
選考方法一覧 

教員名 面接/試験日時 提出課題詳細 提出方法 

石井 里枝 

6月1日（木）昼休み～3

限（木 3 に授業のある学

生は応相談） 

■1202教室 

自己紹介文とゼミの志望動機、抱負について、800 字程度

でまとめてください。 

K-SMAPY(リポート提出機能)にて提出 

【5/24(水)正午～5/30(火)12:50】 

小木曽 道夫 

6 月 6 日(火)12:10～
12:50 
■2503教室 

エントリーシートをダウンロードして、必要事項を選択・入力

して、提出する。 

K-SMAPY(リポート提出機能)にて提出 

【5/24(水)正午～5/30(火)12:50】 

尾近 裕幸 

6 月 3 日（土） 

午後 0 時 10 分より 

若木タワー10 階 

1003 研究室 

ゼミで身につける知識・技能をつかって取り組みたい

研究課題について 800 字程度で説明してください。 

なお、面接時には成績表の写しをあわせて持参してく

ださい。 

 

面接時持参 

 

尾崎 麻弥子 
6月 1日（木）昼休み     

■1204教室 

１．最近関心を持った事柄に関する新書（岩波新書、

中公新書 etc）を 1 冊読み、その内容の要約と感想（1500

字程度）を書いたレポートを提出。（ワード形式、書

式自由.レポートの形式がわかっているかについても評

価しますので事前に一般的な参考文献の書き方などに

ついて調べておくこと。使用した本の著者、書名、出

版社名は必ず書くこと）  

２．簡単な自己紹介。1000 字～2000 字。同じくワー

ド形式、書式自由。 

経済学部資料室 

【5/24(水)正午～5/30(火)12:50】 

金子 良太 

6月 2日金曜日 12：10

～12：40に筆記試験 

■3409教室 

面接は6月5日2・4限・

6日5・6限でみなさんの

都合の良い時間に実施

（面接には成績関連書

類と検定合格者は検定

合格証書も持参してくだ

さい） 

■2・4限 2302教室 

■5・6限 2501教室 

①大学に入ってから現在まで頑張ってきたこと、これから卒

業までに頑張りたいことを具体的に合計 1000 字以上で述

べなさい。 

②「職場がヤバい! 不正に走る普通の人たち」（前田康二

郎著、日本経済新聞社）を読み、筆者が全体を通じて言い

たかったこと、あなたが最も印象に残ったエピソードとその

理由を合計 1200字以上で述べなさい。 

③（GPA2.6 以上の方は③の課題は免除）「原因と結果の

経済学」（中室牧子・津川友介著、ダイヤモンド社）のなか

であなたが最も印象に残ったトピックを 3点以上、合わせて

1200字以上で述べなさい。 

K-SMAPY(リポート提出機能)にて提出 

【5/24(水)正午～5/30(火)12:50】 

久保田 裕子 

6月 1日（木）、2日（金）、

3 日（土）いずれも 2

限、昼休み、3・4・5

限 

■若木タワー9 階 0910

研究室 

1．「食」「農」「環境」について、ゼミで何を学びた

いか。1200～1500字、Ａ４、横書き 

2．面接日、及び時間帯の希望を第 2希望まで。 

3．連絡先の電話番号。                 

経済学部資料室 

【5/24(水)正午～5/30(火)12:50】 

紺井 博則 

6 月 5 日（月）12:00～

12:50             

■2501教室 

とくに事前に提出する課題はありませんが、「日本経済」の

テキスト第８章・第９章の内容について、面接のさい質問す

ることがあるので留意して下さい． 

  

東海林 孝一 

6 月 3 日（土）10 時～    

■1～2 限 1104教室 

■3～4 限 1103教室 

5 月 30 日（火）17 時 50 分～19 時までエントリーシートの

記入（正味 60分）をしてもらいます■3401教室。 

その時に 6 月 3 日（土）の面接時間を 30 分刻みで決めさ

せていただきます。エントリーシートの記入を欠席すると自

動的に不合格になります。なおエントリーシート記入時に平

成 28年度後期成績通知書を持参して下さい。 

  

高橋 克秀 

6 月 6 日 (火 )6 限     

１８：００にＡＭＣのＰＣ教

室１に集合 

基本的な数学の試験と面接 

試験範囲：平方根、因数分解、二次方程式、二次関数 面

接の課題：10 年後の理想の私--そのために今何をするの

か(5分以内の自由スピーチ) 

  

田原 裕子 

5 月 31 日（水）5 限、6

限  

■3406教室 

①志望理由書（田原ゼミを志望する理由と自己ＰＲ）：合わ

せて 1000 字程度。Ｗｏｒｄ形式Ａ４用紙で作成。読みやす

さ、見やすさも評価の対象とするので、留意してください。

表紙は不要ですが、冒頭に所属と氏名を忘れずに記入す

ること。 

K-SMAPY(リポート提出機能)にて提出 

【5/24(水)正午～5/30(火)12:50】 
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中馬 祥子 

6 月 1日(木) 

12：00 ～12：45                

■1407教室 

過去３年の「新聞の社説」の中から自分の興味あるテーマ

を取り上げ、その内容を簡潔にまとめた上で、社説に対す

る自分の意見を1,200字以内で述べよ。なお、社説の記事

はウェブ上から探し、その URL を必ず記載すること。記載

がない場合は、審査の対象外とする。また、選んだ社説の

テーマそのものも、ゼミの内容との適合性について判断す

る材料となるので、注意深く選択すること。書式は自由であ

るが、氏名、学科、学籍番号を明記の上、A4 一枚に収まる

ようにページ設定 をすること。 

K-SMAPY(リポート提出機能)にて提出 

【5/24(水)正午～5/30(火)12:50】 

土田 壽孝 

5月 31日（水） 15時か

ら 

■3408教室 

志望理由書、A4、12ポイント、横書き、1000字程度。 
K-SMAPY(リポート提出機能)にて提出 

【5/24(水)正午～5/30(火)12:50】 

中泉 真樹 

6月 3日（土） 

12時 50分～ 

■3501教室 

5 月 24 日（水）12 時から 5 月 30 日（火）12 時 50 分の間

に（ただし、経済学部資料室開室時間帯）、若木タワー9 階

経済学部資料室で「中泉ゼミリポート課題」を受け取り、そ

れに書かれた指示にしたがってリポートを作成し、面接また

は筆記試験の日時にご持参ください。また、面接または筆

記試験の日時には英語の辞書（電子辞書も可）をご持参く

ださい（面接または筆記試験で使っていただく場合がありま

す）。なお、面接または筆記試験では、リポート課題に関連

することや、「日本の経済」（1 年次必修）で学習した基本事

項についてもお聞きする（試験範囲とする）予定です。 

面接または筆記試験の日時に持参 

中田 有祐 
6 月 3 日(土)13:00～      

■3302教室 

(1)課題：①会計関連科目の履修状況・簿記検定等の資格

の取得状況、②なぜ財務会計のゼミに入ろうと思ったか、

③ゼミで財務会計を学ぶことが自分の将来にどのように繋

がるか、④その他志望動機・自己 PR 等について、合計で

1,500字程度で書いてきてください。（書式自由） 

(2)面接：教員面接と学生面接を行います（合否は教員が

決定）。人数によっては、1 人 1 人の集合時間を分けて指

示しますので、面接日が近くなったら、大学のメールを必ず

確認してください。 

(3)試験：試験は実施しません。 

(4)持ち物：面接時に、1 年次の成績表を必ず持参してくだ

さい。GPA、会計科目・基礎演習の成績について、教員面

接で質問します。持っていない場合、自動的に不合格とな

ります。また、待ち時間用に暇を潰せるものを持参してくだ

さい。 

K-SMAPY(リポート提出機能)にて提出 

【5/24(水)正午～5/30(火)12:50】 

根岸毅宏 

5月 31日（水） 

昼休み 

■3403教室 

①・②・③について、それぞれ 800字以上で説明してくださ

い。 

①自己紹介  

②ゼミで学びたいこと・ゼミに入る決意 

③最近気になったこと 

K-SMAPY(リポート提出機能)にて提出 

【5/24(水)正午～5/30(火)12:50】 

野田 隆夫 

6 月 3 日（土）14 時 30

分より 

■3307教室 

「日本の経済」で学んだことについて簡単な筆記試験を受

けていただきますが、あらかじめ「私がゼミに期待するもの」

という題で１０００字以上のレポートを作成し試験時に持参

し提出してください。 

面接時持参 

野村一夫 面接はありません 

課題 

エントリーシート（資料室に提出） 

１ 表紙 氏名（よみがなも）と連絡先（すぐに対応できるア

ドレスか SNSアカウント）。 

  野村ゼミ希望と明記。 

２ 自己紹介とこれまでの大学生活（盛る必要はありませ

ん）。 

３ 卒業までの自分の目標（盛ってもかまいません）。 

４「これから自分が学ぶべきことは何か」について「私のリス

タート」というタイトルで書いて下さい。 

５ ２年次は土曜３時限目です。その前後にも作業をするこ

とがありますし、３年次も土曜日の可能性があります。また、

夏休みと春休みにもゼミをやります。大丈夫ですか。事情

があれば書いて下さい。原則的に特別扱いは認めません

が、事前相談は受け付けます（メールか SNS か 815 研究

室へ）。 

・A４であれば形式も文体も分量も自由。A４プリントの範囲

内でセルフプロデュースしてください。手書きでも長くても

かまいません。私を主語にしてすべて自分の言葉（あるい

経済学部資料室 

【5/24(水)正午～5/30(火)12:50】 
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は自分の撮影した写真）で書いて下さい。 

橋元 秀一 
6 月 3 日（土)13:00～          

■3503教室 

別紙「橋元ゼミ入ゼミ質問票」に記入し、メールの添付ファ

イルで送ること。 

メール 

【提出期日  5/24(水)～5/30(火)】 

【アドレス  hsyu@kokugakuin.ac.jp】 

秦 信行 

6 月 3 日（土）13 時か

らペーパー試験を実施

し、その後面接を行う。

授業のある人には配慮

する。 

■1303教室 

①課題レポート：最近読んだ本の感想レポート（1500

字程度）、②ペーパー試験は経済・経営学関連と常識問

題半々を出題、③面接（約＠15 分程度）、④1 年次の成

績、などを総合して選考する。 

①課題レポートは K-smapyのレポー

ト提出機能を使用して提出のこと。

名前を忘れないように！ 

【5/24(水)正午～5/30(火)12:50】 

藤山 圭 

5月 31日（水）（3限～6

限の間のいずれか） 

■1307教室 

次の①～⑤を漏らさず書いた【レポート】を K-SMAPY で提

出せよ。5/12 修正 

①志望理由（300‐400字） 

②将来の目標（300‐400字） 

③調査・研究したい企業（産業）や社会現象 

③‐(1)その研究の意義（研究することで何が分かるのか，ど

のような知識を獲得できるのか）（300‐400字） 

③‐(2)研究の動機（なぜ研究したいのか）（300‐400字） 

④教員からのメールを，届いたその日のうちに必ず確認で

きるメールアドレス（面接時間・懇親会の予定をメールでお

知らせします） 

⑤面接日（5月 31日）の授業時間割 

K-SMAPY(リポート提出機能)にて提出 

【5/24(水)正午～5/30(火)12:50】 

古沢 広祐 

6月 1日（木）15時～ 

（授業などで困難な人は

事前にメール連絡のこ

と） 

■3411教室 

以下の３点について、Ａ４で６枚程度にまとめてください。 

（１）応募動機と自己紹介（２）勉強・研究したいテーマに関

する現状分析や課題について（4 枚以上）（３）古沢ゼミ・ホ

ームページ、著書・論文紹介を見ての感想やコメント                                    

 ＊ゼミのホームページ・著書・論文紹介は、大学の経済

学部、教員紹介から見ることができます。 課題は、資料室

に提出となりますが、同じもののファイルを、念のためにメ

ールでも提出して下さい 

 （Email:  furusawa@kokugakuin.ac.jp  ） 

経済学部資料室 

【5/24(水)正午～5/30(火)12:50】 

星野 広和 

6月 3日（土） 

13:00〜16:00（予定） 

■1406教室 

(1)履歴書・自己紹介書（3 ヶ月以内に撮影した写真を貼

付。國學院大學指定のもの（生協で購入可）が望ましい。）       

(2)成績証明書および 2 年前期履修確認表（いずれも

K-SMAPY からダウンロードし印刷したもので可）          

(3)次の資料を読んで，「大学やゼミでの学び」についての

自分の意見と決意を A4用紙 2枚（2,000字）程度でまとめ

なさい。沼上幹「卒業式を「自由な人生」の葬式だと思って

いる学生諸君へ」『創造するミドル』金井壽宏・米倉誠一郎・

沼上幹編（1994 年, 有斐閣, p.283-329）。資料のコピー

は経済資料室（9F）で受け取ることができる。 

また，面接は「グループ面接」で行い，面接前に先着順で

希望の順番やグループを指定できる。 

以上，課題や面接について質問があれば星野まで連絡す

ること。hoshino-h@kokugakuin.ac.jp  

経済学部資料室 

【5/24(水)正午～5/30(火)12:50】 

細井 長 

5 月 31 日（水）13 時～

18 時・若木タワー10 階

1001 研究室（開始時間

は応募者に 5/30 にメー

ルで連絡します） 

エントリーシートの提出（大学 HP→在学生・保護者→授

業・履修→演習→経済学部からダウンロード） 

経済学部資料室 

【5/24(水)正午～5/30(火)12:50】 

細谷 圭 

面接を行う場合は，5 月

31日（水）の 5限を予定

しています。 

■3301教室 

ゼミ内容紹介を読んだ上で，当ゼミで研究してみたいテー

マ，そのアプローチ法などについて，A4 版 1 枚（Word の

標準設定）にまとめてください。それをメールに添付して右

記提出期間にお送りください（PC のアドレスから）。場合に

よって面接を行いますが，その際は送信アドレスにご連絡

いたします。 

メール 

【提出期日  5/24～5/30 】 

【アドレス 

  khosoya@kokugakuin.ac.jp】 
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水無田 気流 

1次選考：レポート 

 

2次選考：面接（面接予

定日・場所：5月 31日

（水）13:00〜、予備日 6

月 1日（木）13:00〜

14:20。受験者の授業時

間を考慮し調整を行うの

で、必ずメールを確認す

ること。 

■5/31(水)1405 教室 

■6/1(木)2501 教室 

次の 2点を1本の添付ファイルにまとめて提出してください

（K-SMAPY上で 2本に分けた添付ファイルを送付できない

ため）。 

 

①自己紹介と本ゼミ志望動機(word 形式、併せて 1000字

程度)。 

②レポート ：課題「日本のメディアにおいて、1970 年代と 

2000 年代以降に表象される「望ましい男性像/女性像」に 

関する事例を 1 点以上とりあげ、それぞれの特徴と相違

点 について経済社会構造との関連から検証し、次いでそ

れら についてあなたの考えを述べて下さい(事例は、テレ

ビ、映 画、新聞、雑誌、CMその他自由に選択すること。

word 形式、字数は 2000 字以上とする)」。 

 

※選考結果通知と 2 次面接日時調整のため、1 自己紹介 

文の冒頭に、氏名、学籍番号、学科、メールアドレスを明記 

のこと。書類選考の上、1 次選考通過者には面接試験 を

課す。※5/29(土)修正 

レポート：K-SMAPY(リポート提出機能)

にて提出 

【5/24(水)正午～5/30(火)12:50】 

 

【注意点】 

※1 教員により提出方法が違うので，よく確認すること。また〆切りを過ぎたものは一切受理しないので注意すること。 

※2 経済学部資料室の開室時間は 9:00〜17:00です。 

※3 必ず K-SMAPYで応募登録を行って下さい。応募登録をせず，課題のみを提出しても無効となります。 

※4 面接/試験日時，場所に変更があった場合は大学 HPに掲載します。選考に臨む前に必ず確認して下さい。 
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公開ゼミ日時一覧 

教員名 日時 教室 注意事項 

石井 里枝 
5月18日（木） 12時15分～13時

45分 
1404教室 3限が授業の学生は、途中退出も可能です。 

小木曽 道夫 実施せず   

尾近裕幸 

5月 12日（金） 5 限 

5月 19日（金） 5 限 

※5/12修正 

3502教室 特にありません。 

尾崎 麻弥子 5月18日、25（木） 4限 研究室 

念のため、事前にメール 

（mayaozaki@kokugakuin.ac.jp）でお知らせくださ

い。あまりに人数が多い場合は教室に変更になりま

すので、連絡のあったアドレスに連絡しますので注

意しておいてください 

金子 良太 

5 月12日（金） 

16：10～16：50・17：50～18：30 

5月19日（金） 

12：05～12：45・14：30～15：10 

 

5/12 3305教室 

5/19昼休み3405教室・4時間目

は3305教室  

皆さんの授業等の都合を考え、複数回公開ゼミを設

定しています。毎回違う内容をやるので、複数回の

出席もOKです。履修している授業に欠席して公開

ゼミに参加することはないように。 

久保田 裕子 5月  23日（火）  ４限 3308教室 特になし（出入り自由） 

紺井 博則 
5月 15日（月）・22日（月） 3限

～４限 
3409教室 

2コマ続けて開講していますが、途中からの入室・途

中退出は構いません 

東海林 孝一 
5 月 19 日 （ 金 ） ４ 限 、 ５ 限               

5月26日（金）４限、５限 
1304教室 

入退室自由です。最初の40分が通常ゼミで、後半は

自由質問時間にします。4限が3年ゼミ、5限は4年ゼ

ミで全ての回が別内容です。ぜひ見に来て下さい。 

高橋 克秀 5月 16 日（火） 6限 ＡＭＣのＰＣ教室１  

田原 裕子 
5 月 16日、23日（火 ）4、5 限 

5月30日は中止※5/24修正 
3304教室 

左記の日程に限らず、いつでも見学可ですが、ゼミ

の妨げにならないように静粛にお願いします。また、

5月16日の5限はOBをゲスト講師に迎えた講義を予

定しています。こちらも見学可ですが、通常のゼミと

は異なります。 

中馬 祥子 

５月１１日（木）５ 限             

５月１８日（木）５ 限           

５月２５日（木）５ 限 

1407教室 

左記3回のゼミ【演習II(4)】は、学生たちの興味ある

テーマについての文献報告と、それに基づく議論と

なります。事前準備等は必要ありませんので、お気

軽にお越し下さい。 

土田 壽孝 5月12、19、26  日（金） 5 限 3504教室 特になし。 

中泉  真樹 5月22日・29日（月）３ 限 3309教室 

特別に公開ゼミをやるわけではありません。ふだんの

ゼミ（演習Ⅱ、3年生のゼミ）を見ていただくだけになり

ます。質問等はあとでうかがいます。 

中田 有祐 
5月12日（金）4限・5限 

5月19日（金）4限・5限 
3405教室 

途中で入退室してもらって構いません。該当曜時に

来られない人や相談がある人は、個別に連絡をくだ

さい。 

根岸毅宏 
5月 15 日（月） ３ 限 

5月 22 日（月） ３ 限 
3304教室  

野田 隆夫 5  月 20 日（土）  3限 3301教室  

野村 一夫 実施せず 
若木タワー 

815研究室 

今年度のゼミはありません。事前に説明なり相談なり

を受けたいときはLINEのタイムラインに出校予定を

公開していますので確認して下さい。 

橋元 秀一 5月15、22、29日（月 ）４～５限 １３０８教室 

内容は2、3名の3分または10分のスピーチとテキスト

『日本経済読本』輪読。  

途中の出入り自由。 
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秦 信行 
毎週金曜日5限 

16：10～17：40 
2503教室 5月12日以降19日、26日、6月2日、いずれもOK 

藤山 圭 5月12，19日（金） 5～6限 3302教室 

5限は本読み，6限は研究発表を行っている． 

好きな時間に来て，見学してくれて構わないが，途

中入退室や私語はゼミの邪魔になるので認められな

い． 

古沢 広祐 5月25日（木）4限 コンピュータ教室3  

星野 広和 
5月16日（火）4限              

5月23日（火）5限 
1301 教室 

公開ゼミ（いずれも輪読，グループディスカッションを

実施）の見学を希望する場合は,事前に希望する日

時を星野まで連絡すること。 

hoshino-h@kokugakuin.ac.jp  

細井 長 5月16・23日（火）4または5限 3410教室 

4限は個人テーマの文献報告、5限はTEDを題材と

した討論をやっています。5限の方が動きがありま

す。各時限の途中入退室はご遠慮ください。 

細谷 圭 
5月19日（金）5限 

5月26日（金）5限 
2403教室 入退室自由です。 

水無田 気流 
5月11日（木）5限              

5月18日（木）5限        

（5/11）2501教室           

 

（5/18）5号館３階多目的ホール 

(5/11)ジグムント・バウマン『リキッド・モダニティ』のリ

ーディング・ワークショップを行うので、参加希望者は

下読みしておくこと。 

 

(5/18）言語文化特別実習として、「ポジティブな呪い

の積み木インスタレーション」を行う。希望者は先着

順で若干名参加可とする。 

 


