

情報検索」
（https://waseda-jp.libguides.

ご紹介します。

com/imas）を クリックしてくだ さ い。

データベースはルールを守ってご利用

「WINE」では、早稲田大学図書館の所蔵

ください。
「 学術情報検索」の「ヘルプ」の

資料や電子資料を検索できます。
「データ

「電子資料の利用上の注意」をお読みくだ

ベースリスト」では、大学が契約している

データベース
日本語／
外国語

WINE

早稲田大学図書館の所蔵資料や電子資料に加え、
「論文・記事」の検索もできます。検索
結果から大学契約データベースのコンテンツにアクセスできる場合もあります。

CiNii Articles

国内の雑誌・研究紀要の論文検索ツールで、先行研究調査の重要な情報源です。検索結
果には、全文やWINE検索へのリンクも表示されます。

早稲田大学リポジトリ

本学の研究者等が作成した学術論文、学位論文、紀要論文、ワーキングペーパー、会議
録等の学術情報を保存・公開しています。

日経テレコン21

日本経済新聞社が提供する記事、企業、人事情報の検索と閲覧ができます。

日本語

「週刊ダイヤモンド」
（1913 ～2018）
および「DIAMONDハーバード・ビジネス・レビュー」
（1976
～2016）
の全文記事をPDFで閲覧できます。

経葉デジタルライブラリ

雑誌・
新聞記事

さい。

日本語

日経BP記事検索サービス
東洋経済デジタルコンテンツ・
ライブラリー

外国語

日本語

企業情報
外国語

日経BP社が発行する約 40誌の雑誌のバックナンバー記事を閲覧できます。
※短時間に大量に閲覧しないでください。
「週刊東洋経済」
「会社四季報」など東洋経済新報社刊行の雑誌・企業情報誌の記事を閲
覧できます。

ジャパンナレッジ Lib

事典や辞書を中心とした総合データベース。
「情報・知識imidas」
「現代用語の基礎知識」
ほか、多数のコンテンツを提供しています。

EBSCO Business Source Premier

経済・経営・ビジネス関連の書誌データと全文データが含まれています。

ABI/INFORM Complete

ビジネス・経営・財務・貿易等の関連分野をカバーする全文雑誌・新聞データベースです。

日経バリューサーチ

国内上場全社および非上場企業の情報を含む、企業・業界分析ツールです。

日経NEEDS-FinancialQUEST

企業財務、株式・債券、マクロ経済、産業統計などの経済データを検索、ダウンロード
可能です。

eol

日本企業の有価証券報告書の原文データおよび財務諸表などの数値データを含みます。

OSIRIS

全世界の上場会社の財務情報を提供する包括的なデータベースです。

ProQuest Historical Annual Reports

800社以上の北米主要企業の年次報告書 (1844 ～現在) 。

剽窃に関する注意

23

すでに出版されている書籍、論文、雑誌

ていること、
（3）自分の著作物と引用する著

2012年度より教員向けに
「レポート類似 度

などから理論や統計資料などを引用する場

作物との主従関係が明確であること
（自分

判定機能」が導入され、不正なコピー＆ペー

合、ルールに則らないと、著作権上の問題

の著作物が主体）
（
、4）出所の明示がなされ

ストがされていないかどうかチェックが可能

が発生する可能性があります。

ていること、に注意しなくてはなりません。

になりました。レポートの執筆には常に厳

文化庁のHPによると、引用として認めら

本学では、レポート等での不正行為をし

れるためには、
（1）他人の著作物を引用する

た場合、委員会にて審議の上、退学または

必然性があること、
（2）かぎ括弧をつけるな

当該科目を含む履修中の全科目の単位を不

ど、自分の著作物と引用部分とが区別され

可
（F）とし、無期停学に付されます。また、
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粛な態度で臨み、慎重に取り組みましょう。
● 参考HP

文化庁ホームページ
（https://www.bunka.go.jp/index.html）
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2020 年度秋学期寄附講座・提携講座等

寄附講座・提携講座等とは
民間企業など大学外部の組織から、寄附された資金や人材をもとに実施される授業です。商学部では日本を代表する
企業や、各業界でトップとして活躍している方々による「ビジネス界の今」を伝える講座を開講しています。

マーケティングにおける流通革新

専門教育科目 2単位 水曜日・2時限目

株式会社カインズ寄附講座

ビ

コーディネータ：恩藏 直人（商学学術院 教授）

ジネスの様々な分野で、
「価値」をいかにして生み出したら

いタイプのビジネス活動で
「価値」の共創を試みている。ユーザ

よいのかという課題が取り上げられるようになっている。

ーを巻き込んだ価値創造も試みられている。

製造業者であれば生産活動を通じて価値を生み出すことができ

本講座では、流通大手である株式会社カインズの協力のもと、

るし、流通業者であれば適切な商品を仕入れ、適切な陳列を行

「マーケティングにおける流通革新」という点で先進的な取り組み

うことで価値は生み出せる。しかし近年、そうした製造業者と流

をしている企業の経営幹部をお呼びして、マーケティング戦略の

通業者という単純な構図では説明しきれない状況が生じている。

視点で講義していただく。マーケティング論や経営学について学

流通業者が生産活動に足を踏み入れたり、製造業者が流通活動

んできた学生諸君は、理論や枠組みが実務においてどのように生

に乗り出したり、さらに製造業者と流通業者が協力し合い、新し

かされているのかを理解できるはずである。

変化に対応する日本企業

専門教育科目 2単位 木曜日・3時限目

一般財団法人経済広報センター提携講座

本

コーディネータ：片岡 孝夫（商学学術院 教授）

講座はオムニバス形式の企業人派遣講座であり、今年

く変化し、旧来のビジネスモデルは修正を余儀なくされている。

度は「変化に対応する日本企業」という科目名で開催され

この講義では、経済の最前線で活躍されている方々をお招きして、

る。日本企業をとりまく環境は、少子高齢化、グローバリゼーシ

日本企業がこれらの環境変化に対し、どのように対処しているか

ョンの進展、ICT技術の急速な発展、政府の財政状況の悪化、

を直接お話しいただく。真摯かつ熱心な聴講を期待する。

中東・欧州・東アジア等における経済状況の急変などにより大き

専門教育科目 2単位 火曜日・5時限目

起業家養成講座Ⅱ

コーディネータ：井上 達彦（商学学術院 教授）
村元 康（商学学術院教授）
工藤 元（商学学術院非常勤講師）

早稲田大学校友等起業家有志提携講座

早

稲田大学校友等起業家有志の協力により実施する起業

具体的には、本学ＯＢの起業家・経営者をゲストスピーカーと

家志望の学生を対象とした講座で起業家養成講座Ⅰの応

して招いた講演によるケース提示とする。例年大教室で開催され

用講座である。講義を通じて、事業立案、資金調達、マーケテ

ていますが、発言の機会を設けインタラクションできるような講

ィング、事業運営、IT戦略

座とする。

等、起業に必要な知識の基礎を学

ぶことを目的とする。

総合商社ビジネス論
三菱商事株式会社連携講座

こ

専門教育科目 2単位 木曜日・2時限目
コーディネータ：中村 信男（商学学術院 教授）
和田 宗久（商学学術院 教授）

の講義は、三菱商事株式会社の全面的なご協力を得て

義をされるだけに、受講生諸君にとっては、ビジネスの現場での

設置する講座であり、同社の事業展開・戦略をケースス

厳しさとともに総合商社ビジネスの醍醐味・ダイナミックさを知

タディとしつつ、総合商社の事業戦略と今後の展望を概観するも
のである。
グローバル経済社会でさまざまなリスクにさらされながらも未
来を見据えて商社ビジネスに携わっておられる役職員の方々が講

ることができ、極めて示唆に富む講義となるであろう。
また、将来の進路として総合商社をはじめグローバル企業へ
の就職を考えている人にとっては、本講座が、今後の学生生活
で何を学ぶべきかを探る良い機会になると確信する。
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海外留学

留学プログラムのご案内
留学プログラムには、大きく分けて全早大生が応募できる大学間協定プログラムと、商学部
生のみ応募できる箇所間協定プログラムがあります。ここでは、プログラム等の説明の他に、
商学部生による留学体験談をご紹介します。準備段階から現地での生活、授業、仲間・友人
作りなどの体験談は、
これから留学を考えている皆さんにとって、
きっと参考になることでしょう。

早稲田大学の派遣留学プログラム
※

提供元

プログラム名

内容

交換留学プログラム
（大学間）

春

秋

派遣先大学の通常カリキュラムを履修するプログラムです。現地の学生
とともに授業を受けるため、比較的高い語学力が求められます。

5月

10月

ダブルディグリープログラム

海 外 の 名 門 校 に留 学し 、 所 定の 要 件 を 満 た せ ば、 本 学 を卒 業 す
る際 に 本 学 の 学 位と派 遣 先 大 学 の 学 位 を両 方 取 得することが 出
来るプログラムです。 高度な語学力が求められます。

−

10月

CSプログラム

早稲田大学の学生のために開発されたプログラムです。
CS-LプログラムとCS-Rプログラムに分かれており、前者は語学力向上の
サポートが数多くあるプログラム、後者は留学先大学においてある程度
自由に科目を履修できるプログラムになっています。

5月

10月

短期プログラム

夏季・春季の休暇を利用して留学するプログラムです。長期留学へ向け
ての力試しとしても利用できます。

5 〜 6月
（夏季）

11〜12月
（春季）

交換留学プログラム
（箇所間）

商学部生のみが応募できる交換留学プログラムです。派遣先はビジネス
分野で世界トップクラスの大学となっており、派遣先大学の学生と一緒
に現地のビジネスについて学ぶことができます。

8月

2月

私費留学

早稲田大学の提供するプログラムに希望の留学先がない場合、自分で
留学先を探して留学することになります。

留学
センター

商学部

−

出願時期

大学・プログラムに
より異なる

※日程の詳細については、
留学センター HPまたは商学部HPをご確認ください。また、
今後の状況によって、
出願時期が変更となる可能性があります。

「留学」に関するＱ＆Ａ ”よくある質問”
Q. 留学しても 4年間で卒業できますか？

Q. 留学してもゼミは履修できますか？

Ａ.

Ａ.

留学先で履修した科目を単位認定し、留学期間を在学期
間に算入することで 4年間での卒業が可能です。留学プ

考日に日本にいない可能性が高いです。その場合でもゼ

ログラムや留学先によって、留学期間中の学籍状態や取得可能単

ミに応募する事は可能ですが、出発前に必ず希望ゼミ教員に選

位数が異なります。
事前に十分調べた上で留学をご検討ください。

考についてご相談ください。二次・春期選考の応募に関する詳

Q. 単位認定はどのように行われますか？

Ａ.

帰国後に各科目のシラバス、成績証明書、アカデミック
カレンダー、時間割、単位認定届を提出してもらいます。

各科目の授業内容および授業時間によって科目区分と単位数が
決定されます。認定上限単位数は1年間 40単位
（半期 20単位）で
す※。認定単位数は、1科目授業時間数 2,340分以上を本学部 4
単位、1,170分以上 2,340分未満は 2単位とし、1,170分未満は認
定できません。1科目における単位認定の上限は4単位です。
※複 数の期間で修得した単位を認定した場合、卒業必要単位として算
入できる認定単位数の上限を 60単位と定めています。そのため、既
に単位認定を受けた方については、留学中に修得した単位の認定単
位数の上限が異なります。
詳細は商学部の手引きを確認してください。

25

2年生の秋学期から留学する場合、書類提出日および選
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細は事務所にお問い合わせください。また、3年生以降の留学で
所属ゼミに出席できない場合も事前
に担当教員にご相談ください。

REPO

RT 1

留学先大学名

国立政治大学
（箇所間協定プログラム）

私を成長させてくれた台湾留学

■ 商学部 3年

加藤 孝一

私は 2019年 9月から 2020年 1月の間の1

多々ありました。しかしながら何とかついて

買い物や食事といったことも最初は初めて

学期間、商学部の箇所間協定を利用し台湾

いこうと努力した結果、少しずつ英語での

のことが多く戸惑うことも多々あります。そ

の国立政治大学に留学していました。大学

会話に慣れていき最終的には一緒に旅行を

の中で自分自身で積極的に行動する重要性

入学以前から留学に興味があったこと、ま

するほど仲の良い友達もできました。

を学びました。わからないことは質問する

た第 2外国語として中国語を選択していたこ

授業は先ほどのべた通り英語で行われま

など、当たり前のことではありますが留学

した。毎日の予習・復習など1つ1つの授業

生活中は自分で行動しなければ何も解決し

半年という短い期間でしたが、楽しい経

が大変ですが、必死にやっていく中で自身

ません。精神的にも成長ができたと思いま

験・つらい経験を含めたくさんの貴重な経

の英語能力の向上など成長を感じることが

す。また私自身は留学を通して日本という

験を得ることができました。私の留学先は

できました。授業では台湾の視点からの学

国から一時的に離れ、自分自身を見つめ直

台湾ですが、留学先の大学では英語を用い

びもあり非常に興味深いものでした。私が

す良い機会になったと思います。自分自身

るのがほとんどでした。留学以前英語を話

受講していた国際関係論の授業では中台関

が人に支えてもらいながら今まで生活して

すという経験があまりなかった私にとって英

係など日本ではなかなか考える事が難しい

いたのだと実感しました。自分自身が
「外国

語を用いて会話すること自体が非常に難し

問題について触れる機会などがありました。

人」となることで、より視野が広がったよう

いものでした。授業ではディスカッション

日常生活では中国語がもちろん使用されて

にも思います。

等の自身の意見を英語で話す場面で非常に

おり大学では英語を、大学周辺では中国語

早稲田大学は多様な留学プログラムを提

苦労しました。もちろん私生活においても

を耳にするという面白い環境でした。日本

供しています。興味のある方は留学に行くこ

共通言語は英語であり、全てが英語で行わ

語に興味を持つ学生も多いので言語交換な

とをお勧めします。留学先の大学で学ぶこ

れます。最初は他の留学生が言っているこ

どを通して現地の学生と中国語を勉強する

とも大切ですが、海外に長期間滞在すると

とがわからない、また言いたいことを英語

機会を得ることもできます。

いう経験にも非常に価値があると思います。

ともあり台湾に留学しようと考えました。

で表現できず、自分の英語能力の未熟さを

留学中は日常生活でも学ぶことが非常に

痛感し人と交流するのがつらく感じる時も

多かったです。日本で当たり前に行っている

REPO

RT 2

留学先大学名

大学生活をより有意義に過ごすために留学
を選択してみてはどうでしょうか。

ボッコーニ大学
（EX-Rプログラム）

自分の殻を破り続けた 1 年間

■ 商学部 4年

山本 怜奈

私は二年生の秋学期から三年生の春学期

い、嫌うことも許される」と教わったことが

ありましたし、
「当たり前」が異なる人との共

の一年間、大学間協定のEX-Rというプログ

印象に残っています。加えて芸術を専門とす

同生活では何度も衝突もありました。しか

ラムを利用してイタリアのボッコーニ大学に

る友人と話し合う中で、自身との違いから、

し、そのような経験があったからこそ、今ま

留学しました。

経験格差という新たなテーマと出会い、帰

で持ち得なかった視点を知ることができた

国後の大学生生活でも挑戦を続ける刺激的

と思います。特にルームメイトとは、何万キ

な日々が続いています。

ロも離れた場所にいる今でも、連絡を取り

新たな挑戦を通して自分の殻を破りたい、
そんな思いから留学を決意しました。留学

二つ目は、文化的背景の異なる人々との

合うかけがえのない存在です。留学で世界

一つ目は、芸術とビジネスの新しい在り

交流を通して自分の世界を広げることでし

中の友人との交流を通して学んだ考える力、

方を見つけるべく、芸術の本場イタリアで

た。高校まで二度の短期留学を経験したの

新しいものを受け入れる柔軟性は宝物です。

芸術とビジネスを勉強することでした。最

ですが、二度とも完全に前向きなものであっ

もっと広い世界を見たい、外国語を学び

終的には新しい在り方を見つけるのは私が

たとは言えません。考え方も発言の仕方も

たい、そんな日々生きている中で感じるさ

やりたいことではないという結論に至った

全く違う、そんな人たちと同じフィールドで

さいな思いが留学への入り口なのだと思い

のですが、悩み抜いた日々は決して無駄で

過ごすことは心地よいことばかりではないか

ます。金銭面や生活面など考慮しなければ

はなかったと言い切ることができます。作

らです。それでも自分はなんて狭い世界で生

ならないこともたくさんありますが、私はそ

曲家や演奏家の先生から直接芸術について

きているのだと気づき、違う視点を持つこと

れも含め、留学を通しての経験は人生の大

ご教授いただき、経済やビジネスを学ぶだ

ができたのならどんな世界が見えるようにな

きな糧となると確信しています。失敗しても、

けでは気づきえなかったことを多く吸収で

るのか気になってしょうがないのです。皆さ

間違っても受け入れてもらえる、大学という

きました。音楽の授業で、
「 理解しようと努

んにもそのような経験があるのではないで

場所を最大限に生かしてのびのびと羽を広

力しすぎるのではなく、新しさを感じればよ

しょうか。心ない言動で差別を受けることも

げてみませんか。

で成し遂げたかったことは二つあります。
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学生生活・進路

学生時代の活動体験記
ボランティア活動（WAVOC）
参加動機

出しなど、何をするかが明確になっているボラ
ンティアしか知りませんでした。そのため、活

■ 商学部卒
（2019年）

ボランティア参加のきっかけは、2つあります。

動に参加した当時は、
「 ブータンの人たちに対

1つ目は、学生生活最後の春休みに、今まで取

して何をしたらいいのかまるで分からないし、

り組んだことのない
「ボランティア」に挑戦してみ

ブータンの人たちも特に何かをして欲しいわけ

ようと思ったことです。 また、2つ目は、大学 4

ではないだろう。」という考えで凝り固まってい

ます。もちろん、交換留学のように、厳しい

年生の時に、WAVOCの授業でブータンに実習に

ました。しかし、実際にブータンに行き、農

基準をクリアしないと出来ないものもありま

行き、
ブータンの自然や人に魅了されたことです。

家の人々や、農村支援をしている人々、都市

す。しかし、WAVOCのボランティアや、海外

で働く人々と触れ合う中で、課題をいくつか見

実習の授業は、手を挙げて応募するという意

つけました。そして、私たちに何が出来るかを

欲さえあれば、誰でも参加することができま

活動内容

尾崎 さらら

私が参加したボランティアは、幸せの国と

考えました。今回の現地調査は、課題と解決

す。WAVOCだけでなく、サークル活動や、授

言われているブータンの生活を調査すること

策を見つけることが目的でした。私は卒業して

業でも同じことが言えると思います。面白そう

で、ブータンの課題を発見し、自分たちにで

しまいますが、一緒にブータンに行った後輩

なサークルも授業も、時間のある学生なら、

きることを探るというものでした。主に調査し

たちが、今後実践していくと思います。ここで

簡単に参加可能です。

たのは、ブータンの都市と田舎の差でした。

最初の話に戻りますが、
「課題を発見し、出来

ただし、アンテナを張って情報を得ることも

都市・田舎を含め、１週間で 4カ所を巡り、学

ることを考え、実践する」ということは、企業

大切です。WAVOCも活動を全学生に届くよう

校や住民の家などを訪問しました。

活動とよく似ていると思います。これから社会

に宣伝しているわけではないし、早稲田のサー

人として必要になることを今回のボランティア

クルや授業は面白いものが多いけれど、半面、

を通じて学ぶことができました。

多すぎてぼんやりしていると見つけられないと

気づき、得られたこと
ボランティアは、
「自分たちで課題を発見し、
そのために自分たちが出来ることを考え、実
践する」ものであるということに気付きました。
今まで私は、街のゴミ拾いや、災害時の炊き

後輩のみなさんへ
早稲田大学には、良い意味で『手軽に』新し
いことに挑戦できる環境が整っていると思い

いうデメリットもあります。4年間の学生生活は
思っているより何倍も早く終わってしまいます。
自分で情報を探し、4年間で、手軽にいろいろ
なことに挑戦してみることをお勧めします。

ICC での異文化交流体験
参加動機

りし、出身国ならではの流行や文化を教えて

高校時代にオーストラリアで 2週間ホームス

もらい、異文化に対する興味・関心が大きくな

テイをした経験から、異文化交流に強く興味

っていきました。ランゲージエクスチェンジで

を持ち、大学に入学したら、国籍問わず色ん

は、留学生とペアになり1対 1でお互いの言語

な人と交流したり、異文化に触れる体験を沢

や文化を教えあう活動をしていました。私の場

山したいと考えていました。入学前は異文化

合は、週1回ランチを食べながらお互いが習得

学中、ゼミ活動を通じ国際ビジネスコンテスト

交流ときくと
「留学」というイメージを持ってい

中の言語で会話をしたり、メッセージで近況

にも参加しました。パリの各国からの学生が

ましたが、早稲田に入学後、学内でも気軽に

のやりとり等をしていました。英語の課題で分

集う場でプレゼンをすることになり、とても緊

異文化交流を行う場があることを知り、とて

からない箇所があるときは教えてもらったり、

張しましたが、これまでの経験でついた自信

もワクワクしました。気軽に経験できるもの

相手の国がどんなところなのか、写真を見な

から、臆することなくプレゼンを行うことがで

にはどんどんチャレンジをしようと思い、ICC

がら教えてもらったりと、毎週とても楽しみに

きました。在学中の経験が自信となり、次の

（異文化交流センター）主催の国際交流プログ

していました。異文化交流ときくと、英語に自

活動への原動力となっていると思っています。

ラムに参加しました。

活動内容
ICC主催の
「日本語ペラペラクラブ」
や
「ランゲ
ージエクスチェンジ」
というプログラムに参加し

27

た。活動後には、参加者全員でご飯に行った

信がなく不安に感じる方もいるかもしれません
が、ICCが主催しているプログラムは気軽に楽
しみながら参加できるためおススメです。

気づき、得られたこと

■ 商学部卒
（2018年）

成瀬 智沙

後輩の皆さんへ
「今」の時間を大切に、勉強・留学・アルバイト・
ボランティアなど
「やりたいこと」
「やってみた
いこと」には是非チャレンジしてみて下さい。

ていました。日本語ペラペラクラブは、留学

上記の活動を通じて、いろんな人とコミュニ

大学生活は自分次第で色んなことが経験でき

生と日本人学生が集まり、サイコロトークなど

ケーションをとり、様々な考え方を知ることが

る貴重な時間です。早稲田のフィールドはとて

楽しみながら日本語で会話をするプログラムで

できました。新しい情報が増えたことで、興味

も広く、いろんなことが体験できるので存分

す。日本人学生側はただ会話に参加するだけ

の幅や視野が広くなったと感じています。

に活用してみると良いと思います。学生時代

でなく、日本語の微妙なニュアンスの違いなど

また、自分の異文化コミュニケーション力に

をレクチャーし、留学生をサポートしていまし

も自信がつき、活動の幅も広がりました。在
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の経験がみなさんの今後の生活をきっと豊か
にしてくれると思います！

2019 年度進路状況

〜キャリアセンターより〜

商学部の卒業生は 482 企業・団体で活躍！

2019年度の進路状況について
早 稲田大学学部全体の進 路報

★表 1

2019 年度商学部卒業生の進路状況

★図 1

エネルギー 1.2%
公務員 2.7%

告者 9,100人の進路は、就職 6,687
人
（73.5%）
、
進学1,800人
（19.8%）、

就職

829（90.1%）

進学

30（3.3%）

旅行・運輸 3.5%

マスコミ 5.8%

その他 1.1%

金融 22.7%

29（3.1%）

資格試験

専門サービス
14.8%

30人
（3.3%）、資 格試 験 受 験 29人
（3.1%）
、その他 32人
（3.5%）
となっ

農林水産業 0.1%

商業
7.7%

商学部の進路報告者 920人の進
路 は、 就 職 829人
（90.1%）、 進 学

非営利 0.4%
教員 0.1%

不動産・建設 4.7%

資格試験受験 169人
（1.8%）、その
他 444人
（4.9%）でした。

商学部就職先業種別割合

教育 0.9%

920

進路報告者

2019 年度

情報通信
18.3%
メーカー
16.0%

32（3.5%）

その他

ています。就職先の企業・団体は
482件となり、業種別では金融が
最も多く22.7%、以下、情報通信
18.3%、 メーカー16.0%、 専 門サ

★表 2

2019 年度

商学部就職先（３人以上）

企業・団体名

合計（人） 男（人） 女（人）

企業・団体名

合計（人） 男（人） 女（人）

㈱NTTドコモ

4

3

1

8

日本放送協会
（NHK）

4

1

3

10

3

有限責任監査法人トーマツ

4

3

1

6

5

国際石油開発帝石㈱

3

1

2

11

8

3

キリングループ

3

2

1

11

6

5

㈱マイナビ

3

3

0

りそなグループ

9

4

5

㈱ダイフク

3

3

0

東京都職員Ⅰ類

8

5

3

㈱キーエンス

3

3

0

キャリアセンターについて

富士通㈱

7

6

1

シャープ㈱

3

1

2

三菱電機㈱

7

5

2

パナソニック㈱

3

3

0

キャリアセンターでは就職支援を

SMBC日興証券㈱

7

7

0

キヤノン㈱

3

1

2

日本アイ・ビー・エム（日本IBM）㈱

6

2

4

兼松㈱

3

2

1

㈱日立製作所

6

3

3

住友商事㈱

3

1

2

㈱三井住友銀行

6

4

2

農林中央金庫

3

2

1

三井住友信託銀行㈱

6

2

4

オリックス㈱

3

3

0

三菱UFJ信託銀行㈱

6

2

4

㈱ジェーシービー
（JCB）

3

0

3

第一生命保険㈱

6

5

1

住友生命保険
（相）

3

1

2

ソフトバンク㈱

6

3

3

損害保険ジャパン㈱

3

1

2

㈱ベイカレント・コンサルティング

6

6

0

三井住友海上火災保険㈱

3

0

3

三井物産㈱

5

3

2

㈱タカラレーベン

3

3

0

㈱ニトリ

5

3

2

東海旅客鉄道
（JR東海）㈱

3

1

2

㈱日本政策金融公庫

5

4

1

日本航空㈱

3

1

2

㈱みずほフィナンシャルグループ

5

5

0

西日本電信電話（NTT西日本）㈱

3

3

0

㈱三菱UFJ銀行

5

5

0

日本郵便㈱

3

3

0

野村不動産㈱

5

2

3

東日本電信電話（NTT東日本）㈱

3

2

1

KDDI㈱

5

2

3

PwCコンサルティング
（同）

5

4

1

デジタル・アドバタイジ
ング・コンソーシアム㈱

3

1

2

日本電気
（NEC）㈱

4

4

0

㈱博報堂DYメディアパートナーズ

3

3

0

丸紅㈱

4

4

0

㈱インテージ

3

2

1

三菱商事㈱

4

4

0

㈱オービック

3

1

2

㈱ゆうちょ銀行

4

3

1

日本ユニシス㈱

3

0

3

三菱UFJモルガン・スタ
ンレー証券㈱

4

4

0

EY新日本有限責任監査法人

3

3

0

㈱かんぽ生命保険

4

3

1

デロイトトーマツコンサ
ルティング
（同）

3

0

3

日本生命保険
（相）

4

2

2

PwCあらた有限責任監査法人

3

3

0

明治安田生命保険
（相）

4

2

2

国税専門官

3

3

0

ービス14.8%、商業 7.7%の順とな
っています。
主な就職先は★表 2に示したと
おりです。

はじめ、全学年の学生を対象とした
「みらい設計」
支援を行っています。
大学での過ごし方や将来の進路を
考えるイベントやセミナーも開催し
ています。詳細はキャリアセンター
ホームページをご覧ください。
https://www.waseda.jp/inst/career/

キャリアセンターの様子

㈱エヌ・ティ・ティ・データ
（NTTデータ）

15

5

10

有限責任あずさ監査法人

14

6

東京海上日動火災保険㈱

13

大和証券㈱

11

楽天㈱
アビームコンサルティング㈱

キャリアセンター調べ（2020年 5月 23日現在）
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学部・修士 5 年一貫修了制度

学部・修士 5 年一貫修了制度
大学院進学（修士学位取得）のメリット

商学部を卒業後に推薦入学で商学研究科に進学し、学部 4 年間＋修士 1 年間の最短 5 年で修士学位を取得できる制度です。

モデルケース（4 月入学者のパターン）

◆就職活動において、商学系大学院出身者としてその専門性をアピールできる
◆学 部から大学院にかけての継続的学習と研究によって、専門分野を深く追

一般モデル

究できる

商学部

◆様々な研究発表の場を通じ、論理的で説得力のあるプレゼンテーションス

商学研究科

キルを身に付けることができる

2 年秋

3 年春

（4 セメスター）

5 年一貫修了制度のメリット

（5 セメスター）

◆22単位以上修得

◆推薦入試合格（7月、9月、2月）

◆GPA2.60以上
（上位 25%相当）

◆先取り科目10単位以上修得

3 年秋

4 年春

（6 セメスター）

1 年春

（8 セメスター）

◆学部 4年に
「＋1年間」
で修士学位を取得できる
◆
「留学」＝
「延長生
（5年生）」ではなく、
「留学＋修士学位」で 5年間の学生生活
を送れる

1 年秋

就職活動実施

留学モデル

◆学部からの継続指導で、研究成果を修士論文に結実させることができる

商学部

◆1年間の在学で、大学院における学費が半額で済む

商学研究科

◆推薦入学者向け奨学金受給のチャンスがある
◆就職活動において、
「早期修了」の商学系大学院出身者としてアピールできる

◆修了要件 32単位修得

り科目を含む）

4 年秋

（7 セメスター）

◆修士論文A+/A評価

（学 部 在学中の 先 取

◆推薦入試合格（9月、2月）

◆GPA2.70以上
（上位 20%相当）

◆留

学

期

間

◆先取り科目10単位以

◆22単位以上修得

2 年秋

3 年春

（5 セメスター）

※留学から帰国後、単位認定結果が 6 セメスター終了時点の GPA 基準を満た

3 年秋

（6 セメスター）

4 年春

1 年春

4 年秋

（7 セメスター）

◆修了要件 32単位修得

り科目を含む）

上修得

（4 セメスター）

◆修士論文A+/A評価

（学 部 在学中の 先 取

（8 セメスター）

1 年秋

している場合も適用対象者となります。

5 年一貫修了制度適用者になるためには
基

6 セメスター終了時点で、GPA2.60 以上（上
位 25% 相当）
または、4 セメスター終了時点で GPA2.70

学部在学中の
成績

大学院科目
先取り履修

準

以上（上位 20% 相当）であり、5 セメスター
以降に 2 セメスター以上の留学を予定する
者（休学しての留学を除く）

7 セメスター以降に、大学院科目を先取り履
修し 10 単位以上を修得すること

6 セメスター終了者、
4 セメスター終了者に
は、当該成績発表月の
中旬に通知

（出願条件：出願時点で GPA2.50 以上）

通常の修士課程の学費等
1 年次
634,500 円

2 年次
833,500 円

※上記は 2020 年 4 月入学者
（早大出身者）
の金額です。

学部在学中は自由科
目扱い

（本制度適用者は、大学院入学後 16 単位まで単
位認定可能）

推薦入試合格者

推薦入試

留意点

※ 5 年一貫修了制度適用者が 1 年で修了した場合は、
1 年次学費のみとなります。

奨学金制度
■入学前：
［推薦入学］奨学金
推薦入試によって商学部から商学研究科
に内部進学する学生を対象とした、給付型
の単年度奨学金が 2種類あります
（学部在学

商学部寄附講座
大学院進学奨学金

推薦入試最優秀合格者
成績等により判断
（推薦入試合格者）

奨学金額

採用数

（年額）
30万円
（単年度）

1名

（年額）
20万円
（単年度）

25 名

中のみ申請・受給が可能です）。

※内部進学者は、入学金が免除されます。

出 願 時 に、 指 導 教 員
承 認 済 み の「 早 期 修
了希望届」を提出

ご参照ください。

■入学後：奨学金
入学前の推薦入学奨学金とあわせて、入
学後も奨学金の申請が可能です。

大学院進学後の条件
②2セメスター終了時点で修了要件単位数 32単位以上修得

寺尾巖奨学金

選考基準

※ 2021 年度入学者学費については商学研究科 HP を

※上記 GPA 基準を満たした時点で制度適用者とみなします。申請手続は必要ありません。

①1セメスター終了時点で修了要件単位数 22単位以上修得

奨学金名
いわお

※全て返済の必要のない「給付」奨学金です。

奨学金名

選考基準

奨学金額

商学研究科奨学金

学業成績を重視

（年額）
25万円
（単年度）

大隈記念奨学金

学業成績を重視

（年額）
40万円
（単年度）

小野梓記念奨学金

学業成績および
修学困難な学生を重視

（年額）
40万円
（単年度）

小野梓外国人記念奨学金

学業成績および
修学困難な学生を重視

（年額）
40万円
（単年度）

※私費留学生対象

採用数

若干名

※入学後の奨学金については、全在学生が対象です。

③修士論文評価がA+またはAであること
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進学

商学研究科入試案内
■入試について
商学研究科修士課程の入試は一般入試
と、
推薦入試
（商学部生対象・他学部生対象）、
特別推薦入試に区分されています
（表1）。
進学を希望される方は、入試要項で詳細
を確認の上出願してください。入試要項は、
商学研究科ウェブサイトよりダウンロードで

★表 1

入試制度

入試区分

対

早稲田大学商学部に在学中で、商学研究科入学までに卒業が可能であり、出願時の商学
部における通算学業成績
（GPA）
が 2.50以上の者

特別推薦
（商学部卒業生対象）

早稲田大学商学部に 2010年度以降に入学し、出願時点で卒業後 5年以内かつ卒業時点の
通算学業成績
（GPA）
が 2.50以上である者。
大学を卒業した者
外国において16年の学校教育を修了した者 など

一般

★表 2

入試日程（2021 年入学）

きます。

入試区分

（http://www.waseda.jp/fcom/gsc/）

Web出願

紙媒体出願

2020.7.2-9

2020.7.8-15

推薦
Ⅱ期

特別推薦

■商学研究科修士課程について

推薦
Ⅲ期

学期間は通常2年間で、
所定の単位を取得し、

2020.11.12-19

特別推薦

2020.11.18-25

★図 1

最終
合格者発表

2020.10.11

2020.10.15

2021.1.31

2021.2.4

なし

なし

商学専攻

査および最終試験に合格すると、修士学位
3コース

経営管理コース

会計コース

産業・経済コース
公共政策・経済史

計

理論・計量

会

金融・保険

営

6 専修

商学研究科独自の協定を締結し、海外のト

マーケティング・
国際ビジネス

経

が授与されます。また、商学研究科では、
早稲田大学全体の留学プログラムとは別に、

二次選考

研究指導（修士課程）

所定の研究指導を受けた上で修士論文の審
（修士
（商学）
/ Master of Arts in Commerce）

（口述試験）

2021.1.17

一般

3コース、6専修があります。修士課程の在

一次選考

（専門科目）

2020.9.27

一般

商学研究科修士課程には、図1のとおり、

象

推薦
（商学部生対象）

ップクラスのビジネススクール等への留学を
支援しています。このプログラムを利用する
と、修了時期を遅らせることなく、
「在学」の
扱いで留学することができます。
修了後は進学、就職等
（表 3）に分かれま
すが、本研究科で得た知識を活かし、多く

★表 3

就職状況（2019 年度）
主な就職先

学術研究、
専門・技術サービス業

アビームコンサルティング株式会社、EY新日本有限責任監査法人、
PwCあらた有限責任監査法人

メーカー

シャープ株式会社、日清食品ホールディングス株式会社、株式会社アドバンテスト、
本田技研工業株式会社

金融・保険業

株式会社三菱UFJ銀行、三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社

その他

楽天株式会社、日本航空株式会社、日本駐車場開発株式会社

の修了生が多岐にわたる分野で活躍してい
ます。

※入学時期ごとに募集する
研究指導が異なります。

商学部生の内部進学について
■早期修了制度
（学部・修士 5年一貫修了制度）:推薦入学者のみ対象
一定の条件をクリアした希望者は、
【1年間の在学で修士学位が取得】できます。詳細につきましては特集ページをご覧ください。
■先取り履修制度：早稲田大学商学部 4年生以上のみ対象
商学研究科修士課程の研究基礎科目群や専門科目群の一部科目を、商学部 4年生以上を対象に先取りで履修できる制度を設けています。取
得した単位については、修士課程に進学した後に修了要件算入単位として申請可能です。
■推薦入試出願サポート
推薦入試の出願には教員の推薦書が必要です。
「ゼミに所属していない」
「専門とする分野を変えたい」など、推薦書のことでお困りの方は、お
気軽に商学研究科事務所までご相談ください。
■推薦入学奨学金
推薦入試によって、商学部から進学する学生を対象とした給付型奨学金です。学部在学中に支給されます。
● 寺尾巖奨学金
（支給額：年額 30万円／1名） ● 商学部寄附講座大学院進学奨学金
（支給額：年額 20万円／25名）
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大学院商学研究科への進学
私の院生生活 1

（修士課程）

大学院に進学したきっかけ

5年一貫修了制度の存在も大きな後押しとな
りました。

商学研究科の授業に関して
商学研究科の授業は、学部の授業に比

■商学研究科

修士課程1年

佐々木 厚祐

べ、より専門的であることはもちろんです

履修することで、学部卒業後1年間で修士

私が商学研究科に進学を決めた理由は、

が、他にもいくつか異なる点があります。な

課程を修了できるという制度です。学部で

学部生時代に経験した留学にあります。私

かでも1番大きな違いは、商学研究科は少

の学びにとどまらず、さらに専門的な研究

は海外で生活してみたい、多様な人とコミ

人数形式の授業がほとんどで、先生と学生

をおこないたいという方だけでなく、私のよ

ュニケーションをとれるようになりたいと思

の距離が近く、インタラクティブに議論を

うに学部 3・4年次に留学した方や、公認会

い、早稲田大学留学センターのプログラム

進めていく点にあります。通常の授業であ

計士試験をはじめとした資格試験の勉強に

を利用して、学部3年次の秋学期から1年間、

ってもゼミのような形で進められることが多

専念していた方にとっては、学部の延長生

アメリカ合衆国に留学しました。留学中は

く、プレゼンや発言の機会が多くあり、積

になることなく、さらに学びを深められると

言葉の壁や文化の違いなど苦労することが

極性が求められます。非常にハードですが、

いう点で非常に魅力的な制度であると考え

とても多かったですが、世界各地からやっ

先生もしっかり応えていただけるので、意欲

ています。1年間で修士論文を執筆するとい

て来た学生と交流することができ、自分の

のある学生にとっては限りなく学問を極める

うことで、タイトなスケジュールにはなりま

肌で世界を感じることで大きく成長すること

ことのできる環境だと感じています。また、

すが、学部での卒業論文から一貫して研究

ができました。しかしながら、留学という

中国からの留学生や社会人を経験されてい

をおこなうことによって、計画的に進めるこ

有意義な経験をした代わりに、かねてから

る方など、学部以上に多様な学生が集まっ

とができます。本制度は、学生生活の最後

関心を抱いていたマーケティングについて、

ていることも大きな特徴の1つです。

の1年をさらに充実させてくれるプログラム

学部で十分に学ぶことができていないので
はないかと感じるようになり、商学研究科

5年一貫修了制度に関して

への進学を決断しました。本来であれば学

5年一貫修了制度は、学部 4年次から、

部の延長生になる時間を有効活用できる、

学部の授業と並行して商学研究科の授業を

私の院生生活 2

（博士後期課程）

です。学部生の皆さんには残りの学生生活
で様々なことにチャレンジしてもらいたいで
すが、その中の一つに商学研究科への進学
も考えてみてはいかがでしょうか。

大学院での生活
修士課程では、授業やゼミなどを通して修
士論文を執筆するために必要な研究の基礎

大学院進学のきっかけ

を学びます。修士課程が基礎を習得する期
間であるのに対し、博士後期課程では研究

■商学研究科

博士後期課1年

私が大学院への進学を決めたのは、学部

計画を立てて自主的に研究を進めることが

4年の春でした。学部ではマーケティングの

求められます。修士課程と異なり授業を受講

ゼミに所属し、企業へのビジネスプレゼン

する必要がないため、ほぼ全ての時間を自身

や、他大学と合同で研究発表を行うなど、

の研究活動に充てることが可能です。好きな

実務・学術双方の視点からマーケティング

時間に過去の文献を読み込んで実験を行い、

学部と大学院の差は、勉強に加えて研究

を学んでいました。当初は実務家になるこ

論文を執筆することができるのです。一見す

をする必要がある点です。過去の研究を勉

とを目指し、マーケティング職を希望しての

ると自由ですが、計画的に研究を進めなけ

強するだけでは、研究にはなりません。過

就職活動も積極的に行なっていました。し

れば成果を出すことができません。日々のス

去の研究から分かった事実を基に、新たな

かしながら、学術視点からマーケティング

ケジュールを決めて、オンとオフを切り替え

発見をする作業を行なわなければいけませ

の知見を深める選択も捨て難いという思い

て生活を送ることが大切です。

ん。この過程は、時に失敗と試行錯誤を繰

須田 孝徳

大学院進学を検討されている方へ

もありました。そこで、当時のゼミ指導教

また学会や学内外の研究会にも参加して

り返す辛い作業ではありますが、自身で納

授に相談をしたところ
「須田君は研究者の道

います。学外で他大学の先生や院生と交流

得のできる成功や発見を得られた際の嬉し

も向いていると思う」とアドバイスを頂き、

することで、新たな研究の視点を得ること

さは、何とも言えないものがあります。

就 職 活動を全て辞めて進学を決 意しまし

ができます。私の場合は早稲田大学マーケ

文系大学院への進学という道は、学部卒

た。友人が次々と内定を獲得する中で自分

ティング・コミュニケーション研究所の活動

業後の進路としてはマイノリティな選択と言

だけが大学院へ進学を目指すことは大変不

の補助として、企業との共同研究にも参加

えるかもしれません。しかし、物事を極める

安でしたが、冬頃には無事に商学研究科へ

させて頂いています。学会や共同研究を通

という点では
「実務」
も
「研究」
も同じであると

の進学が決まりました。

して学外の研究者や実務家の方と頻繁に交

考えることも出来ます。自分の興味を深く追

流する機会が、自身の知見を深める一助と

求する事が好きな方は、ぜひ大学院への進

なっています。

学も検討してみて下さい。
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進学

会計研究科入学案内
■会計研究科について

★図 1

付加価値を高める＋ 1（プラスワン）

ICT・
コンサルティング

会計研究科は、会計、アクチュアリーのプロフェッショナル
を養成するための専門職大学院で、
「会計専門コース」
「
、アクチ

データサイエンス

ュアリー専門コース」
と
「高度専門コース」
の3つのコースがあり
ます。会計専門コース、アクチュアリー専門コースは2年制で所
定の60単位を修得することで修了となります。高度専門コース

会 計 アクチュアリー

は1年制で所定の48単位を修得し、専門職学位論文を提出し、
合格した者が修了することとなります。いずれも
「会計修士
（専
門職）
、Master of Business Administration」の学位が授与され
ます。
デジタル化やグローバル化が進むビジネスの世界では、会計

税

やアクチュアリーといった、
自らのコアを持つことにとどまらず、

Professional
Communication

務

「＋1(プラスワン)」
の強みを持つことが付加価値を高めます
（図
1）
。当研究科の幅広い
「文理融合」
のカリキュラムのもとで、皆
さんの
「会計＋1」
や
「アクチュアリー＋1」
をみつけてください。
「プラス1」
とともに、大手コンサルティング企業・監査法人等
からの提携講座(2020年度11講座、図2参照)など、カリキュラム
を進化させ続けています。
学部で学んだことをより高め、グローバルビジネスで戦う武

★図 2
1

大手コンサルティング企業・監査法人等による提携講座

CFOの組織の未来像

デロイト トーマツ
コンサルティング合同会社

4

GRCの理論と実践

器を会計研究科で身につけてください。

EYアドバイザリー・アンド・
コンサルティング株式会社

■入試について

7

グローバル企業への
タックスコンサルティング実務

会計研究科の入試は、それぞれのコースの一般入試に加
え、特色ある入試があります
（表1）。商学部生の皆さんは、
主に全学部生を対象とした学内推薦入試、学内AO入試、飛
び級入試、一般入試が対象となります。入試日程等は会計

2

EY税理士法人

10

会計・監査の最新実務

有限責任 あずさ監査法人

事業再生実務

3

ジャパン・ビジネス・
アシュアランス株式会社

株式会社 KPMG FAS

5

6

CRM実務

デロイト トーマツ
コンサルティング合同会社

経理部門における
内部統制

事業承継対策
実務入門

株式会社野村資産承継研究所

8 金融機関のガバナンス・

9

EY新日本有限責任監査法人

PwCあらた有限責任監査法人

リスク管理・コンプライアンス

11

グローバル会計入門

IPO実務
太陽有限責任監査法人

研究科入試要項をご参照ください
（会計研究科Webサイトで
もPDFで参照できます）。また、個別相談会を含む入試説明
会を定期的に実施しており、入試説明会では入試、カリキュ

★表 1

入試概要

ラムについての他、模擬講義や在校生または修了生講演を
行うこともあります。個別相談会では教員、在校生、修了
生が皆さんからの質問を個別にお受けし、会計研究科への
進学を検討するにあたり様々な相談につきまして親身に応じ
ることを心掛けております。どうぞご利用ください。日程は
会計研究科Webサイトでご確認ください。

一般入試
会計専門コース／
アクチュアリー
専門コース

筆記・
口述

高度専門コース

口述試験

特色ある
入試
英語力重視※
IT能力重視※
社会人
経験重視
飛び級

学内推薦
入試

口述試験

学内AO
入試

口述試験

学内5年一貫制度
修了制度入試

口述試験

※会計専門コースのみ

商学部生の内部進学について
■学部・会計研究科 5年一貫修了制度：学内 5年一貫修了制度入試のみ対象
一定の条件をクリアした希望者については【1年間の在学で修士学位が得られる】
ようになりました。
■先取り履修制度：商学部 3年生以上のみ対象
会計研究科の基礎科目など一部科目を、商学部 3年生以上を対象に先取りで履修できる制度を設けています。修得した単位については、会計研究科に進
学した後に修了要件算入単位として申請可能となります。
■入学前予約採用給付奨学金
会計研究科が指定する入試形態における合格者のうち、入試成績優秀等である方を対象とした給付型
（返還の必要のない）奨学金です。奨学金の採用結
果は入試の合格発表と共に通知し、入学後に奨学金が支給されます。
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大学院会計研究科への進学
私の院生生活 1

（専門職学位課程）

商学部での勉強姿勢やゼミ活動を通じて自
身が探求心を持ち深く学問するタイプであ
ると分析していました。要領よく物事をこな
すのが苦手ではありましたがその反面、研

会計研究科へ進学を決めた理由

究に時間をかけて取り組むことの意義は知

■会計研究科

会計専門コース1年

栁澤 佑衣

り得ているように自負しております。そこで、

います。加えて、昨今のオンライン授業の

私は、商学部生の時から公認会計士にな

これまで勉強してきた会計学に磨きをかけ

状況下でも会計士試験情報を含め情報共有

ることを目標としています。商学部生の時に

新たな分野を学習する場として会計研究科

が十分にできていることも強みです。

は、その目標を念頭に会計トラックを選択

への進学に至りました。

し、管理会計の分野にて卒業論文を執筆し
ました。大学 3,4年の秋学期に会計研究科

大学院は身近な存在かもしれない

早稲田卒の会計のプロを目指す
分野を問わず専門職の社会的需要は日々

の先取り科目を履修し、その新鮮さと贅沢

大学院に進学する選択は少数派であるの

高くなっています。会計研究科は数少ない会

さが印象に残りました。この履修が進学を

が現状です。2年間をどこで過ごすのかで経

計の専門職大学院です。常勤教員のうち3

決めた大きな理由です。授業では権威ある

験値や知識量に差がつくのは必然です。私

分の1を実務家の教員で構成することが定め

先生方の独自の見解を聞く機会が多分にあ

も進学を決心するまで他大学を含め様々な

られており、理論と実務の融合した多角的

り、学生と双方向で議論しながら授業が進

大学院の説明会に参加しました。その中で、

学習ができます。また、
「会計＋1」
がコンセプ

められます。理想像となる先生方や先輩方

現役大学院生やOB・OGの方に共通してい

トであり、会計学を学ぶことを前提としてそ

を身近に感じ、高度な会計の専門家となる

たのは大学院に進学したことが貴重な経験

の上の付加価値の創造を常に視野に入れる

礎を築くべく進学を決心しました。

になったということです。これは全員が何ら

ことになります。つまり、早稲田出身の会計

また、会計研究科では修士論文が修了要

かの目的をもって進学をし、邁進したから

専門家として他との差別化を図ることを使命

件ではないという特徴があります。執筆を

だと思います。大学と大学院の違いはこの

とされています。私自身が学内推薦入試を

希望する場合には
「テーマ研究」を履修する

「進取の精神」であると思います。同志が集

利用したように、商学部の皆さんは他よりも

ことで自由に研究テーマを定め先生に論文

まる会計研究科は仲間の存在が自身の原動

会計研究科への進学に近い場所にいます。

指導していただくことが可能です。私は租税

力に繋がります。会計研究科では学生の自

商学部での学びを専門力とすべく会計研究

法を
「会計＋1」に位置づけ研究する所存です。

主性を尊重したカリキュラム、環境が整って

科への進学も選択肢の一つだと思います。

私の院生生活 2

（専門職学位課程）

会計研究科の特徴
講義は会計士試験の勉強に直結している
ものが多かったり、ワークショップといった

会計研究科へ進学を決めた理由

一つのテーマをグループで話し合い、発表
するものがあったりとテキストを読んだり問

■会計研究科

会計専門コース 2年

私は学部在学中に公認会計士試験に合格

題を解いたりすることだけでは難しいような

できていなかったのですが、会計士になりた

深い理解を得ることができるものが数多く

いと思っており、学部を卒業後も試験勉強

あります。また提携講座では、最先端の実

設備の面でも、綺麗で広々とした自習室に各

を続けるという前提のもと進路を考えていま

務ではどうなっているのかということを知る

個人専用のロッカーがあるなど、会計研究

した。進路の候補としては大きく分けて3つ

ことができます。これらはただ単に会計士

科は公認会計士試験の合格という目標を持

ありました。1つ目は働きながら試験勉強を

試験の勉強に役立つというだけでなく、自

つ者にとってこれ以上ない環境だと思います。

続けるというもの、2つ目に就職浪人という

らの見聞や思考に深みをもたらせてくれる

形をとり試験勉強に専念するというもの、そ

ものです。また、会計研究科の先生の中に

して3つ目が会計研究科への進学でした。1

は公認会計士試験委員の経験のある方もい

会計研究科では
「会計＋1」ということで、

つ目の働きながら試験勉強をするというの

らっしゃり、そういった先生方の貴重なお

会計に加えてコンサルティングや税務、ITな

は、会計士試験の合格を第一の目標と考え

話を聞けたり質問ができたりすることも会

どの他分野についても学ぶことができます。

たときに時間的制約があまりに大きくなって

計研究科ならではのものです。

単なる会計士というだけでなく、それ以上の

竹中 健太

進学を検討している方へ

しまうと考え選択肢から外しました。試験勉

そして同じ目標を持った数多くの友人や先

自分に成長させてくれる場です。私自身、会

強に専念するか進学するかで迷っていたタイ

輩に出会えるというのも一つの大きな特徴で

計研究科で過ごした現時点までの一年余りの

ミングで会計研究科の説明会へ行きました。

あり、進学におけるメリットだと思います。

時間は非常に濃い時間となっています。

そこで修了生の先輩に親身になって相談に乗

長い試験勉強をしていくなかで、心が折れそ

新型コロナウィルスの影響でなかなか思い

っていただき、会計研究科は会計士試験の

うになることは幾度となくあるはずです。そ

通りにいかない日々を送る中、不安なことも

合格、さらには自らの市場価値を高めること

んな時でも周りの友人も頑張っているんだと

多いとは思いますが、自分の現状や将来像を

ができる最適な環境だと感じ会計研究科へ

思えれば頑張れますし、友人や先輩の存在

考える良い機会だと思って過ごしてください。

の進学を決意しました。

は間違いなく大きな支えとなります。また、

会計研究科で会える日を楽しみにしています。
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■

今号の表紙「大隈記念タワー（26 号館）」

新世紀を睨んだ正門前歴史的景観ゾーンとして大隈記念タワーは2006年2月に竣工されました。
125尺の大隈講堂の時計塔が早稲田大学の125年の歴史、すなわち「第1世紀の早稲田」の象徴であったのに対し、大隈記念タワーはこ
の250尺(75.75m)であり、「第2世紀の早稲田」を象徴しいます。また、大隈記念講堂を基準とした基軸に合わせて、対峙した設計となっ
ています。
タワーの10階にある125記念室は、大隈記念講堂の時計塔の頂点125尺(約38メートル)と同じ高さに位置しており、早稲田大学所蔵の
貴重な博物資料を紹介する企画展を開催しています。
早稲田大学HP 早稲田文化について 文化施設ページから一部加筆
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