教員名

有𠮷 秀樹 教授

マーケティング戦略研究
実在する企業や商品のマーケティ
ング戦略を立案します。学外でのプ
レゼンテーションの機会もあります。

今福 啓 教授

教員の専門や研究テーマ

※ゼミナールは経済学部 3 学科のすべてのゼミ（P.64、P.70、P.76）の中から選択できます。

岡村 国和 教授

保険経済学、保険経営学、社会保険・
社会保障論
保険と福祉の理論と応用
保 険や社 会 保 障の理 論を学び、
各問題について考えます。その後、
他大学との共同研究に入ります。

陰山 孔貴 准教授

人工知能による社会分析

コンピュータ言語 Python を使いこなす
言語「Python」を用いプログラミ
ングの基礎を学び、グループ学習で
処理方法について調査します。

税効果会計

会計学の原理に関する研究
数的処理や数的推理を扱います。
会計学の原理を学び、簿記 2 級以上
のスキルを習得します。

大坪 史治 准教授

企業の持続可能性の研究、経済性
と環境性の評価
社会環境会計
環境問題や格差問題、雇用問題
など社会の課題と企業の関わりにつ
いて、会計学の視点で学びます。

岡部 康弘 教授

細田 哲 教授

情報化とグローバリゼーション
情報技術の発達による産業動向の
研究と、グローバリゼーションの現状
について学びます。

投資意思決定の基礎
企業の事業投資や資金調達、証
券投資を題材に、投資意思決定の
基礎を学び、財務スキルを高めます。

周 劍龍 教授

堀江 郁美 准教授

株式会社の財務的意思決定に関する研究

情報化とグローバリゼーション

商法・会社法、金融法、中国法

ものづくりと価値づくり
価値づくり
人と組織が幸せになるための学問
である経営学をテーマに、生きるうえ
で必要な力を指導します。

香取 徹 教授

内倉 滋 教授

小林 哲也 教授

資本予算と設備投資、意思決定の
管理会計、CSR 会計

キャッシュフロー
企業で行うお金の管理、つまりキ
ャッシュフローについて、基本的な考
え方を習得していきます。

上坂 卓郎 教授

ベンチャー企業、ベンチャーキャピタル、
中小企業金融研究
起業の視点から考える現代企業論
経済や企業の基礎を理解すること
からスタートし、最終的に各自で起
業のプランを構想します。

株式会社制度の研究
株式会社の設立、運営、消滅の
法的な仕組みや関連する問題につい
て議論し、解明していきます。

山﨑 尚 専任講師

鈴木 淳 教授

経営システム工学、生産とオペレーション
のマネジメント
経営システムと意思決定
経営システムと意思決定を学び、
システム工学的アプローチによる経営
問題の解決法を考えます。

財務会計

企業の活動と会計情報
「企業の成績表」とも呼ばれる会計情
報の作成における理論を学びます。会計
情報を用いて企業の状況を分析します。

李 凱 准教授

教育工学、マルチメディア

高松 和幸 教授

地域包括ケア時代の NPO・コミュニティ・
まちづくりにおける活性化（マネジメント）
、
並びに、その効果的な組織の研究
組織論
（NPO）
研究
地域の方や NPO 関係者と協働し
て、まちづくりや地域イベントの企画
と運営を行います。

平井 岳哉 教授

黒川 文子 教授

データベース、情報検索
ウェブアプリケーションとデータベース
ウェブアプリケーションの仕組みや
プログラミングを学び、ウェブアプリ
ケーションを作成します。

日英の経営制度の国際比較

自動車産業の経営戦略

企業経営史、企業集団論、商社・
化学企業の経営研究

経営学基礎
毎週、課題についてグループで考
え発表します。企業訪問や学外での
プレゼンテーションも行います。

製品開発戦略
自動車や電機、情報産業等で業
績を挙げる企業の製品開発戦略を研
究し、企業経営への理解を深めます。

企業経営
戦後の日本企業の成功事例を取り
上げ、ディスカッションを行いながら
企業経営と歴史を学びます。

マルチメディアとWeb デザイン
2D、3DCG、VR、ゲームなどデ
ザイン技術を学び、Web システムの
構築を行います。

秋本 弘章 教授

情報化社会における地理教育のあり方の研究

飯島 優雅 教授

学術目的の英語教育、協調学習、学
習テクノロジー

井上 靖代 教授

公立図書館・学校図書館での児童・
10 代へのサービス活動

深澤 真紀 特任教授

メディア、編集、カルチャー、ジェンダー

福田 求 准教授

情報メディアの変換、インターネット
による情報サービス

卒業論文（一部抜粋）

経営学科
での4年間

経営学科

マーケティング・マネジメント

ゼミナールテーマ
ゼミナール紹介

経済学部

教員・ゼミナール紹介

教員名

教員の専門や研究テーマ

ゼミで得た
学び考える姿勢を
社会で活かす
齊藤 陽奈

4年

株式会社そごう・西武 内定
群馬・共愛学園高等学校出身

語学と経営学、2 軸での学び

ロジックも大切にします。しかし、その一方

内定をいただいたのは、百貨店として知ら

で消費行動など人間の感性に関わる部分も

れている、そごう・西武。目標は、顧客の

必要とするのが経営学の面白いところ。難し

要望をさまざまな形で叶える外商への配属

り、英語はとても好きな科目でした。しかし、

くはありましたが、社会を多角的にみる経営

です。そのためにも、ゼミで学んだ“ 考える

英語はあくまでコミュニケーションツールであ

学に、魅力を感じるようになりました。

力（なぜの追求）
”、“当事者意識 ” 、“ 素直

高校時代、英語科に所属していたこともあ

に学ぶ姿勢 ”を持って仕事に臨みたいと考え

り、他に専門分野を増やさなければならない

常に当事者意識を持って行動

という思いもあったのです。これには、周囲

ています。また、百貨店での仕事はチーム
ワークがとても大切です。自身が成長し、周

に英語を当たり前のように話す人が多く存在

りの方々と互いに良い影響を与え合いながら、

していたことが関係しています。将来、社会

私が所属している有𠮷先生のゼミナールで

に出るにあたって英語を話せるだけでは武器

は、企業のマーケティング戦略をテーマに研

皆でお客様の生活をより豊かにしていきたい

にならなくなる。そう考えて、経営学科を志

究を行っています。2 年次のグループワーク

です。

望しました。

ではベネッセの介護事業に焦点を当てました。
事業分析をはじめ、自治体からの助成金、利

1 年次は主に経営学の基礎知識を身に

用者のケアなど調査は多岐に亘りました。私

つける期間。思っていた以上に数字を扱い、

たちのゼミの特徴は、ゼミを一つの社会と見

■ 成果主義導入の失敗要因および日本型成果主義
普及に向けての施策

■ artisoc を用いた囚人のジレンマゲーム
■ ゼミ専用 SNS の開発と研究

■ IAS41 号「農業」における会計処理の再検討
―日本における農業の現状を踏まえて―
■ AI が会計士の仕事を奪う日

■ 透明スクリーンの有効的な映像効果に関する研究
■ コト消費の理論と分析―世代論を含めた考察―
■ コンテンツツーリズムの現状と未来

立てて、学生が主体となって運営するところに

■ 秋田県、生き残りのヒント。

あります。組織は一人ひとりが当事者意識を

―若者人口流出問題からの考察―
■ 海外と比較した日本の防災教育
■ 防災による地域活性化活動とその経済効果の関係性
■ 家族経営の中小企業における課題に関する一考察

持たないと上手く回りません。時には意見を
衝突させながら、互いの意見に耳を傾けるこ
とで、課題を乗り越えることができました。

ゼミ活動のほか、1 年次と3 年次には海外
でのボランティアやインターンシップも経験。
コミュニケーションの大切さを肌で感じるこ
とができました。

NEWS

学外での発表の機会を豊富に提供
有𠮷ゼミ

岡部ゼミ

三越伊勢丹幹部へのヒアリングとプレゼン
人前で発表する機会の多い有 ゼミ。2017 年 10 月
には 2 年生が紅白 2 班に分かれ、三越伊勢丹のマーケ
ティング戦略についてプレゼンテーションを行いました。
自ら立てた仮説を検証するため、ボトム、ミドル、トップ
の各層へのヒアリングを繰り返し、特に元会長で経団連
副 会 長も務める

大塚家具と
新規事業立ち上げ
大塚家具の役員らを前に、改善策

公認会計士試験に合格
会計のプロフェッショナルと呼ばれる公認
会計士。2018 年 1 月18 日、公認会計士
試験の狭き門に合格した安倍孝幸さん（経
営学科 4 年）と三ツ木譲二さん（経営学科

2017 年 3 月卒業）による合格体験報告会

に関しプレゼンテーションをして、大塚

が行われました。本学では公認会計士をめ

家具がゼミ生と共同で新規事業を立ち

ざす学生のために、学内で受講できる公認

上げることになりました。

会計士養成講座（P.101）も開講しています。

大塚家具の役員の皆様と

経済学部では 3 学科共通で「経済学部プレゼンテーションコンテスト」
「クラスセミナー」
「卒業論文ポスターセッション」を実施しています。くわしくは P.64 へ
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■ 司書

■ 高等学校教員免許（公民、情報）
（申請中）

■ 司書教諭

コーセー

マイナビ

タカラスタンダード

東京地下鉄

ゆうちょ銀行

そごう・西武

三井住友銀行

明治安田生命保険

アイリスオーヤマ

日本通運

福山通運

エルメスジャポン

日本郵便

住友生命保険
電通

第一生命保険

市区町村職員

建設・不動産業8.7％
製造業8.3%

放送・通信・
情報サービス業
14.6%

ピジョン

みずほフィナンシャルグループ

みずほ証券

東急リバブル

公務員・教員3.2%
サービス業他
22.9%

2017 年度 主な就職先（一部抜粋）

セブン - イレブン・ジャパン

変貴重な機会で

2017 年度 卒業生の業種別就職状況

■ 中学校教員免許（社会）
（申請中）

KDDI

インタビューは大
特別顧問の石塚様（最前列右 ）を囲んで

取得可能な資格免許

住友林業

石塚邦雄様への

した。

卒業後の進路

金融・保険業
18.6%

運輸業4.0%
卸・小売業19.8%
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