
2020年10月8日
２０20年度ゼミ募集（２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

Zoom10：00-15：0010月15日（木）中村　信男会社法研究IＡ 面接5

【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

10人程
度

0経営

Zoom15：00-17：0010月15日（木）和田　宗久企業法研究IＡ 面接6 【並行履修科目】
企業法Ⅰ、企業法Ⅱ

【レポート】
成績関連書類（2点）を提出してください。

※本ゼミの面接では、現役ゼミ生が応募書類
の閲覧（個人情報に関する部分を除く）を行
ったうえ、一部面接にも参加します。

15 0経営

Zoom10：00-11：0010月16日（金）山野井　順一経営戦略研究IＡ 面接・レポート課題8

【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

【レポート】
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

8 0経営

Zoom16：00-18：0010月16日（金）マレン　ジョエ
ル

経営戦略と自然環境IＡ 面接10 【並行履修科目】
1. Strategy, Policy & Planning (Malen) 
2. Business in the Natural Environment 
3. Environmental Management and 
Strategy

10 0経営

Zoom9：00-12：0010月16日（金）三橋　平ブレークスルーの科学IＡ　 面接11 【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
ベーションとアントレプレナーシップ経営戦
略（春学期）組織の原理（予定）

GPA2.86以上の方が対象です。

【レポート】
・成績関連書類（2点）を提出してください
。
・過去に履修した講義（どの講義でも結構で
す）で書いたレポート３点をご提出ください
。

※ゼミ生の応募書類閲覧、面接参加します。

若干名 0経営

1/8



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

Zoom13：00-15：0010月23日（金）梁取　美夫ヒューマン・リソース・マネジメント研究I
Ａ　

面接12

【前提科目】
基礎統計学（ただし並行履修でも可）

※ゼミ生が面接に参加します。

8 0経営

Zoom12：00-13：0010月16日（金）新井　剛民法研究IＡ　 面接13 【並行履修科目】
民法I、民法II

【レポート】
成績関連書類（2点）を提出してください。

4 0経営

Zoom13：00-14：3010月21日（水）河　榮徳会計情報論IＡ 面接15

【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
）

【レポート】
成績関連書類（2点）を提出してください。

※ゼミ生が面接参加します。

15 0会計

Zoom10：30-13：0010月19日（月）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

※ゼミ生が面接参加します。

10 0会計

Zoom16：30-18：3010月15日（木）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

当日5時限めに授業がある人はあらかじめ奥
村（masashi@waseda.jp）に連絡してくだ
さい。

【レポート】
成績関連書類（2点）を提出してください。

※ゼミ生の面接参加します。

10 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

Zoom15：00-19：0010月23日（金）大鹿　智基企業価値評価研究IＡ 面接18 【並行履修科目】
財務諸表分析論
企業価値評価論

【レポート】
・成績関連書類（2点）を提出してください
。
・チェックシートを提出してください。チェ
ックシートは、説明会・相談会参加者へ直接
送付するほか、Twitter（@valuation_deer
）に入手方法を記載します。

【特記事項】
・面接開始時刻およびZoomミーティングの
URLについては、個別にメールでお知らせし
ます。Wasedaメール以外のメールアドレス
への連絡を希望する応募者は、申請フォーム
の設問6-1「ゼミ固有課題」から届け出てく
ださい。

・ 以下のとおり、二次募集の応募者向け説明
会と相談会を開催します。
説明会はこれまでの説明会に参加していない
方、相談会は説明会参加済みの方を、それぞ
れ主たる対象としますが、各自の都合を優先
してかまいません。各回の開始2時間前まで
に担当教員( oshikat@waseda.jp )宛にメー
ルを送ってください。折り返し、Zoomの
URLをお知らせします。
説明会：10月5日(月)　17:00～
相談会：10月6日(火)　12:20～、18:15～
・ 説明会や相談会の情報、その他ゼミに関す
る情報はTwitter( @valuation_deer )にも掲
載します。アカウントを持っていなくても、
https://twitter.com/valuation_deer
から閲覧できますので、ぜひご覧ください。

10 2会計

Zoom15：30-16：1010月16日（金）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】
原価計算論

※ゼミ生が応募書類閲覧、面接参加します。

10 0会計

Zoom13：00-17：0010月16日（金）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】
・成績関連書類（2点）を提出してください
。
・「自分がゼミに求めるもの」について、
A4一枚程度のWordファイルにまとめ，応募
時に提出すること。

10名前
後

0会計

Zoom9：00-23：00 (
応募学生の事情に

合わせます)

10月16日（金）スズキ　トモアカウンティングと経済・社会IＡ 面接22

教員ホームページのトップより詳細を記した
ドキュメントを参照してください。

【特記事項】
第二次応募される方は、今この時点から、ま
ず教員へメールして、自己紹介なさってくだ
さい。

5 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

Zoom14：45-18：0010月15日（木）フランク　ビョ
ーン

消費者行動研究IＡ 面接28

【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

【レポート】
成績関連書類（2点）を提出してください。

5 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 書類選考・レポート
課題

29

本ゼミ紹介内容（「商学部報」所掲）をよく
読んで応募してください。

【レポート】
・成績関連書類（2点）を提出してください
。
・インターネット上でよいので，貿易に関連
する記事・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枚程度で仕上げること（
字数・行数は自由）。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。
提出期間として10月23日（金）午後5時を
指定する。事務所への提出とともに，
naoshi@waseda.jp宛てまで添付ファイルで
送信すること。

【特記事項】
商学部報掲載内容に賛同してくださる方を求
めます。

約10名 0ﾏｰｹﾃｨﾝｸ
ﾞ・国際
ﾋﾞｼﾞﾈｽ

ZoomおよびCollaborate12：15-18：0010月20日（火）谷口　真美グローバル経営IＡ 面接・レポート課題30 【並行履修科目】
ダイバシティ・マネジメントLeading 
Diverse Teams

【レポート】 
・成績関連書類（2点）を提出してください
。
・下記の文献のうちpp.1107-1110（4ペ
ージ分）を読み、筆者の主張（「IB研究に必
要と されること」は何か）と、①自分自身が
その主張に賛同するか/ しないか、②そう考
える理由、を論じなさい。 
Verbeke, A., Coeurderoy, R., & Matt, T. 
(2018). The future of international 
business research on corporate 
globalization that never was….Journal 
of International Business Studies, 49, 
1101-1112 
 
締め切りは10/16（金）13:00（厳守）で
す。商学部事務所に提出してください。 
 
【特記事項】 
10月6日と10月8日のお昼休みに説明会を 
行います。谷口ゼミのメールアドレスか 
Twitterに連絡していただくと、LINEグルー 
プに招待しますので詳しい情報はそちらをご 
参照ください。

10 0ﾏｰｹﾃｨﾝｸ
ﾞ・国際
ﾋﾞｼﾞﾈｽ

4/8



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

Zoom16：30-20：0010月15日（木）・
22日（木）

市田　敏啓国際貿易と経済学IＡ 面接・レポート課題31

【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、自分のこれ
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。
 （３）ゼミの１次募集でどこのゼミに応募し
たのか、なぜ不合格になったと思うか、２次
でどうして市田ゼミに応募したのかの理由を
書きなさい。 
※12ポイントの文字で、A4の紙で合計3枚
以上書き、 ファイル名は「名前・学籍番号・
市田ゼミ.docx」とし、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。 
＜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。

10/14水曜日夜中の12時までにレポートを
提出すること。

成績関連書類（2点）は商学部時事務所に提
出してください。

※ゼミ生が応募書類閲覧、面接参加します。

6 0ﾏｰｹﾃｨﾝｸ
ﾞ・国際
ﾋﾞｼﾞﾈｽ

Zoomでグループワークとプ
レゼン

8：45-17：0010月21日（水）エドマン　ジェ
スパー

International Corporate Strategy IＡ 面接33

※ゼミ生が応募書類閲覧、面接参加します。

6 0ﾏｰｹﾃｨﾝｸ
ﾞ・国際
ﾋﾞｼﾞﾈｽ

10月15日（木）李　洪茂リスクマネジメント研究IＡ 書類選考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

【レポート】
成績関連書類（2点）を提出してください。

7人程度 0金融・
保険

Zoom15：00開始10月15日（木）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）

【レポート】
成績関連書類（2点）を提出してください。

※ゼミ生が応募書類閲覧、面接参加します。

3～6 0金融・
保険

5/8



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

Zoomレポート課題に連
絡先を記載しても
らい、応募者ごと
に日時を連絡する
(10/27は仮の設

定)。

10月27日（火）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

【並行履修科目】
回帰分析初級A（片山）

【レポート】
・成績関連書類（2点）を提出してください
。
・教員サイト
http://www.f.waseda.jp/ytanigawa/Sem
inar20.htmlに提出方法・期限とあわせて10
月5日に掲示します。

【特記事項】
レポート課題を掲示する教員サイトに、オン
デマンドによる説明会ビデオのリンクを10
月５日に開示します。ゼミ生(三年生)とは、
Twitter: @tanigawasemi_20、 Email: 
2021seminar01@googlegroups.com で
コンタクトして下さい。LINEは説明会ビデオ
のリンクを記載するところにQRコードを貼
ります。教員へは 
2021seminar02@googlegroups.com へ
メールを下さい。

※ゼミ生が面接に参加します。

9 0金融・
保険

Zoom13：30開始10月20日（火）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（受講していない場合）

【レポート】
成績関連書類（2点）を提出してください。

※ゼミ生が応募書類閲覧、面接参加します。

5名程度 0金融・
保険

Zoom14：45開始10月22日（木）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】
・成績関連書類（2点）を提出してください
。
・コロナウイルスの影響で実際に会ってゼミ
を行うのが難しい。そのような状況でオンラ
インによって少人数（ゼミ）で、お互いに密
接に学びあえる取り組み、イベントを考えて
、提案せよ。分量：A4で1枚。具体的なイベ
ントを提示した後に、その内容を説明すると
いう順番で書くこと。

※ゼミ生が応募書類閲覧します。

8 0金融・
保険

Zoom5限（16：30-18
：00（最長））

10月27日（火）高瀬　浩一開発経済学研究IＡ 面接39

【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

【レポート】
成績関連書類（2点）を提出してください。

※ゼミ生の面接参加があります。

10 0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

Zoom16：30-18：0010月20日（火）毛利　裕昭数理計量分析研究IＡ 面接・レポート課題40

【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、機械学習と数理

【レポート】
・成績関連書類（2点）を提出してください
。
・大学に入学してから一番力をいれたことを
A4( 38X40)２枚程度。

時間を一人一人個別に割り当てるので記載の
時間外になることがある。メールで連絡する
ので注意。

3 若干名経済

Zoom14：45-16：1510月20日（火）久保　克行企業の経済学IＡ 面接42

最近興味を持った企業のニュース、今までに
読んで印象に残った本について質問する可能
性があります。

※ゼミ生が面接参加します。

8 0経済

Zoom11：00-12：0010月
15,19,20,22,26,

27日

富 蓉医療経済学研究IＡ 面接43 10 0経済

Zoom14：45-17：0010月22日（木）宮島　英昭日本企業システムの経済分析IＡ 面接44 【並行履修科目】
日本経済論

※ゼミ生の応募書類閲覧、面接参加します。

10名程
度

0産業

Zoom13：00-14：3010月16日（金）横山　将義国際経済学研究IＡ 面接45

【前提科目】
基礎経済学

【並行履修科目】
経済政策

【レポート】
成績関連書類（2点）を提出してください。

10 0産業

Collaborate13：00-14：0010月19日（月）花井　俊介日本経済史研究IＡ 面接46 【並行履修科目】
日本経済史

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
募集人数

3年生 4年生以上

トラッ
ク名称

23：59まで10月22日（木）池尾　愛子国際経済関係研究IＡ 書類選考・レポート
課題

47 【並行履修科目】
現代社会科学論

【レポート】
(1) 既読の社会科学書のリスト および (2) 国
際経済関係研究に最も近い書籍の紹介と感想
文を所定の提出欄に、10月22日23:59まで
に提出すること。
（3）成績関連書類（2点）を提出してくだ
さい（提出期間　10/13 17:00まで）。

3 0産業

Zoom14：45-15：3010月20日（火）矢後　和彦欧米経済史研究IＡ 面接48 【並行履修科目】
西洋経済史、経済史

【レポート】
成績関連書類（2点）を提出してください。

※ゼミ生が応募書類閲覧、面接参加します。

10 0産業

加納　和子産業組織論研究IＡ 書類選考51

【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

9 0経済

以上

商学部
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