
 

２０２２年度政治経済学部 

ゼミナール発表会 
―日頃の研究成果を発表します！― 

    
開催日時：１０月２３日（日）１３：００～ 

開催場所：駿河台キャンパス リバティタワー １３～１６階 

 

 

 

政治経済学部では、 

発表・討論の場を踏むことで研究内容への理解を深めること、 

プレゼン能力を養うことを目的として、ゼミナール発表会を開催しています。 

 

是非、各ゼミナールの発表をご自由にご覧ください。 

 

 



  ２０２２年度ゼミナール発表会

日時 ： １０月２３日（日）１３：００～ 場所 ：駿河台キャンパス　リバティタワー　１３～１６階

背景色： 政治学関係ゼミナール 経済学関係ゼミナール 国際文化関係ゼミナール

教室番号 ①13：00　～　13：40 ②13：55　～　14：35 ③14：50　～　15：30 ④15：45　～　16：25

1134
石川 雅信
〔社会学〕

堀金 由美
〔比較政治論〕

小野島 真
〔財政政策〕

加藤 彰彦
〔比較社会学〕

1135
小西 德應

〔日本政治史〕
八木 尚志

〔理論経済学〕
浅井 澄子

〔産業組織論〕

武田 巧
〔応用マクロ・ミクロ経済

学〕

1136
奥山 雅之

〔地域産業論〕
大高 研道

〔協同組合学〕
小早川 周司

〔金融論〕
勝 悦子

〔国際金融論〕

1144
井田 正道

〔計量政治学〕

加藤 久和
〔社会保障論・公共経済

学〕

碇 陽子
〔文化人類学〕

水戸部 由枝
〔西洋政治史〕

1145
西村 弥

〔行政学〕
森下 正

〔中小企業論〕
星野　泉
〔財政学〕

廣松 悟
〔経済地理学・地域開発

論〕

1146
藤永 修一

〔国際経済政策〕
重田 園江

〔現代思想〕
牛山 久仁彦
〔地方自治〕

荒木 淳子
〔産業心理学〕

1154
倉地 真太郎

〔財政学〕

竹下 俊郎
〔メディアコミュニケー

ション論〕

髙橋 信勝
〔経済学史〕

飯田 泰之
〔現代日本経済論〕

1155 前田 更子
〔ヨーロッパ文化研究〕

佐久間 寛
〔連環地域文化研究〕

飯嶋 曜子
〔ヨーロッパ文化研究〕

大森 正之
〔環境経済学〕

1164
齋藤 雅己

〔経済政策〕
奥山 誠

〔経済思想〕

末永 啓一郎
〔開発経済学・経済発展

論〕

植田 麦
〔日本文化研究〕

1165
下斗米 秀之

〔アメリカ経済史〕
原 ひろみ

〔労働経済学〕
後藤 光将

〔スポーツ文化研究〕
赤津 正彦
〔経済史〕

14

階

15

階

16

階

★料金無料、閲覧自由です。
★事前予約の必要はございませんので、お気軽にお越しください。

総合案内　リバティタワー4F　政治経済学部事務室　tel 03-3296-4172

13

階



①１３：００～１３：４０

【製作人数】

【対象学年】

【製作人数】

ゼミナール紹介

【1134教室】
担当教員名：ゼミ名：

10人
ゼミ選びの材料として気軽に見てもらえると助
かります。ゼミ試験頑張ってください！

公開を希望する学年に○をつけてください

1年　・　２年　・　３年　・　４年　・　全学年

【テーマ設定理由】
年々増加する認知症の予防として回想法を合宿にお
いて調査したため。

【発表内容・形式】
回想法の概念と体験を通じての感想。その歴史やこ
れからについての考察。

親が貧困や教育意識が低いことが起因して、子どもが思うような進学ができず、それ
が子ども世代の就職を困難にし、貧困が再生産され、次の将来世代の教育水準が
低下するという負の連鎖が生まれています。すなわち、教育という入り口の格差の是
正が、他のあらゆる格差の是正につながっているのです。この事態を是正する新政
策を、パワーポイントを使いながらスピーチします。

【発表への意気込み】
私たちは日頃から、スピーチの訓練をゼミで行い、また、いかに
論理的に自分達の主張を他者に伝えるか模索しています。その
成果を皆様にお見せできるように頑張ります。

【発表の見どころ】
「身の丈発言」など教育格差に、私たちは何かアプローチで
きないのかと熟慮を重ねました。私たちが提案する政策に
かける熱意を感じ取っていただけたら幸いです。

小西德應小西德應ゼミ
【発表タイトル】 【フリースペース】
教育格差について

3人
【名称】小西徳應ゼミ　【活動日】金曜3～5限（3
限外書購読、４，5限レジュメ発表・3分間スピー
チ　【年間予定】　3月　春合宿、4月　3，4年合
同散歩、6月　第一回ディベート大会、7月　前
期納会、　9月　夏合宿、10月　ゼミナール発表
会、11月　第二回ディベート大会、12月　新入
生歓迎会・ОBOG会、2月　後期納会

公開を希望する学年に○をつけてください

1年　・　２年　・　３年　・　４年　・　全学年
【テーマ設定理由】
今日、日本社会の格差拡大はめまぐるしくなっている。加えて一昨年来の新型コロナウイルス禍がより一層
格差を助長し、その差がより広がった。経済・医療・情報などのあらゆる格差の基盤には、親の貧困や意識
によって「生まれ」の時点から差があるという教育格差がある。そこで、深刻化しつつある格差とりわけ教育
格差に主眼を置き、日本の国や地方公共団体などが、政治を通して、具体的にどのようにして格差是正に
対応するべきか検討する必要があると考えたため設定した。

【発表内容・形式】

担当教員名：ゼミ名：

【発表タイトル】
石川雅信石川雅信ゼミ

【発表への意気込み】
全員が役割分担をし一つのものを作るのは初めてな
ので、精一杯頑張ります。

【発表の見どころ】
実際にゼミ生が体験した内容も含まれているので、
回想法というものを身近に感じることができると思い
ます。

【1135教室】

【フリースペース】
回想法について
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【製作人数】

【対象学年】

【製作人数】

【対象学年】

ゼミナール紹介

ゼミ名： 担当教員名：

【1136教室】

井田ゼミ 井田正道

主にパワーポイント用いて、２～３名の話者がプレゼ
ンをしていく形で行いたいと思います。

【発表への意気込み】
井田先生に協力してもらいながら、ゼミとして研究し
ていったので一所懸命に頑張っていきます。

【発表の見どころ】

奥山雅之ゼミナール 奥山 雅之
【発表タイトル】 【フリースペース】

【1144教室】
担当教員名：

ブルーゾーンの現代的意義とその課題 -
沖縄・大宜味村を例に- 14人

公開を希望する学年に○をつけてください

1年　・　２年　・　３年　・　４年　・　全学年
【テーマ設定理由】
「本当に幸せな地域とは何か？」健康で長寿な人々の
習慣や意識を我々の生活に吸収する重要性や長寿文化
が失われている現実への問題意識から、このテーマを
設定しました。
【発表内容・形式】
長寿の100歳以上の人々（センテナリアン）が多く住
む地域である「ブルーゾーン」の現代的意義とその課
題について考察した内容をパワーポイントをもとに発
表します。
【発表への意気込み】

統計を用いて、本当にコロナが、投票率の上昇に関
与しているのかどうかというところです。

【発表タイトル】 【フリースペース】
コロナ禍と2021年衆院選ー都道府県別
データの分析ー 7人

ゼミでは主に統計学を用いて、政治を分析して
いく計量政治学といった分野の勉強と日本政治
に関する外書の和訳などを３年時には行ってい
ます。今年の夏には、明治大学のセミナーハウ
スにおいて合宿を行い、テニスなどしてみんな
で楽しく活動しました。ゼミの雰囲気としては、
みんなで和やかに活動しています。今回の発
表では2020年からのコロナ禍において、人々の
活動が政府による大きな制約を受けたことが、
政治と自分の生活とのかかわり意識を高め、
結果的に投票率の上昇につながったのかどう
か、という視点で研究しました。

公開を希望する学年に○をつけてください

1年　・　２年　・　３年　・　４年　・　全学年
【テーマ設定理由】
新型コロナウィルスによって社会が大きな影響を受ける中
で、政府による行動制約が有権者の投票行動にいかなる
影響を与えたのかという点について考察を加えました。

【発表内容・形式】

ゼミ生全員で学習した内容や奥山ゼミの和やかな
雰囲気をありのままお伝えできるように精一杯頑
張ります！！

【発表の見どころ】
外書を通じた考察のみならず、実際にフィールドワー
クをして体験・見聞した内容を、普段の奥山ゼミ内の
空気感とともに楽しめるところは必見です。

ゼミ名：

フィールドワーク

長寿の里、大宜味村にある笑味

の店で長寿の秘訣について、お話

を伺いました。実際に畑で採れた

島野菜を使用した料理を頂きまし

た。

Blue Zones

健康で長寿な人々が数多く

居住する地域のライフスタ

イルや生活習慣、人とのつ

ながり等の特徴や共通点な

どについて書かれた書籍で

す。

奥山雅之ゼミ6期生

毎週水曜日4・5限に活動し、

和気あいあいと活動していま

す。奥山先生ご指導のもと、

地域産業や地方創生について

学びを深めています。
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【製作人数】

【対象学年】

【製作人数】

【対象学年】

担当教員名：

ゼミナール紹介

【1145教室】

西村弥ゼミナール

【発表内容・形式】
スライドショー形式でそれぞれのページを詳しく解説
します。

【発表への意気込み】
国際経済政策ゼミらしく、国際経済全体に関わる内容を取り上げ
ており、少し身近には感じられないかもしれませんが、主に2年生
に向けてできるだけ分かりやすく説明できるように発表に努めま
す。

【発表の見どころ】

ゼミ名：

【テーマ設定理由】
可燃物処理施設の老朽化に伴い新施設建設並びに2市1町での
共同処理を検討している埼玉県川島町からの課題提示により
「最適なごみ処理方法」について共同研究を進めることになりまし
た。

【発表内容・形式】
行政の大切な業務内容の１つであり、日常生活に密接して
いるごみ処理問題。川島町に最適なごみ処理方法は何
か、様々な観点から紹介します。　【パワーポイントによるプ
レゼン形式】

【テーマ設定理由】

アメリカ、中国の経済発展の過程や、両国がそれぞれ現在行って
いる政策の思惑などを分かりやすく対比させているところ。それら
を踏まえたうえでの日本の対応についての私たちの考え。

世界経済を考えるうえで欠かせない議論であり、今後の日
本経済にも大きな影響をもたらすと考えられるから。また、
2か国を比較するため、意見が分かりやすく討論しやすい
から。

西村弥先生
【発表タイトル】 【フリースペース】
SDGsに資するごみの分別方法に関す
る共同研究 8人

公開を希望する学年に○をつけてください

1年　・　２年　・　３年　・　４年　・　全学年

1年　・　２年　・　３年　・　４年　・　全学年

【発表への意気込み】
春学期をかけて10期生全員で全国の資料をあたり研究を
進めてきました。その分、ボリュームがあり充実した内容と
なっています！ぜひ、足をお運びください！

【発表の見どころ】
実際の行政の現場レベルまで落とし込んだ研究内容が特
徴です。同じ発表時間でも聞いてくださった方が多くのこと
を学べる発表になっています！

【1146教室】
ゼミ名： 担当教員名：

藤永ゼミナール 藤永修一
【発表タイトル】 【フリースペース】
今後世界経済の中心となっていくのはアメリカか中国
か、そして日本はどのように対応していくのか 12

公開を希望する学年に○をつけてください
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【製作人数】

【対象学年】

【製作人数】

【対象学年】

ゼミナール紹介

【1154教室】
ゼミ名：

1年　・　２年　・　３年　・　４年　・　全学年
【テーマ設定理由】

ゼミ名：　　　　　　　　　　　まえだぜみ 担当教員名：　　　　　　　まえだのぶこ

担当教員名：

倉地ゼミナール 倉地真太郎
【発表タイトル】 【フリースペース】
大阪経済と地域社会の展望

17人
倉地ゼミについて・・・・

・授業では、財政問題や社会保障についての
文献を読みディベートを行っています。
・勉強する時は勉強し、遊ぶときは本気で遊
ぶ！そんなゼミナールです。
ゼミの雰囲気やイベントは以下のメディアで発
信中！！！！
　Instagram
＠kurachi_zemi
 Twitter
＠kurachisemi

【発表への意気込み】
倉地ゼミで学んだことを伝えられる様、発表を精一杯
頑張ります！
よろしくお願いします！

【発表の見どころ】
4つのグループに分かれ、大阪府庁、石橋商店街な
ど現地でヒアリングやフィールドワークを行いました。
様々な視点から大阪を分析した点が見どころです！

公開を希望する学年に○をつけてください

1年　・　２年　・　３年　・　４年　・　全学年
【テーマ設定理由】
東京一極集中のリスク。その分散のカギを握る大阪
経済と地域社会の展望について考察します。

【発表内容・形式】
パワーポイントを用いたプレゼンテーション

それぞれの地域言語の言語政策に対する対応の違
いを代表的な３つの地域言語を取り上げて比較して
いる点

自分たちが普段どのようなことを勉強しているのかを
少しでも知ってもらえるよう頑張ります！

【発表の見どころ】

外書とゼミ生の発表からフランス中央政府の政策を
受けて地域語はどのような変化をしたのか興味を
持ったから

【発表内容・形式】
内容：フランス言語政策・アルザス・コルシカ・ブレイス
語　　　形式：Powerpointを用いたプレゼンテーション

【発表への意気込み】

　　　　　　　　前田ゼミ 　　　　　　　　前田更子
【発表タイトル】 【フリースペース】
　フランスの言語政策と地域語
〜アルザス・コルシカ・ブルターニュ〜 ７人 ヨーロッパに興味のある方はぜ

ひ前田ゼミへ！
公開を希望する学年に○をつけてください

【1155教室】

4



【製作人数】

【対象学年】

【製作人数】

【対象学年】

ゼミナール紹介

【1164教室】
ゼミ名： 担当教員名：

齋藤ゼミナール 齋藤　雅己

公開を希望する学年に○をつけてください

1年　・　２年　・　３年　・　４年　・　全学年
【テーマ設定理由】
2000兆円を超える家計部門の金融資産の半分以上が現金・預金
であり，資産所得を生み出していない中で，岸田政権が資産所得
倍増計画を主要政策の1つとして掲げていることから，この問題に
ついて検討していきたい。

【発表内容・形式】
・対面
・スライドを使用して発表

【1165教室】

【発表タイトル】 【フリースペース】
家計部門の金融資産形成促進策

8人
サブゼミを利用して、共同論文の執筆に取り組
んでいます。図書館を利用して、文献を調べる
こともあります！共同論文は大変な作業です
が、充実したゼミ活動を過ごしています！

↓集中して取り組んでいます！

【発表への意気込み】
金融・資産形成の知識が豊富でない人も現行の政
策・今後の政策が理解できるように発表します！

【発表の見どころ】
・なぜ日本人の資産形成は進まないのか、日本経済の構
造的問題とNISAなどの制度面から検討します。
・「資産所得倍増計画」のあるべき姿を提言します。

【発表内容・形式】
アメリカでは1年間で行われた経済政策をまとめた米国経済白書
が毎年出版されてるんだぜ! 今回は2021年と2022年の経済報告
を基に、両大統領の政策をかみ砕いて説明していく!!!

【発表への意気込み】
おとなしい人柄で構成された下斗米ゼミ4期生。前期で人前で話
す難しさを実感。合宿では先輩に𠮟咤激励をいただきました。夏
を通じて身につけた発表スキルを胸に、この秋の大発表会、乗り
切ります!!!

【発表の見どころ】

下斗米ゼミでは、アメリカ経済史を扱ってるよ! 次期大統領を決め
る中間選挙が11月にあるって知ってたかい⁉今後のアメリカの課
題は何か、どうしていくべきなのか。トランプと現大統領バイデン
の政策を比較、考察するよ!

下斗米ゼミ 下斗米秀之
担当教員名：

【発表タイトル】 【フリースペース】
トランプとバイデンの違いって何？

13人
下斗米ゼミ4期生(3年生)は春期に「米国経済白
書2022」の一部翻訳を担当し、本の出版に携わ
りました!すごくないですか⁉ 専門用語が難し
かったり期間が短かったり、困難を抱えながら
もゼミ生一丸となって取り組みました‼ 課題に
取り組む反面、8月の東京納涼船や9月のBBQ
や夏合宿など、遊びにも全力な下斗米ゼミ! 今
回のゼミナール発表会を聴いて少しでも下斗米
ゼミに興味を持って頂けたらと思います。みん
な待ってるよ～‼

公開を希望する学年に○をつけてください

アメリカファースト? 国際協調のリーダー? 見方で変わるアメリカの進退。
混沌とするアメリカが再びトップに駆け上がるには何が必要か。転換期を
迎えるアメリカの未来を担うのはいったい誰か。相反するトランプ・バイデ
ンからアメリカの今を解き明かす!!

1年　・　２年　・　３年　・　４年　・　全学年
【テーマ設定理由】

ゼミ名：
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②１３：５５～１４：３５

【製作人数】

【対象学年】

【製作人数】

【対象学年】

【1134教室】

公開を希望する学年に○をつけてください

1年　・　２年　・　３年　・　４年　・　全学年
【テーマ設定理由】
東南アジアにおける人権問題を理解したいと考えた
ため。

【発表内容・形式】
1章　ロヒンギャ問題の現状　
2章ロヒンギャ問題の要因　
3章解決のための試みとその挫折　
4章問題解決に向けた提言　
　　
【発表への意気込み】

【1135教室】

ゼミ名： 担当教員名：

堀金ゼミ 堀金由美教授
【発表タイトル】 【フリースペース】

ゼミ名： 担当教員名：

理論経済学ゼミ 八木　尚志

ミャンマーにおけるロヒンギャ問題分析
と改善策の提言 14人

・堀金ゼミとは？
政治経済学部で唯一、アジアを専門とするゼミ
です！アジアを中心に世界の政治経済につい
て学んでいます！
〈ゼミ生〉
21期は14名（男子11名、女子3名）で構成されて
おり、その中に留学している学生も在籍してい
ます！

対面で実施。　取り上げるのは東京、埼玉、神奈川、
千葉の４県です。

【.発表への意気込み】
首都圏の経済状況を解き明かします。

【発表の見どころ】
エクセルを用いた計算を利用した分析結果のグラフ
での表現。

【発表タイトル】 【フリースペース】
東京とその近隣県の経済構造の分析

２人

公開を希望する学年に○をつけてください

1年　・　２年　・　３年　・　４年　・　全学年
【テーマ設定理由】
春学期の間に勉強した産業連関分析を用いて、私た
ちが暮らす首都圏の経済がどのようになっているの
かに興味を持ち、このテーマを設定しました。

【発表内容・形式】

ロヒンギャ問題の現状と政治体制の関わり、問題改
善のために必要なことを多くの人に知ってもらいた
い。

【発表の見どころ】
4章の結論。ミャンマー政府が軍政を継続する場合と
民政が復活する場合の2点に分け、ロヒンギャ問題
改善のための提言を執筆した。
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【製作人数】

【対象学年】

【製作人数】

【対象学年】

【1136教室】
ゼミ名：オオタカ/キョウドウクミアイガク 担当教員名：オオタカケンドウ

ゼミナール紹介

電車通学がチーム全員に共通する身近な問題であり、ま
た、近年コロナ禍でのリモートワークへの移行によって、ど
のような変化が起きたのか調べたいと思ったからです。

【1144教室】

1年　・　２年　・　３年　・　４年　・　全学年
【テーマ設定理由】
コロナ禍下の2020年12月に「労働者協同組合法」が成立し、今
年10月1日に施行されます。労働者協同組合（ワーカーズコー
プ）とはどのような組織で、どのような働き方を追求しているの
か？その実践について学びたいと考えました。

【発表内容・形式】
都内の三つのワーカーズ事業所の事例を紹介したうえで、
ワーカーズが大切にしている「話し合い」の文化の実態と
課題について報告します。ゼミの日常の紹介もします！

皆さんに普段のゼミ内での発表の雰囲気をお伝えできる
ように、緊張せず頑張ります。12月に最終発表する論文で
もあるので、しっかり発表を頑張りたいと思います！

【発表の見どころ】
皆さんにも共通するテーマなので、共感してもらえる
内容になっていると思います。ぜひ、楽しく聞いてみ
てください！

公共経済学・社会保障論ゼミ 加藤久和
【発表タイトル】 【フリースペース】
満員電車の緩和

６人
私たち17期は、12人で活動しています。そのう
ち２人は交換留学先（アメリカ・台湾）で頑張っ
ています！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　３年次ではISFJ（日本政策学生会議）に
提出する論文をチームを組んで執筆することが
主な活動です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　実証分析が難しいですが、お茶目で優しい加
藤先生からアドバイスをいただいて、12月の政
策フォーラムでの最終発表に向けて奮闘中で
す！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年2回ほど
の合宿に加えて、ゼミ生で一緒に出かけたりご
飯を食べたりと、オンオフを切り替えながら勉強
も遊びも楽しんでいます。　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　ガクチカと思い出どち
らも欲しい欲張りな２年生の方、加藤久和ゼミ
一同お待ちしています！

公開を希望する学年に○をつけてください

1年　・　２年　・　３年　・　４年　・　全学年
【テーマ設定理由】

【発表内容・形式】
ISFJ（日本政策学生会議）に提出する論文につい
て、パワーポイントにまとめて発表させていただきま
す。

【発表への意気込み】

【発表への意気込み】
大高ゼミの研究の集大成として、4年生一丸となって
発表をお届けします！どうぞご期待ください！

【発表の見どころ】
『NHKクローズアップ現代プラス』（2021年5月26日放送）で
も取り上げられるほど注目を集めている協同労働につい
ての魅力をお伝えします！　【大高先生スタジオ生出演】

ゼミ名： 担当教員名：

大高ゼミ/協同組合学ゼミ 大高 研道 教授
【発表タイトル】 【フリースペース】

君たちはどう働く？ １２人
4年生12名と大高先生で和気藹々と活動してい
ます！

公開を希望する学年に○をつけてください
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【製作人数】

【対象学年】

【製作人数】

【対象学年】

【1145教室】
ゼミ名： 担当教員名：

ゼミナール紹介

【1146教室】

中小企業論 森下　正
【発表タイトル】 【フリースペース】

ゼミ名： 担当教員名：

重田ゼミ 重田園江 教授

我が国の中小企業の持続的発展に資
する取組 18人

私たちのゼミナールでは中小企業へのヒアリン
グ調査や様々な地域への視察調査などを行っ
ており、企業の実態、現場の現実を直に体験で
きます！更に、学問的にも中小企業を学ぶこと
により、中小企業や中小企業を取り巻く経済状
況について、多面的に見ることができるように
なります！

公開を希望する学年に○をつけてください

1年　・　２年　・　３年　・　４年　・　全学年
【テーマ設定理由】
ゼミナールの研究テーマである中小企業についての
研究に関する取組について知ってほしい。

【発表内容・形式】
日本の中小企業が直面している課題に対する解決
策の提示
パワーポイントによる発表

【発表への意気込み】

PPTを用いた発表

【発表への意気込み】

ありあまる情報量！
飽きさせないプレゼンで、あなたの日常「生と死」への

考え方を変えちゃいます。

【発表の見どころ】

ゆるっと「現代思想」を体感できます！
発表者だけでなく、聴きながら様々な思考をするゼミ生と、

それを見守る重田先生にもご注目ください！

【発表タイトル】 【フリースペース】

サークル・オブ・ライフ
～優生思想に見る生権力～ １９人

公開を希望する学年に○をつけてください

1年　・　２年　・　３年　・　４年　・　全学年
【テーマ設定理由】

ゼミ生の関心度高めテーマ「生と死」を
現代思想ゼミならではの切り口で深掘りすべく、

優生思想や生権力に着目しました。

【発表内容・形式】

私たちのゼミナールで行っている研究や学習内容に
ついて、わかりやすくお伝えできるように頑張りま
す！

【発表の見どころ】
中小企業がどのように苦境を乗り越えているのかが
わかります！

明日10/24(月)３,４限「国葬」オープンゼミ！(^^)
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【製作人数】

【対象学年】

【製作人数】

【対象学年】

【1154教室】

ゼミナール紹介

社会のいろいろな「あたりまえ」が崩れてゆく中で、わたした
ちはどのように生きたらよいのか。そのヒントとして「アナキ
ズム」を中心に議論してきました。成果の一端をご紹介でき
たらと思います。

【1155教室】

1年　・　２年　・　３年　・　４年　・　全学年

ゼミ名：

【テーマ設定理由】
変化の激しい現代において、次世代トレンドメディアとして
注目されている「メタバース」を様々な角度から研究するこ
とで、技術に対する正しい見方を身に着けたいと考えたた
め。
【発表内容・形式】
スライドを用いた口頭説明

アナキズムに対する見方を変えたいと思います。

【発表の見どころ】
政治、経済、社会、民主主義、資本主義、国民、国家
etc…政治経済学部で学ぶあれこれを根底から疑え
るような発表をします。

佐久間ゼミ 佐久間寛
【発表タイトル】 【フリースペース】
アナキズムという生き方

6人

公開を希望する学年に○をつけてください

1年　・　２年　・　３年　・　４年　・　全学年
【テーマ設定理由】

【発表内容・形式】
プレゼンテーション

【発表への意気込み】

【発表への意気込み】
SNSは娯楽だけでなく、活用すれば社会をも変えるこ
とができる！ということを示し、皆さんのSNSへのとら
え方を変えて見せます！

【発表の見どころ】
「福祉」「イベント」「ゲーム」「観光」の4つの班がそれぞれメ
タバースについて幅広い活用法を紹介し、そこに込められ
ている意図や想いから、SNSの可能性を検討します。

ゼミ名： 担当教員名：

担当教員名：

竹下ゼミナール 竹下俊郎教授
【発表タイトル】 【フリースペース】
メタバースで社会はどう変わるのか

１４人

公開を希望する学年に○をつけてください
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【製作人数】

【対象学年】

【製作人数】

【対象学年】

【1164教室】

ゼミナール紹介

【1165教室】

ゼミ名： 担当教員名：

奥山誠ゼミナール 奥山誠
【発表タイトル】 【フリースペース】

担当教員名：

原ひろみゼミ 原ひろみ

コロナ禍の日本経済を経済学説で診断する
　　　　　　～ケインズを事例に～ ５人

奥山誠ゼミナール　7期生・8期生　

ゼミナール発表会へ向けて作業している様子

公開を希望する学年に○をつけてください

1年　・　２年　・　３年　・　４年　・　全学年
【テーマ設定理由】
経済思想のゼミなので、20世紀を代表する経済学者である
ケインズの理論に着目したうえで、現代日本のデフレ脱却
政策を分析してみようと考え、このテーマを設定しました。

【発表内容・形式】
ケインズの理論と日本経済の現状を踏まえながら、アベノミ
クスやGotoキャンペーンを評価した発表です。発表の形式
はPowerPointによる資料提示型となります。

【発表への意気込み】

パワーポイントを使用したプレゼン形式。

【発表への意気込み】
今年開講したゼミなので多くの人に存在を認知してもらえる
ようゼミ生一丸となって春学期から準備してきました。皆さ
んの身近なテーマになっているので発表を楽しんで貰って
いて欲しいです。
【発表の見どころ】
3年生になってゼミ生全員で初めて学んだ計量分析
を用いた発表となっています。これから就活を行う自
分達にとっても有意義な研究になったと思います。

【発表タイトル】 【フリースペース】
学部によって男女比率が違うのはなぜ
か？ ９人

公開を希望する学年に○をつけてください

1年　・　２年　・　３年　・　４年　・　全学年
【テーマ設定理由】
文系学部と理系学部では男女比率が大きく異なることに対
し疑問を持ち、この現象には経済的、キャリア的インセン
ティブがあるかもしれないと思い設定した。

【発表内容・形式】

私達は卒論演習で、ケインズについての概説書や先輩の
卒論を読み込むことで、彼の不況に関する理論について理
解を深めてきました。今回の発表はその集大成となりま
す。
【発表の見どころ】
過去の経済学者の思想がどのように現代の政策で貢献を
果たし、現代社会の問題を解決するためのヒントとなってい
るのかといった点に注目してほしいです。

ゼミ名：
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【製作人数】

【製作人数】

【対象学年】

③１４：５０～１５：３０

【1134教室】

ゼミナール紹介

【1135教室】

ゼミ名： 担当教員名：

小野島ゼミ 小野島 真
【発表タイトル】 【フリースペース】
長野市の水害による財政への影響と行
政の役割分担 6人

　小野島ゼミでは、財政政策を学んでいます。3年生
は政治学科1人、経済学科12人の計13人で活動して
おり、現在はゼミナール発表会での発表と、政経セミ
ナーへの論文掲載に向けて、準備を進めています。
政経セミナーに掲載予定の論文のテーマは「スポー
ツ政策と長野五輪施設問題」であり、今回発表する
テーマも長野市に焦点を当てているため、今年は長
野市へのゼミ合宿を予定していました。感染症拡大
の影響でゼミ合宿は実現しませんでしたが、長野市
役所の方にご協力いただき、オンラインで講演をして
頂きました。実際に現地の方にお話し頂くことで、各
グループの研究がより深まりました。このように小野
島ゼミではグループ活動を通して、お互いに高め合
いながら活動しており、ゼミ全体としても仲良く、楽し
く活動しています。

公開を希望する学年に○をつけてください

1年　・　２年　・　３年　・　４年　・　全学年
【テーマ設定理由】
　長野市は令和元年に発生した東日本台風災害で甚大な被害を受けまし
た。その際の財政状況を考えるとともに、国・県・市の復興・防災に関する
役割分担の実態を把握して、今後の水害対策を考えていくために、このよ
うなテーマを設定しました。

【発表内容・形式】

ゼミ内で行った利用調査と、同じく映像や音楽を扱う
レンタルサービスとを比較した調査を行ったことが、こ
の発表の見どころとなっています。

【テーマ設定理由】
近年、急速に流行し始めて私たちも含め多くの人が
利用している一方で、問題点に関しても話題になるこ
とがあるので、調べることにしました。

【発表内容・形式】
これまで私たちが調べてきたことをスライドショーにし
てお話します。

【発表への意気込み】
発表を見るみなさんにとっても比較的身近な話題だと
思うので、自分の場合を思い浮かべたりしながら聞い
てもらえると嬉しいです。

担当教員名：

浅井澄子　ゼミナール　〔産業組織論〕 浅井澄子
【発表タイトル】 【フリースペース】
コンテンツ配信サブスクリプションの課
題と解決策 １０人

今年度の浅井ゼミの3年生は、男子７人女子３人の
計10人で活動を行なっています。研究テーマは産業
組織論で、学んだツールを使用し、情報産業を対象
とした経済分析を行います。
3年生では政経セミナーに提出する共同論文を主に
作成します。今年度は新型コロナウイルスの影響
で、1.2年次に共同作業を行うことが少なかったの
で、ゼミ生ほぼ全員が初めてのグループワークとな
りました。卒業論文のテーマは、情報産業に限定さ
れず各自の興味によって自由に設定できます。浅井
ゼミは、論文テーマやサブゼミ・ゼミ合宿の開催など
を学生が自由に決めることができ、学生の主体性が
尊重されるところが特徴です。
年間の活動内容の概要として、3年生の4月からゼミ
が始まり6月までには政経セミナーのテーマをゼミ生
全員で考えます。夏休みには任意でゼミ合宿や四年
生の先輩との合同イベントも開催できます。10月ま
でに政経セミナーに提出する論文を完成させ、10月
後半に学部全体の発表会で発表をします。
浅井ゼミについてもっと知りたい方はぜひオンライン
座談会にお越しください。SNSはInstagramとTwitter
を開設していて、浅井ゼミのより詳しい情報やゼミ生
について紹介しています。また、座談会の日程等も
SNSで発信しているので、ぜひフォローして最新情報
をゲットしてください。

公開を希望する学年に○をつけてください

【発表の見どころ】

1年　・　２年　・　３年　・　４年　・　全学年

　令和元年東日本台風災害を中心とした、長野市の被害実態と治水の歴
史を簡単にまとめ、各行政の役割やソフト面での課題を提示します。そし
て被害予測も踏まえて、今後行うべき水害対策について言及していきま
す。

【発表への意気込み】
　災害が発生すると、被害状況やその規模、被害者遺族のその後が多くのメディアで
取り上げられています。復旧・復興や二次災害の防止、防災対策は長期化が予想さ
れ、すぐに成果が現れるものではないため、その実態について考える機会は少ない
のではないでしょうか。そこで今回設定したテーマを通じて、皆様にも一緒に考えて頂
けるように、研究した成果を十分に発揮できるよう、精一杯努めます。

【発表の見どころ】
　東日本台風災害は令和元年に発生した、記憶に新しい災害です。災害による財政
への影響は長期化することが予想される中で、今後の防災、水害対策への働きかけ
も同時に進めなければいけません。各行政の役割も考えながら、財政の面から見た
水害対策について考える良い機会になるのではないでしょうか。

ゼミ名：
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【製作人数】

【対象学年】

【製作人数】

【対象学年】

【1136教室】

ゼミナール紹介

　
私たちの研究テーマはFintechです！

Fintechとはfinance(金融)と technology(技術)を組み
わせた言葉で、金融サービスと情報技術を結びつけ
た革新的な分野です。

主に、電子マネーやQRコード決済などのキャッシュ
レス決済がその1つです。私たちはこの他にも暗号
資産やブロックチェーン、CBDC、InsurtechやESG投
資など新しい金融などについても学んでいます。

その中でも私たちはブロックチェーンについて発表し
ます。今後、金融業界だけでなく物流業界、環境整
備などさまざまな業界や事柄に影響を与えるブロッ
クチェーン。知っておくべき一押しの研究です！

少しでも興味がある方は是非発表を見に来てくださ
い！

公開を希望する学年に○をつけてください

1年　・　２年　・　３年　・　４年　・　全学年
【テーマ設定理由】
ゼミ活動において新しい金融や最先端の技術を学ぶ中でインター
ネット以来の革命といわれるブロックチェーンに興味を持った。そ
のブロックチェーンの今後の可能性について学び、皆さんに広め
ようと考えたため。

【1144教室】

ゼミ名：コバヤカワゼミナール 担当教員名：

小早川ゼミナール 小早川周司先生
【発表タイトル】 【フリースペース】
ブロックチェーン

6人

【発表タイトル】 【フリースペース】

【発表内容・形式】
・ブロックチェーンとは何か　・暗号資産　・NFT　
・サプライチェーンへの応用　・トレーサビリティへの応用
プレゼンテーション形式

【発表への意気込み】
複雑でわかりにくいといわれるブロックチェーンについて初
めてブロックチェーンについて触れる人にも分かりやすく説
明出来るように心がけます。

【発表の見どころ】
ブロックチェーンや暗号資産は難しく聞こえるかもしれませんが、
分かりやすく楽しく発表させていただきます。お気軽にお越しくだ
さい。

生理に嫌悪感のある人もない人も、考えたこともなかったと
いう人も、性別・年齢関係なく新たな発見をしてもらえる機
会となるように努めてまいります。

【発表の見どころ】
身近でありながら、なかなか語られることのない「生
理」について、タブー意識を掘り下げることで、何が見
えてくるのか、ご期待ください！

性のタブー～生理についての調査から
～ 12人

公開を希望する学年に○をつけてください

1年　・　２年　・　３年　・　４年　・　全学年
【テーマ設定理由】
「生理って話づらい？」「ナプキンを買うとき、人目をはばか
る？」ただの身体現象として片付けられない生理のタブー
意識は、何によって形成されているのか、疑問に思いまし
た。
【発表内容・形式】
初潮のときの話、男性・父親の生理への意識、家族の関係性で
変わる意識など、様々な関係性で生じるタブー意識についての聞
き取り調査をもとに、文化人類学✕ジェンダーの切り口から考察
します。

【発表への意気込み】

ゼミ名： 担当教員名：

碇ゼミナール 碇陽子

碇ゼミは

「他者理解を通して、自分自身の当たり前を疑う」

という文化人類学の思考法をもとに、主にジェン

ダー・セクシュアリティについて研究しています！

2022年9月 ゼミ合宿にて（5期・6期）

12



【製作人数】

【対象学年】

【製作人数】

【対象学年】

ゼミナール紹介

【1145教室】

【1146教室】

ゼミ名： 担当教員名：

星野ゼミナール（財政学） 星野泉
【発表タイトル】 【フリースペース】
長野市の財政と展望

担当教員名：

牛山ゼミ 牛山久仁彦

14人
長野市役所で荻原市長、西澤副市長に表敬訪
問した際の写真です。長野県立大学の学生と
共に,市長と副市長のお二人にお話を伺いまし
た。

公開を希望する学年に○をつけてください

1年　・　２年　・　３年　・　４年　・　全学年
【テーマ設定理由】
地方自治体の中でも、人口20万人以上で住民に身近な行
政を行う中核市の財政や将来展望に着目し、実際にどう
いった行政が行われているのかを体感するため長野市に
調査に行きました。
【発表内容・形式】
長野市の将来展望に関する研究内容をPowerPoint
を用いて、発表します。

【発表への意気込み】
ゼミ生みんなで力を合わせて頑張りたいと思います。
よろしくお願いいたします。

　パワーポイントを使い、楢葉町のいまを伝えなが
ら、私たちの考える地域再生について発表していきま
す。

【発表への意気込み】
　志願したメンバーで楢葉町に向かい、現地でも大学でも
議論を続けてきました。納得のいくものができたと自負して
います！

【発表の見どころ】
　大学に居ては分からない、生の情報や現場の声に触れ
てきました。その一端をお届けしたいと思っています。

【発表タイトル】 【フリースペース】
「福島県楢葉町～復興のまちからみる
地域再生～」 15人

　やるときはやる！遊ぶときは遊ぶ！とメリハリ
がついた人たちが集まったゼミです！和やかな
雰囲気の中、地方自治や行政学について研究
しています。公務員志望も民間志望もほぼ同数
いるので、様々な視点から活発な議論をするこ
とができました！

公開を希望する学年に○をつけてください

1年　・　２年　・　３年　・　４年　・　全学年
【テーマ設定理由】
　「震災からの復興」という特殊なまちおこしに関わら
せていただける機会を得たので、楢葉町がさらに発
展するお手伝いをしようと考えてこのテーマにしまし
た。
【発表内容・形式】

【発表の見どころ】
長野市でのフィールドワークで直接得た知識を基に、私たちが考
えた長野市の将来展望に関する研究成果を発表します。

ゼミ名：
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【製作人数】

【対象学年】

【製作人数】

【対象学年】

ゼミナール紹介

　少子化や高齢化による人口減少が深刻化している今日、多くの消滅可能都市の名
が上がっている。そんな中、私たちは中山間地域でありながら、移住者が増えてお
り、着実に人を惹きつけている旧藤野町を見つけた。そんな旧藤野町ではだれがど
のようにして持続可能なまちづくりを行い成功させてきたのか、またこれまでの苦労
や今後の課題等を調べることした。

【1155教室】

【1154教室】

1年　・　２年　・　３年　・　４年　・　全学年

ゼミ名：

【テーマ設定理由】
当ゼミでは、市場経済社会における「消費」の問題を取り
扱っています。今年度は消費におけるエコをテーマとして活
動を進めており、その成果を発表します。

【発表内容・形式】
発表内容：エコ消費、環境汚染、サステイナブルファッショ
ン、フードロス、グリーンウォッシュ
発表形式：PowerPoint

　私たちは今回取り上げた藤野という地域についてゼミ生全員が強く関心を持ち、今
回のゼミナール発表会に向けて準備を進めてきました。6人全員で協力して調べて発
表するのは今回が初めてです。とても緊張しますが、これまで一生懸命取り組んでき
た成果を見ていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。

【発表の見どころ】
　私たちは、今回フィールドワークによる調査に力を入れました。そこで、現地に行か
ないと分からない藤野の雰囲気を知れたり、現地の方々のお話なども伺うことができ
たりしました。発表内でそれらについてもちろん紹介させていただきますので、楽しみ
にしていただきたいと思います。

飯嶋ゼミ 飯嶋曜子
【発表タイトル】 【フリースペース】
旧藤野町（神奈川県相模原市）のまち
づくり ６人

　飯嶋ゼミの研究テーマは地域政策とまちづく
りです。これまでは地域調査の手法とフィール
ドワーク中心の活動を行ってきました。一昨年
から去年にかけてはコロナ禍の影響もあり規模
を縮小してフィールドワークを行いましたが、今
年度から徐々にフィールドワークも増えてきまし
た。私たちは地理学的に地域をみることを心が
けており、常にGoogleマップを片手に巡検して
います！
　しかし、もちろん今後も情勢によって判断して
いくことになります。そのような状況にある中
で、オンラインを駆使した地域調査も進めてい
ます。任意の地域を班ごとに設定し、統計デー
タや地図を用いて地域を深く分析することがで
き、自分達が気になったことを深く追求できま
す。 
  私たちゼミ生6人は明るく落ち着いた雰囲気を
持っており、穏やかでとても気さくな飯嶋先生を
はじめ、真面目かつ楽しく今回のゼミナール発
表会に向けて準備してきました。一生懸命発表
しますのでご清聴いただけますと幸いです。

公開を希望する学年に○をつけてください

1年　・　２年　・　３年　・　４年　・　全学年
【テーマ設定理由】

【発表内容・形式】
　旧藤野町のまちづくりに関する取り組みや、その担い手につい
てなどを市町村合併後など時代の変遷にあわせて見ていく。その
中で出てきたいくつかの取り組みについても詳しく紹介していく。

【発表への意気込み】

【発表への意気込み】
エコと消費についてグループワークで班ごとにテーマを設
定し考察を進めてきました。日々の活動で培ったプレゼン
力を発揮したいと思います！

【発表の見どころ】
身近な消費や近年話題となっている環境問題に着目して
います。ゼミ生出演の動画やアンケートなどを発表に取り
入れて、エコ消費やこれからの展望について考察しました。

ゼミ名： 担当教員名：

担当教員名：

高橋信勝ゼミ 高橋信勝
【発表タイトル】 【フリースペース】

エコ消費の光と影 16人

↑ゼミナール発表会の準備の様子
ゼミ一丸となって取り組んでいます！！

ゼミ生から一言
エコという身近なものに対して徹底的に調べま
した。ぜひご覧ください！（Y・T）
ゼミ一丸となってエコについて掘り下げました。
ぜひ多くの方々に見ていただきたいです！（N・
S）

公開を希望する学年に○をつけてください

14



【製作人数】

【対象学年】

【製作人数】

【対象学年】

ゼミナール紹介

【1164教室】

【1165教室】

ゼミ名： 担当教員名：

開発経済学ゼミナール 末永啓一郎　先生
【発表タイトル】 【フリースペース】

担当教員名：

後藤ゼミ 後藤光将

タイの経済発展について
8人

公開を希望する学年に○をつけてください

1年　・　２年　・　３年　・　４年　・　全学年
【テーマ設定理由】
経済格差の大きいタイの経済問題について関心が
あったから。

【発表内容・形式】
パワーポイントを使い、執筆中の論文の内容を発表
します。

【発表への意気込み】

10/29.30に行われるSPJに向けただの事前発表。　　　
　　　　　　３グループがパワーポイントを用いて発表。
練習です。

【発表への意気込み】

提言内容がしっかり伝わるように頑張ります!いぇい！

【発表の見どころ】

3グループそれぞれ異なるテーマで発表します。

【発表タイトル】 【フリースペース】

SPJ　事前発表 １５人

公開を希望する学年に○をつけてください

1年　・　２年　・　３年　・　４年　・　全学年
【テーマ設定理由】

後藤ゼミ３年生は毎年、スポーツ政策提言コンペ（SPJ）に
参加しており、どのような取り組みをしているか知ってもらう
ため。（（知りたいですよね！！

【発表内容・形式】

研究成果をしっかり発表しつつも、皆さんに分かりや
すく面白いと思っていただけるように頑張ります！

【発表の見どころ】
私たちが実際にタイに行って調査したことを基に研究
を行いました。写真なども併せてお楽しみください！

ゼミ名：
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④１５：４５～１６：２５

【製作人数】

【対象学年】

【製作人数】

【対象学年】

【1134教室】

【1135教室】

ゼミ名： 担当教員名：

比較社会学 加藤彰彦
【発表タイトル】 【フリースペース】
まちづくり×ひとづくり―――地域の持
続可能性を高める １２人

公開を希望する学年に○をつけてください

1年　・　２年　・　３年　・　４年　・　全学年
【テーマ設定理由】
私たちのゼミの看板である比較社会学的な観点のもとで、今後さ
らに加速する人口減少社会へ向けて、ローカル地域の持続可能
性を高めるようなエリアマネジメントを、実際の事例を比較検討し
ながら研究したいと考えたから。

【発表内容・形式】

実際のディベートと同じ流れで行います。
皆さんもどちらが試合を有利に進めたか、自分ならどのように話
すか、一緒に考えてみましょう！

【テーマ設定理由】
インフレと円安の進行が問題になる中、日銀は引き締めを
行って現在の状況の改善を試みるのか、緩和を維持するこ
とで経済成長を促すのかが注目に値するため。

【発表内容・形式】

①ゼミ紹介 ②ディベート ③今後のご案内

【発表への意気込み】
武田ゼミで培われてきたリサーチ力やプレゼン力などを基
に白熱した試合を行い、皆様にディベートの楽しさをお伝え
したいと思います！

担当教員名：

武田ゼミ 武田巧教授
【発表タイトル】 【フリースペース】

日銀は可及的速やかに量的引き締
めに舵を切れ 6人

　「グローバル化が進む中で
   　　日本経済をいかに元気にするか」
　　このテーマについて、
　　　財政・金融・環境・労働など様々な分野から、
　　　　　ディベートやディスカッションを通して
　　　　　　　　学んでいきます！

　　　　　　〜ディベートの流れ〜
　　　①立論（5分）/Q&A（2分）/聴衆質問（３分）
　　　　互いの主張を伝え、論点を見つける。
　　　②リバトル（5分ずつ）
　　　　論点の整理・互いの議論を深める。
　　　③サマリー（3分ずつ）+E4
　　　　議論をまとめ、意見を再主張する。
　　　④投票

詳しい情報は下記SNS・HPをチェックして下さい！

Twitter :@takedasemi2022
Instagram:takedasemi2022
HP:http://www.isc.meiji.ac.jp/~tksemi/hp/index.html

公開を希望する学年に○をつけてください

【発表の見どころ】

1年　・　２年　・　３年　・　４年　・　全学年

夏に行ったフィールドワーク（FW）の事例報告。まちづくりのハード面・ソフ
ト面・人材の獲得と教育に着目しながら、5つの地域活性化事業を紹介し
た上で、ローカル地域の持続可能性を高める方法に関する私たちの結論
を発表します。パワーポイントを使用。

【発表への意気込み】
今回私たち加藤ゼミ15期は、東北地方の5箇所でFWとヒアリング
調査を行いました。各調査地で得た知見をゼミ生で共有し、テー
マに対する解像度を高めてきました。皆様にその成果を見ていた
だければ幸いです。

【発表の見どころ】
夏に行ったFWの事例報告がメインとなっています。統一された
テーマに対し、異なる複数観点からアプローチを行ったため、一
貫性がありながらも、多角的な内容の発表に仕上がっていると思
います！

ゼミ名：

ゼミTを着て先生の誕生日をお祝い！

ゼミ合宿で更に仲が深まりました！
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【製作人数】

【対象学年】

【製作人数】

【対象学年】

ゼミナール紹介

【1136教室】

公開を希望する学年に○をつけてください

1年　・　２年　・　３年　・　４年　・　全学年
【テーマ設定理由】
日本の証券市場は市場規模はかつて非常に大きかったがアジア
新興国に後塵を拝し市場さらに活性化させる必要がある。「貯蓄
から資産へ」の動きのなかで企業、家計、社会の便益の観点から
どのような施策が必要か論じます！

【1144教室】

ゼミ名： 担当教員名：

勝悦子・国際金融論ゼミナール 勝　悦子教授
【発表タイトル】 【フリースペース】
日本の証券市場の現状と課題
～発行・流通市場双方の活性化の観点から～ 6人

【発表タイトル】 【フリースペース】

【発表内容・形式】
本報告は証券市場の現状と課題から証券市場活性化の方策を
探ります。東証の市場再編、TOPIXのあり方、日本の取引所の構
造的な課題、資金調達の日米比較など様々な観点から日本の金
融市場の課題を浮き彫りにします。

【発表への意気込み】
私たち勝ゼミナールは、国際金融論、世界経済の研究を通して証
券市場についての理解を深めてきました。その研究で培った知識
を確認し、披露する場として、今回のゼミナール発表を行いたいと
考えています！

【発表の見どころ】
この発表で、日本の証券市場の現状と課題がざっくりと理解でき
るのではないかと期待します。見どころは、東証市場再編、資金
調達、ベンチマークなどの論点から、私たち独自の解決策を論じ
る点です。宜しくお願いします！！

性暴力の被害者である女性のみならず加害者である“男
性”に目を向けることにより、“男らしさ”がはらむ問題点と、
その解決に向けての新たな展望を示せるよう努めたい。

【発表の見どころ】
ドイツ近現代史を専門とする水戸部先生の指導のもと、日
本だけでなく、比較対象国であるドイツについてもしっかり
調べ、ドイツから日本を逆照射しているところ。

“男らしさ”はどう作られるのか
ー日独の戦時性暴力の比較から探るー 10人

<活動内容>水戸部ゼミでは、年度始めにみんなで研究
テーマを決定します。そして毎回全員が日本語文献の要
約や英語文献の和訳を作成し、それを元に議論をすすめ
ていきます。今年度は第二次大戦期に見る性暴力と「男ら
しさ」の関係性をテーマに議論してきました。

＜外書研究＞主にジェンダーやセクシュアリティに関する
本を輪読します。今年は、ナチ期の強制収容所内に存在
した売春宿に関する文献を読みました。

＜日本語文献＞まず、男性学の専門家である多賀太先
生の『ジェンダーで読み解く：男性の働き方・暮らし方』から
男性の生きづらさを学び、続けてR. リオジエ『男性性の探
求』、A. コルバン『男らしさの歴史Ⅲ』などを通じて、これか
らの社会を生きる男性たちにとっての新たな家族関係や
働き方について議論しました。

＜合同合宿＞９月には３・４年合同で、軽井沢にてゼミ合
宿を行いました。広大な自然に囲まれながら、３年生は
『政経セミナー』投稿に向けての発表、４年生は卒業論文
の内容と進捗状況について報告しました。

公開を希望する学年に○をつけてください

1年　・　２年　・　３年　・　４年　・　全学年
【テーマ設定理由】
ウクライナ戦争で問題化している性暴力はなぜ起こるの
か。第二次大戦中の性暴力を例に“男らしさ”の観点から原
因を探り、さらに現代の“男らしさ”との共通点を示唆するた
め。
【発表内容・形式】
第1章では日本の、第2章ではドイツの戦時性暴力の実態
および買春を通じて“男らしさ”が作られるプロセスを、第3
章の日独比較では、両国の共通点・相違点を明らかにす
る。
【発表への意気込み】

ゼミ名： 担当教員名：

水戸部ゼミナール 水戸部由枝

普段の雰囲気は、オンとオフの切り替えがしっかり

していて、個性豊かなメンバーがゼミを盛り上げて

います！また、少人数でチームを組んで様々な大

会に参加する事も多く、勝ゼミならではの親密なコ

ミュニティが作れるはずです！

サブゼミでは、日本経済新聞主催の円ドルダー

ビーやBloomberg社が主催するESG投資コンテスト、

複数のテーマに分かれて論文執筆・討論を行う証

券ゼミナール大会などに出場します。それ以外にも

１年を通して、合宿やOB会など様々なイベントを開

催しているので、充実したゼミ生活になること間違

いなしです！

2022年9月の夏合宿＠清里
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【製作人数】

【対象学年】

【製作人数】

【対象学年】

ゼミ名： 担当教員名：

廣松ゼミ 廣松悟教授

ゼミナール紹介

【1145教室】

地域発展と危機管理
14人

1年　・　２年　・　３年　・　４年　・　全学年
【テーマ設定理由】
災害、環境問題、コロナによる観光客の減少等、
様々な機器に対する地域の対応策や今後の発展に
関して研究するために、このテーマを設定しました。

【発表内容・形式】
経済班、地域行政班、グローバル危機管理班に分か
れ、春学期中の研究・調査、長野県上田市で行った
ゼミ合宿での調査内容について発表します。

【発表への意気込み】
2日間の合宿では市内の観察や各所でのヒアリングを通し
て充実した調査を行うことができました。各班の調査内容を
しっかりと発表できるように頑張ります。

【発表の見どころ】
各班で全く異なるテーマに関して調査を行なっている
ため、どのようなテーマを設定し、どのような調査を行
なっているかに注目して頂きたいです。

【1146教室】
ゼミ名： 担当教員名：

荒木淳子ゼミナール 荒木淳子
【発表タイトル】 【フリースペース】

①理想の上司への道
②社員のストレス解消

【発表の見どころ】
現役社員に直接インタビューをし、500人を超える方の協力
を頂いてアンケートを実施しました。リアルな声を交えた研
究をぜひお聴きください！

10人
●指導教員及びゼミ生の紹介
[ 荒木先生 ]
2020 年度より、明治大学政治経済学部の専任
准教授に。学習研究、産業心理学の視点から
主体的なキャリア形成を支える学習、組織、社
会のあり方について研究しています。
[ ゼミ生 ]
男子４人、女子６人の合計１０人で活動してい
ます。 アルバイト、サークル活動、留学、就活
やインターンシップ とも両立してゼミ活動に励
んでいます。コロナで 本格的な対面での活動
をした最初の代なので、様々な新しいことに挑
戦しています。入ってきてくれる４期生の皆さん
と一緒に明るくて楽しい荒木淳子ゼミを作り上
げていきたいです！

公開を希望する学年に○をつけてください

1年　・　２年　・　３年　・　４年　・　全学年
【テーマ設定理由】
建設コンサルティング会社Aの人事調査の結果から、30代～40代
中堅社員の職務満足度が低いことが気になり、①上司のマネジメ
ント力、②仕事の不満や社内のコミュニケーション不足、が原因で
は？と仮説を立て、調査・分析を行いました。

【発表内容・形式】
アンケートとインタビューの結果から、①部下の職務満足度を上
げられる上司の定義、上司の負担を減らすための施策、②30代
～40代の社員が抱えている問題とその問題解決施策について発
表します。

【発表への意気込み】
創設3年目の新しいゼミのため、対面でのゼミナール発表
会に参加するのは初めてとなります！緊張しますが、フレッ
シュに頑張ります！自分達の提案で企業をより良くしたい
です！

【発表タイトル】 【フリースペース】

公開を希望する学年に○をつけてください

楽しむときは楽し

み、やるときはやる。

メリハリを大切にし

て活動していま

す！
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【製作人数】

【対象学年】

【製作人数】

【対象学年】

【1154教室】

ゼミナール紹介

【1155教室】

ゼミ名： 担当教員名：

飯田ゼミ 飯田　泰之
【発表タイトル】 【フリースペース】

政経セミナーに向けた研究報告 １７　　人

大森正之
【発表タイトル】 【フリースペース】

＜各班の発表内容＞
 A班　リニア中央新幹線の開業は駅周辺の地価に
 　　　 影響を与えるか
 B班　地価動向から最適な団地再生手法を導出する
 C班　価格変動のツール作成と産業連関表の見方
 D班　政治の意識調査から投票の傾向を探る

＜飯田ゼミの紹介＞
　経済の学びを、日本経済に実践することを目標に、経済
理論とデータ分析の両方を学んでいます。
　普段のゼミ活動では、班ごとに専門書を読み進め、その
内容をプレゼンテーションで発表します。知識だけでなく資
料作成にも力を入れているため、ゼミを通じてビジネスに
応用できる思考の型を身に着けられます。

　ゼミについての詳細な情報は、ホームページ(左)や
Instagram(中央)、Twitter(右)などで発信しています！ 
 
少しでも興味を持った方はぜひ覗いてみてください‼

公開を希望する学年に○をつけてください

1年　・　２年　・　３年　・　４年　・　全学年
【テーマ設定理由】

　データ分析を用いて、各班が興味のあるテーマを研
究しました。

【発表内容・形式】

　対面実施を予定/パワーポイント資料を使用

【発表への意気込み】

　ゼミ活動をスタートさせてから初めての大きな研究
なので、頑張ります！

【発表の見どころ】

我々は東京ビッグサイトで行われる環境系展示会エコプロ
ダクツ展に向けて研究を進めています。社会人にも劣らな
い発表になっていると自負していますのでご期待ください。

【発表の見どころ】
我々は視察や質問状の送付をはじめとした調査を行
い、最前線のデータを集めたうえで解決策を導いて
います。

環境経済学研究の先端のテーマである脱炭素
についての４つのグループ研究成果 １１人

下記の4つのグループ研究から最も発表会にふさわ
しいテーマの研究成果を２つ選んでプレゼンテーショ
ンします。
①　「中古車輸入国でのEPRを果たすための国際的　
　　　枠組みの検討」

②　「ソーラーシェアリングを活用し耕作放棄地を減
　　　少させる」

③　「日本での浮体式洋上風力の普及は地域経済
　　　を活性化するか」

④　「自動車の非所有はエコノミーとエコロジーを両
　　　立できるのか」 

写真：去年のエコプロダクツ展の様子

公開を希望する学年に○をつけてください

1年　・　２年　・　３年　・　４年　・　全学年
【テーマ設定理由】
大森ゼミでは環境経済学を学んでいます。環境問題、特に
脱炭素に関する企業や自治体の取り組みの中で、これか
ら普及することが見込まれるテーマを選びました。

【発表内容・形式】
パワーポイントによるプレゼンテーション形式で行い
ます。

【発表への意気込み】

　各班全員で協力し、春学期から学んできたデータ分析を
実際に行いました。今日の時事について、データの視点で
ロジカルに説明できるよう挑戦します！

ゼミ名： 担当教員名：

大森正之ゼミナール
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【製作人数】

【対象学年】

【製作人数】

【対象学年】

【1164教室】

ゼミナール紹介

ゼミ名： 担当教員名：

植田ゼミ 植田麦
【発表タイトル】 【フリースペース】
植田ゼミ発表会
～外部コンテストへの取り組み～

【発表の見どころ】
ゼミ生の雰囲気もご覧ください。

ゼミ名： 担当教員名：

経済史ゼミナール 赤津正彦

6人

公開を希望する学年に○をつけてください

1年　・　２年　・　３年　・　４年　・　全学年
【テーマ設定理由】
ゼミに入室した新三年生は毎年外部コンテストに参
加しており、その一端を紹介するとともに研究内容を
知ってもらうため。

【発表内容・形式】
外部コンテストへ提出した、「山や木に関わって働く人を2倍
にするビジネスアイデア」と「安全なデジタルセカイで考え
る、デジタル活用促進のアイデア」をパワーポイントを用い
たプレゼン形式で発表する。
【発表への意気込み】
少しでもこのゼミに興味を持ってもらえると嬉しいで
す。

【1165教室】

パワーポイントを用いた口頭発表

【発表への意気込み】
本やネットで情報を集めるだけでなく夏季休暇中にそ
れぞれの街を実踏調査して発表を作成しました！

【発表の見どころ】
実踏調査で撮った写真。あといかにテンポよく発表で
きるか。

【発表タイトル】 【フリースペース】
都市発展の諸相―川崎と川口―

7
ぜひ見に来てください(´;ω;｀)

公開を希望する学年に○をつけてください

1年　・　２年　・　３年　・　４年　・　全学年
【テーマ設定理由】
近年人気急上昇中の二つの街，川崎と川口。その高
い人気の秘密を知りたかったから。

【発表内容・形式】

来たれ！！
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