
2022年12月23日時点

※） ゼミ 履修条件： 48単位以上（ 教職単位除く ） ※） エント リ ー後に必ず登録状況を再確認するこ と

※） 各ゼミ 定員： 14人の予定（ 2022年度実績12人）

前提科目 推奨科目

単位修得済または、 履修中を応募条件と する
ゼミ 配属前に履修済みが望まし い科目．
 選抜時， 履修状況を参考と する

1 新井 立夫 ｱﾗｲ ﾀﾂｵ キャ リ ア教育、 商業教育 ※教職志望者は本ゼミ に登録し てく ださ い。 なし なし

2 青木 勝一 ｱｵｷ ﾏｻｶｽ゙ 公共経営 なし 公共経営論

3 浅川 雅美 ｱｻｶﾜ ﾏｻﾐ 広告心理、 消費者行動 なし なし

4 石田 晴美 ｲｼﾀﾞ  ﾊﾙﾐ 財務会計、 財務諸表分析 基礎簿記演習 財務会計論ⅠⅡ( 旧： 財務会計論) 、 行政評価

5 石塚 浩 ｲｼﾂ゙ ｶ ﾋﾛｼ 経営学一般 人間と 経営学 なし

6 金 必中 ｷﾑ ﾋﾟ ﾙﾁｭﾝ マーケティ ング戦略 マーケティ ング なし

7 首藤 洋志 ｼｭﾄｳ ﾋﾛｼ 財務会計、 国際会計、 財務諸表分析、 ダイ バーシティ 、 ジェ ンダー 基礎簿記演習 企業会計、 財務会計論ⅠⅡ( 旧： 財務会計論) 、 中級簿記

8 鈴木 誠 ｽｽ゙ ｷ ﾏｺﾄ フ ァ イ ナンス、 イ ンベスト メ ント 、 コ ーポレート フ ァ イ ナンス
フ ァ イ ナンスまたは、
 企業と 市場の経済学（ ミ ク ロ経済学）

国と 国の経済学（ マク ロ経済学）

9 田中 克昌 ﾀﾅｶ ｶﾂﾏｻ 経営戦略、 イ ノ ベーショ ン なし 経営戦略論

10 遠山 道子 ﾄｵﾔﾏ ﾐﾁｺ 応用言語学、 音声コ ミ ュ ニケーショ ン なし なし

11 根本 俊男 ﾈﾓﾄ ﾄｼｵ オペレーショ ンズ・ リ サーチ
ネッ ト ワーク モデル分析A/B( 旧： ネッ ト ワーク モデル分
析)

スケジュ ーリ ング、 問題解決技法入門、 問題発見技法、 シミ ュ
レーショ ンモデル分析（ 旧： シミ ュ レーショ ンモデル分析
A/B） 、 生産システム

12 堀田 敬介 ﾎｯﾀ ｹｲｽｹ 問題発見・ 問題解決、 モデル化・ 最適化
ネッ ト ワーク モデル分析A（ 旧： ネッ ト ワーク モデル分
析）

問題発見技法、 問題解決技法入門

13 山﨑 佳孝 ﾔﾏｻ゙ ｷ ﾖｼﾀｶ 異文化マネジメ ント 、 国際人的資源管理、 国際人材開発 なし 経営組織論

14 山本 顕一郎 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｲﾁﾛｳ 法学 民法Ⅰ（ 旧： ビジネスと 法B） 会社法（ 旧： ビジネスと 法A）

15 新任教員 管理会計 なし なし

※2020年度以前入学生と、2021年度以降入学生で、一部、科目名称が異なる場合があります。（“旧”は、2020年度以前入学生の科目名称）

2023年度
 開設予定ゼミ ナール

ゼミ ナールで扱う
 学問分野のキーワード

2023年度 経営学科 「ゼミナールⅠ」

※） ゼミ 選択応募時に必要と なる前提科目・ 推奨科目一覧

※） 標準履修年次2022年度2年生対象（ 2023年度3年生予定学生）

※） ゼミ 選択時は志望理由が求めら れます。 志望理由は必ず100字以上入力するこ と （ 100字～1, 000字程度） 。

　 　 志望理由がない場合や文字数が満たない場合は、 選考対象外と なるこ と があり ます。
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