
 

経営学部の演習制度について 

 

（１） 演習のタイプについて 

 経営学部で開講される演習は，以下の２種類の演習のタイプがある。 

 担当教員により募集する演習タイプが異なるので，演習ガイド等で確認すること。 

① ２年半タイプ 

２年次秋学期から開始し，「演習Ⅰ」，「演習ⅡA」，「演習ⅡB」，「演習ⅢA」，「演習ⅢB」で構成する。 

② ２年タイプ 

３年次から開始し，「演習ⅡA」，「演習ⅡB」，「演習ⅢA」，「演習ⅢB」で構成する。 

 

（２） 演習科目の卒業に必要な単位への算入について 

① 「演習ⅡＡ」「演習ⅡＢ」「演習ⅢＡ」及び「演習ⅢＢ」は，すべての単位を修得した場合にのみ，

自由履修科目として卒業に必要な単位数に算入する。したがって，「演習ⅢＢ」を単位修得でき

なかった場合，既に修得している「演習ⅡＡ」「演習ⅡＢ」「演習ⅢＡ」の６単位は，卒業に必要

な単位数に算入しない。 

② 「演習Ⅰ」の修得単位は，「演習ⅡＡ」「演習ⅡＢ」「演習ⅢＡ」「演習ⅢＢ」の単位修得にかかわ

らず，自由履修科目として卒業に必要な単位数に算入する。 

 

（３） 「演習Ⅰ」「演習ⅡＡ」「演習ⅡＢ」「演習ⅢＡ」「演習ⅢＢ」について 

 演習では，おおむね以下のようなプロセスで２年半もしくは２年の期間において学習することにな

る。このプロセスをよく理解した上で，それぞれの演習案内を熟読し，自分の強い関心領域や将来の

進路を考えて，演習を選択すること。 

① 「演習Ⅰ」 

 ２年次の秋学期に開講し，３年次以降の演習での研究に必要な基礎的な学習を行う。 

② 「演習ⅡＡ」「演習ⅡＢ」 

 「演習ⅡＡ」は３年次春学期，「演習ⅡＢ」は３年次秋学期に開講し，本格的な演習の研究活動を

行う。演習によっては，経営学部の懸賞論文への応募や全国・関東学生経済セミナー大会（通称イ

ンター・ゼミナールおよびインナー・ゼミナール大会），ゼミプレ（学内プレゼン大会）などに参加

したりする。それぞれの演習における活動を通して，研究を深める。 

③ 「演習ⅢＡ」「演習ⅢＢ」 

 「演習ⅢＡ」は４年次春学期，「演習ⅢＢ」は４年次秋学期に開講し，引き続き研究活動を実施す

る。演習によっては，卒業論文を作成する。自ら設定した研究テーマに基づき，担当教員から指導

を受けながら卒業論文を執筆していく。 

 

（４） 所属演習の変更について 

所属演習が決定すると，卒業まで他の演習へ変更することはできない。 

 



 

演習入室試験の受験上の注意 

 

 演習の履修を希望する者は，受験にあたっての注意事項をご確認ください。 

 

（１） １次募集・２次募集・３次募集 共通 

  ①各種の申込み，手続きは，定められた日時を厳守すること。 

  ②事務室からの入室試験に関する告知，連絡は，Oh-o!Meijiポータルサイトを使用する。 

  ③受験申込みは，Oh-o!Meijiシステム（アンケート機能）から行う。その他，各ゼミから別途，書類

等の提出が求められることがある。その場合は，Oh-o!Meijiアンケートへの申し込み期限と，ゼミ

への書類等の提出期限が異なることがあるので注意すること。 

  ④受験申込み後に，受験する演習を変更することはできない。 

  ⑤合格が決定した者は，それ以降に実施する試験を受験できない。 

  ⑥同一試験期間内に複数の演習を申込み，あるいは受験した者は，それらの申込み，あるいは受験を

全て無効とする。 

  ⑦基本的に入室試験は，対面形式の面接，非対面形式の面接，書類選考で行われる。入室試験に関す

る連絡は各ゼミのOh-o!Meijiグループ内で行われるため，希望するゼミの Oh-o!Meijiグループを

確認すること。 

 

（２） 申込方法 

受験申込みは，Oh-o!Meijiシステムのアンケート機能を利用し，入室試験申込み（アンケート回答）

期間内に手続きすること。希望者は定められた期間内に必ず手続きすること。システム上，締切時

間を過ぎてからの申込みは一切できないので注意すること。 

 ※Oh-o!Meijiシステムが利用できない場合，締切期間より前に余裕をもって経営学部事務室に連絡

すること。 

 ※各ゼミから別途，書類等の提出が求められることがある。その場合は，Oh-o!Meijiアンケートへ

の申し込み期限と，ゼミへの書類等の提出期限が異なることがあるので注意すること。 

 

（３） ２次募集 

①２次募集入室試験を実施する演習は，１次募集入室試験の合格発表日にお知らせする。 

  ②受験申込みが可能な者は，１次募集入室試験終了時点で入室が決定していない者を対象とする。 

  ③受験申込み方法は，（２）と同じ。  

④１次募集入室試験で不合格となった演習が２次募集を行う場合，再度受験申込みできる。 

 

（４） ３次募集 

①３次募集入室試験を実施する演習は，２次募集入室試験の合格発表日にお知らせする。 

  ②受験申込みが可能な者は，２次募集入室試験終了時点で入室が決定していない者を対象とする。 

  ③受験申込み方法は，（２）と同じ。 

④２次募集入室試験で不合格となった演習が３次募集を行う場合，再度受験申込みできる。 

 

 

 

 



2023年度演習一覧 

 

演習の

タイプ 
コード 演 習 名 研究テーマ 

【 

２ 

年 

半 

タ 

イ 
プ 

】 

01 青木 克生 戦略と組織のマネジメント 

02 石塚 史樹 雇用・労働などに関わる多面的な実証研究の方法の研究 

03 一之瀬 真志 運動に対する生体反応とトレーニングによる身体適応のメカニズム 

04 宇野  毅 イギリス文化と日本 

05 大倉  学 財務会計における情報有用性に関する考究 

06 大槻 晴海 戦略管理会計に関する基礎的研究 

07 小俣 光文 データで企業活動を捉えるスペシャリストに！ 

08 折方 のぞみ グローバリズムと国際化社会：ヨーロッパ的視点からの世界観  

09 郝  燕書 中国における日系企業の人材マネジメント 

10 加藤 志津子 ロシア・東欧企業論 

11 加藤 友佳 時事問題や税制 

12 金子 敦子 
マネジメント・コミュニケーション，組織行動，グローバ

ル経営人材育成 

13 キアナン・パトリック 言語と異文化コミュニケーション 

14 菊地 端夫 行政・自治体を中心とした公的組織・サービスのマネジメントに関する研究 

15 小関 隆志 非営利組織・社会的企業による地域課題への取り組み 

16 薩摩 秀登 歴史を通して世界を見つめる 

17 鈴井 正敏 ライフスタイル・マネジメント 

18 鈴木 研一 
高級ホテルの従業員満足・顧客満足， 

財務業績を向上させる方策 

19 竹内 拓史 ドイツ語圏の文学・文化研究 

20 田中 充洋 スポーツ組織マネジメント，ボールゲームのコーチング 

21 谷口 諒 組織とイノベーションのマネジメント 

22 谷本 道昭 これからの文学研究を探究する 

23 千葉 貴律 社会と会計（環境会計論，環境マネジメント論） 

24 塚本 一郎 社会的企業とＣＳＲ・社会的インパクト投資に関する研究 

25 辻  昌 宏 現代イタリアの文化，社会を，日本社会と比較しつつ考察する  

26 鳥居 陽介 日本における株式所有構造の変遷と企業財務に関する研究 

27 中澤 高志 経済地理学 

28 長野 史麻 企業のマネジメント・コントロール・システム 

29 野田 寛達 現代中国の社会・文化・ことば 

30 畑  一 成 想像力を通じた科学と芸術の融合に関する哲学的研究 

31 畑中 基紀 フィクションの表現を分析し，「リアル」について考える 

32 原田  将 
日本企業のマーケティング・マネジメントに関する理論

的・実証的研究 

33 福満 正博 中国社会論 

34 古川 裕康 グローバル・マーケティング論，消費者行動論 

35 松野  裕 持続可能な発展のための経済・社会の仕組みに関する研究 

36 三上 真寛 市場と組織の経済学 

37 宮田 憲一 ビジネス・システムの国際比較研究 

38 森田 広大 簿記システムおよび会計理論の歴史研究 

39 山下  充 自分の興味と関心をベースに個人インタビューで企業活動を分析 

40 山下 佳江 Advanced Academic English 

41 吉松  梓 野外教育、多様なニーズのための自然体験活動 

 



 

 

 

演習の

タイプ 
コード 演 習 名 研究テーマ 

【 

２ 

年 

タ 

イ 

プ 

】 

42 浅野 千鶴 現代会計基準における基礎概念 

43 枝村 祥平 哲学 

44 岡田 浩一 中小企業・ベンチャービジネスの成長・発展戦略 

45 佐々木 聡 
日本の経営発展を担った企業と企業家の革新と発展要因に

ついての実証的研究 

46 清水 一之 EU企業そして日本企業の比較研究 

47 高澤 陽太朗 経営数学 

48 中西  晶 心理学を活かしたマーケティングやリーダーシップ研究など 

49 早川 佐知子 経営学を使ってWell-Beingを創り出す 

50 真継 左和子 地域研究，応用言語学（英語教育） 

51 森田 直美 「日本文化」について多彩な観点から研究 

52 山崎 憲 企業活動をめぐる社会・経済システム 

 

【参考データ】 

（2022年度） 

2年生総数 735名（申込受付時点） 

１次 試 験 申 込 者 数  631名（申込率  85.85％） 

１次 試 験 合 格 者 数   369名（合格率  58.47％） 

最終(全選考終了時点)入室者数 594名（入室決定率  80.81％） 

 

（2021年度） 

2年生総数 768名（申込受付時点） 

１次 試 験 申 込 者 数  624名（申込率  81.25％） 

１次 試 験 合 格 者 数   394名（合格率  63.14％） 

最終(全選考終了時点)入室者数 639名（入室決定率  83.20％） 



    

   2023 年度 経営学部「演習」入室試験日程など 

 

・演習入室試験に関わる事務室からの情報は，Oh-o!Meijiで配信されます。 

・各ゼミの情報は，Oh-o!Meiji各ゼミグループを確認してください。 

 

 

 

 

１．演習入室に関わるガイダンス  

 ４月末頃に，経営学部事務室からガイダンス動画を Oh-o!Meijiで配信します。 

 

２．ゼミナビ・合同プレゼンテーション  

５月１３日（土）１２：３０～１５：３０ 

・学生の参加は任意です。演習入室希望者は積極的に参加してください。 

・各ゼミについても参加任意としています。参加するゼミのみ対面形式又は Zoom等

を使用して実施します。 

・各ゼミからゼミ紹介資料等がある場合は，各ゼミグループで閲覧できます。（５月

９日（火）以降に順次公開） 

・実施方法等の詳細は，４月末頃に Oh-o!Meiji でお知らせします。 

・興味のあるゼミについては，随時，各ゼミグループを確認するようにしてください。 

 

３．個別ガイダンス  

一次募集 ５月１５日（月）～１９日（金）１２：４０～１３：２０ 

二次募集 ６月 ６日（火）～ ９日（金）１２：４０～１３：２０ 

三次募集 ６月２０日（火）～２１日（水）１２：４０～１３：２０ 

・学生の参加は任意です。演習入室希望者は積極的に参加してください。 

・各ゼミについても参加任意としています。上記の期間内に，実施するゼミのみ対面

形式又は Zoom等を使用してガイダンスを行います。 

・各ゼミから資料等がある場合は，各グループで閲覧できます。 

・実施方法等の詳細は，前日までに Oh-o!Meiji でお知らせします。 

・興味のあるゼミについては，随時，各ゼミグループを確認するようにしてください。 

 

４．入室試験  

・入室試験は，面接や書類選考で行われます。 

・入室試験受験のためには，下記２点の手続きが必要です。募集期毎に、（１）・（２）

の 

期限が異なる場合がありますので注意してください。 

（１）事務室への Oh-o!Meiji アンケート回答（期限は次項目「事務申込受付」を

確認） 

（２）ゼミが求める書類の提出（内容・期限は各ゼミグループを確認） 

 

重要 



（１）一次募集 

書類選考提示  ５月１５日（月）までに提示 

※提示がない場合は面接試験のみとなります。 

事務申込受付  ５月１６日（火）９：３０～５月２４日（水）１６：００ 

Oh-o!Meijiアンケート回答（必須） 

面接試験実施  ６月３日（土）９：３０～１４：３０ 

※５月２９日（月）～６月２日（金）昼休み及び５限以降に 

おいても試験を実施するゼミがあります。該当者には各ゼ 

ミから通知されます。 

合 格  発 表  ６月５日（月）１９：００（予定） 

発 表  方 法  経営学部事務室から Oh-o!Meiji にてお知らせ 

（２）二次募集（実施するゼミのみ） 

書類選考提示  ６月５日（月）までに提示 

※提示がない場合は面接試験のみとなります。 

事務申込受付  ６月６日（火）９：３０～６月１４日（水）１６：００ 

Oh-o!Meijiアンケート回答（必須） 

面接試験実施  ６月１７日（土）９：３０～１４：３０ 

合 格  発 表  ６月１９日（月）１９：００（予定） 

発 表  方 法  経営学部事務室から Oh-o!Meiji にてお知らせ 

（３）三次募集（実施するゼミのみ） 

書類選考提示  ６月１９日（月）までに提示 

※提示がない場合は面接試験のみとなります。 

事務申込受付  ６月２０日（火）９：３０～６月２１日（水）１６：００ 

Oh-o!Meijiアンケート回答（必須） 

面接試験実施  ６月２４日（土）９：３０～１４：３０ 

合 格  発 表  ６月２６日（月）１９：００（予定） 

発 表  方 法  経営学部事務室から Oh-o!Meiji にてお知らせ 

 

５．入室決定ゼミ登録  

必要な履修手続きの詳細は全ての入室試験が終わった後に対象者に案内します。（７

月上旬予定） 

 

以 上  



入室演習決定後の手続きについて 

 

 
入室が決定した演習のタイプ（２年半タイプ又は２年タイプ）によって，２年次に行う手続きに違いが

あります。３・４年次の手続きは，演習のタイプに関わらず同じです。 

注意事項は次のとおりです。 

 

（１） ２年次に行う手続き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） ３年次に行う手続き 

   ２年半タイプ演習，２年タイプ演習とも，４月の履修登録時に，各自で『演習ⅡＡ』『演習ⅡＢ』の

登録を行うこと。登録を行わなかった場合，演習の履修を放棄したと見なします。 

  ※『演習ⅡＡ』『演習ⅡＢ』（各２単位）は，年間の履修単位数制限に含むので注意すること。 

 

（３） ４年次に行う手続き 

   ２年半タイプ演習，２年タイプ演習とも，４月の履修登録時に，各自で『演習ⅢＡ』『演習ⅢＢ』の

登録を行うこと。登録を行わなかった場合，演習の履修を放棄したと見なします。 

  ※『演習ⅢＡ』『演習ⅢＢ』（各２単位）は，年間の履修単位数制限に含むので注意すること。 

入室が決まった演習は，『２年半タイプ』『２年タイプ』どちらですか？ 

２年半 

タイプ 

２年 

タイプ 

２年次に行う手続きは 

ありません 

２年次秋学期『演習Ⅰ』の曜日時限を確認します 

 

演習Ⅰと同じ時間に，別の科目を登録していますか？ 

演習Ⅰと同じ

時間に別の 

科目を登録 

している 

履修登録の修正手続きが必要 

 

手続き方法・期間等の詳細は，全て

の入室試験が終わった後に案内し

ます。 

手続き 

完了 

 

演習Ⅰが登録されるのを待つ（７月初旬頃） 

※２年次秋学期『演習Ⅰ』は，大学で一括登録します 

同じ時間に登

録している科

目は無い 

Oh-o!Meijiポータルサイトで個人別時間割表（PDFファイル

の時間割表）を開き，自分の入室する演習が登録されたか確認

する 

演習Ⅰが表

示されてい

ない 

履修登録の修正手続きが必要 

個人別時間割表を持って，経営学

部事務室へ来てください 

演習Ⅰが表

示された 

演習Ⅰ 登録の 

お知らせが出る 

登録完了 修正 

手続 


