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　今年の広報臨時号では、本学のゼミ（専門演習）を
特集しました。今回は、各ゼミの特徴を、ゼミ担当教員
ではなく、所属している学生さんに語ってもらいました。
また、本学の学生たちが、日本各地、そして世界各国
から集っていることが分かるような構成にしました。
その狙いは、地方公立大学でありながら、多様なバック
グラウンドをもつ学生たちが集っていることを明らかに
したかったからです。このことは、本学が大切にすべき
特色のひとつであると考えています。
　大学教育もデジタル化が進み、私が大学生だった
10数年前とは大きく様変わりしています。しかし、変わ
らないことは、共に考え、議論する仲間がいる「場」
としてのゼミの重要性です。ゼミとは、ドイツ語のゼミ
ナールの略称です。そして、「苗床」というラテン語に
語源をもちます。つまり、ゼミに参加するということは、
自分の将来に向け、種を蒔く人としての側面もある
わけです。
　勉強はひとりでやるものですが、よい仲間の存在は、
その成果を何倍にもしてくれます。全国・世界から
集った仲間と、ゼミという学ぶ場を大切にし、切磋琢磨
していくことは、将来の豊かな「収穫」の大きな助けと
なるでしょう。

「ゼミ」という
 学ぶ場の重要性
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本学の少人数教育の
1つでもあるゼミを
紹介します。



　田中ゼミでは、日本の雇用制度の
これからを、少子化や賃金格差などの
問題を踏まえて考えていきます。ゼミ
での活動の柱として、他大学との合同
ゼミが毎年行われています。それに関連
して、夏にある4年生との合宿や授業に
おいて発表準備を行っています。

教員名ゼミ▶主要担当科目
ゼミ生（出身地別）

全国各地から、世界各国から。多くの学生がこの学びの場に集っています。

田中ゼミ▶社会政策

松木　孝太さん
経済学科
北海道・
北広島高校
出身

　ゼミでは、1・2年次に習得した簿記・
会計の知識を踏まえ、テキストで紹介
された各企業の決算書から読みとれる
ことや経営の特徴などを共に議論し、
理解を深めていきます。会社という
ものが具体的にイメージでき、簿記・
会計に興味がある人にオススメです。

高橋ゼミ▶会計学原理

澤　賢信さん
国際商学科
岐阜県・
多治見高校
出身

　平山ゼミでは民法について実際の
判例を取り上げながら学んでいます。
民法は私たちの社会生活に密接した法律
です。その中からグループ内でテーマ
を設定し、文献収集、共同研究を行う
ことで民法に対する理解を深めています。
和気あいあいとした楽しいゼミです！

平山ゼミ▶民法総論・債権法

野村　栄実さん
経済学科
富山県・
小杉高校
出身

　嶋田ゼミでは、財政や社会保障を中
心に研究します。2018年度の春学期
は、複数大学が参加する合同ゼミナー
ルでの報告に向けた研究を行い、秋学
期は、輪読・ディベートを通じて知識の
蓄積と議論能力の向上を図りつつ、卒
論の研究テーマを模索していきます。

嶋田ゼミ▶財政学

小林　美里さん
公共
マネジメント学科
愛知県・
豊丘高校
出身

　私が所属するゼミは、経済学を扱い
ます。「金融危機と恐慌」というテキスト
を用いて、ブラック企業問題などの現
在の社会における諸問題について、マ
ルクスの思想を取り入れながら問題提
起をして、ゼミの仲間全員で意見を出
し合います。

関野ゼミ▶経済原論

新開　篤史さん
国際商学科
三重県・
津西高校
出身

　私たちのゼミでは普段の生活に関わ
り深い社会保障について経済、福祉
2つの視点で各制度、改革の問題点を
考え、疑問を持ち知識を深めることを
目的としています。また、実際に地域に
出向くことで、まちづくりにおいて必要
な視点も養うことが出来ます。

難波ゼミ▶地域福祉論

堀内　智矢さん
経済学科
滋賀県・
虎姫高校
出身

　私の所属する西戸ゼミでは金融問題
について学び、その成果を発表する
ために毎年東京で開催される「証券
ゼミナール大会」にグループで参加
します。また「証券ゼミナール大会」で
行われる討論会に向け、夏には3，4年生
合同の「ゼミ合宿」も実施しています。

西戸ゼミ▶国際金融論

的塲　杏佳さん
公共
マネジメント学科
和歌山県・
日高高校
出身

　佐藤（裕）ゼミでは地理学について学ん
でいます。具体的には、地図の作成や
統計データの処理、文献輪読を行って
います。現在、長門市でのフィールド
ワークを予定しており、インタビューを
行う準備をしています。私たちは観光
をテーマに調査する予定です。

佐藤（裕）ゼミ▶人文地理

宮下　紗梨那さん
国際商学科
福井県・
武生東高校
出身

　私の所属する文化・スポーツ産業論
ゼミでは、音楽や漫画といった文化的
なものから競技や運営面から見る
スポーツの産業について、各人でテーマ
を考え研究をしています。様々なテーマ
に取り組むことで、色々な気付きが
あり、日々楽しく研究を進めています。

中嶋ゼミ▶スポーツ産業論

西納　昌甫さん
経済学科
大阪府・
清風南海高校
出身

　私はゼミで、マーケティングを学んで
います。様々な視点から分析する
能力を身につけるために、教材を用い
ながらグループワークや議論を行う
等、実践的な活動をしています。また、
卒業論文に早くから取り組み、質の
高い論文を作成することができます。

柳ゼミ▶マーケティング論

上野　沙織さん
国際商学科
青森県・
三沢高校
出身

　憲法・行政法に関するゼミです。ゼミ
では私たち学生の興味に合わせて、
判例研究や時事問題、法の歴史などの
グループを作って発表します。厳しい
ことを言いつつも優しさが勝ってしまう
先生なので、適度な緊張感と安心感を
持って勉強に励むことができるゼミです。

山本ゼミ▶憲法・行政法

中野　祐希さん
経済学科
東京都・
翔陽高校
出身

　桐原ゼミでは、カントの自由論など
の哲学・思想をはじめ、歴史、政治、
経済、文化・教育といった非常に幅広い
分野について研究することができ
ます。また今年は明治維新150年でも
あるので、幕末から明治初期の哲学・
思想について研究しています。

桐原ゼミ▶公共哲学

神津　拓希さん
公共
マネジメント学科
長野県・
岩村田高校
出身

　森祐司先生のゼミでは金融経済を
学べます。金融機関行動や企業行動
などの理論的な基礎知識を学び、それを
生かして株式学習ゲームや中小企業
懸賞論文へ投稿を行う活動をして
います。活動を通じて学べることは
多く、魅力あるゼミだと思います！

森（祐）ゼミ▶金融論

高橋　裕輔さん
経済学科
京都府・
東山高校
出身

　私たちのゼミでは、文献や技術を
調査し、発表、議論する能力や、感性
評価実験の手法、プログラム言語の修得
を目指しています。研究テーマは、「感性
工学」「プログラミング」に関係する
研究から、受講者の希望に基づいて
指導教員が個別に指導し決定します。

土屋ゼミ▶情報システム論

間瀨　匠さん
国際商学科
香川県・
高松桜井高校
出身

　私が所属している久保ゼミでは、
会社法、金融商品取引法等のビジネス
に関する法律を専門的に学んでいます。
3年次は、グループに分かれて法律
問題をテーマに研究しつつ、日経新聞
の読み方を学ぶ機会も設けられている
ため、就職に役立つ知識も養えます。

久保ゼミ▶会社法

池田　凌さん
国際商学科
愛媛県・
松山北高校
出身

　三科ゼミは私たちが初めてのゼミ生
なので、みんなで協力してゼミを作って
いく楽しみがあります。このゼミでは
貨幣の歴史や、バブル期についてなど、
それぞれ学生が関心のあることを研究
しています。先生と学生の距離が近く、
アットホームな雰囲気のゼミです。

三科ゼミ▶経営史

松浦　実里さん
国際商学科
高知県・
高知南高校
出身

　私の所属するゼミでは、ブランド
戦略について学んでいます。企業が
どのようにしてブランドを作り上げて
きたのか、また今後どのようにしていく
のかを学んでいます。学生主体で発表
や議論を進めていくので、自ら考え
発表する能力が養われます。

森（幸）ゼミ▶流通論

仲野　雅哉さん
国際商学科
大阪府・
河南高校
出身

　2018年度春学期の素川ゼミでは吉川
洋の『人口と日本経済』という一冊の本
を輪読しました。質疑応答をして主に
経済学についての知識を深めていく
内容でした。また各自興味を持った
経済の話を熱心に話し合うこともあり、
学生が主体的なゼミでもあります。

素川ゼミ▶マクロ経済学

村井　亮介さん
公共
マネジメント学科
大阪府・
近畿大学
付属高校
出身

山口　勝弘さん

　私たちのゼミは主に地方創生について
勉強しています。地域づくりが盛んな
地域へのフィールドワークや地元の
方への聞き取り調査などを行い、地域
の現状と課題を肌で感じています。
ゼミでは、班に分かれてその課題解決に
向けて活発に意見交換をしています。

水谷ゼミ▶地方自治論

公共
マネジメント学科
兵庫県・
芦屋高校
出身

　アマルティア・センの著作を荒井先生
とゼミ生とで読み解いています。セン
とアダム・スミスの経済学の物の考え
方の相違をはっきりさせていくことや、
「豊かな生」について学ぶことで、セン
の考える厚生経済学とは何なのかを
学んでいます。

荒井ゼミ▶経済学史

右島　佳幸さん
経済学科
静岡県・
浜名高校
出身

北陸
新潟･富山
石川･福井

中部･東海
岐阜･静岡
愛知･三重

四国
香川･徳島
愛媛･高知

近畿
滋賀･京都
大阪･兵庫
奈良･和歌山

北海道
東北

青森･秋田･岩手
山形･宮城･福島

関東･甲信
栃木･群馬･茨城
埼玉･千葉･東京
神奈川･長野･山梨



中国
鳥取･島根
岡山･広島
山口

教員名ゼミ▶主要担当科目
ゼミ生（出身地別）

【協力】下関市立大学学生FD委員会

全国各地から、世界各国から。多くの学生がこの学びの場に集っています。

　私の所属している萩原ゼミは労働
世界への接近をテーマに活動して
います。主な活動の内容としては、働き方
改革など労働に関係する論文の輪読の
ほかに、生活サポートセンターや夜間
保育園へのフィールドワーク、労働組合
の方を招いての授業を行っています。

萩原ゼミ▶人事労務管理論

濵村　俊太さん
経済学科
島根県・
出雲高校
出身

　私は国際政治経済学を専攻して
います。ゼミでは地域を限定せず、世界の
経済体制の歴史や貿易制度など幅広い
分野を取り扱っています。意見の発表や
合同ゼミなど積極的に参加する姿勢が
求められます。またゼミ生は留学経験者
や留学中の学生が多いのが特徴です。

岡本ゼミ▶国際政治経済学

藤井　道徳さん
経済学科
山口県・
防府高校
出身

　このゼミは経営を補助するような
情報システムについて学ぶゼミです。
主に、膨大な情報データやシステムを
利用した企業の戦略を知ること、更に
その問題点について考えています。
これからの社会で活用されていく経営
情報を学んでいます。

松本（義）ゼミ▶経営情報論

大下　千晶さん
経済学科
山口県・
下関中等
教育学校
出身

　私たちは会計情報の意義と役割につ
いて勉強しています。会計制度の変化
に伴い、財務報告のあり方も変わって
いきます。この変化に焦点を当てて、
ゼミのメンバーと活発な議論を行って
います。会計学に興味のある人は
ぜひ、島田ゼミで楽しく議論しましょう。

島田ゼミ▶原価計算論

久保　颯さん
国際商学科
山口県・
豊浦高校
出身

　菅ゼミで、「都市」について学んで
います。今は、都市の現状・課題・改善
方法などを調査、理解し発表して
います。基本的に、グループ単位で
活動することが多く、フィールドワーク
を行うこともあります。みんなで楽しく
取り組んでいます。

菅ゼミ▶環境マネジメント

穴沢　将斗さん
経済学科
岡山県・
岡山芳泉高校
出身

国際商学科
広島県・
比治山
女子高校
出身

　主に、経営・情報をテーマに研究し、
その内容をグループに分かれてレジュメ
を作り発表を行っています。発表後は
ゼミ生全員で自由に討論し合って
います。一番のおすすめは、3年生の
秋学期から卒業論文の先行研究を始める
ので4年生で余裕が持てることです！

藪内ゼミ▶管理科学

井上　成美さん

　私たちのゼミにおいては、テキスト
の講読を中心として地域社会への知識
を発表を通じて互いに深め合って
います。また、フィールドワークでは実際
に地域コミュニティに触れて話を聞く
ことで新たな研究課題を発見し解決策
を見出すことを目標としています。

叶堂ゼミ▶農村社会学

日下　将吾さん
公共
マネジメント学科
岡山県・
岡山城東高校
出身

　川野ゼミでは経営学を総合的に
学び、毎週班に分かれて発表をして
います。班発表を通じて、チームマネジ
メント力やプレゼンテーション力を身に
つけます。また、発表における追加調査
や予想される質問に対する準備など、
「手間をかけること」も求められます。

川野ゼミ▶公共マネジメント論

橋本　春道さん
経済学科
鳥取県・
八頭高校
出身

国際商学科
広島県・
近畿大学附属
広島高校東広島校
出身

　橘ゼミでは、学生がそれぞれ関心を
持つテーマについて調査・発表し質疑
応答や意見交換を行っています。私は
台湾の人口問題について取り組んでいま
すが、他のゼミ生は教育問題、AIによる
影響やスポーツによる地域振興等様々
で、多様な意見を聞くことが出来ます。

橘ゼミ▶アジア近代史

大東　栞菜さん

　松本（貴）ゼミでは、モノを考えられる
人間になることを目標としています。
最初に物事を批判的に考える手法を
学び、それを用いて、「限界集落の問題」
や「うわさとは何か」など幅広い分野に
ついて研究をしています。また、地域
農業や祭りの手伝いなどもしています。

松本（貴）ゼミ▶まちづくり論

服部　太貴さん
経済学科
福岡県・
育徳館高校
出身

　私は杉浦先生のゼミで地域政策に
ついて学んでいます。地域を良くする
こととは何か、どうしたらよくできるか、
答えは一つではありません。ゼミのみんな
で話しても答えはバラバラです。答えの
ない問いについて意見を出し合いすり
合わせていくことがこのゼミの学びです。

杉浦ゼミ▶地域政策

中村　果樹さん
経済学科
佐賀県・
佐賀北高校
出身

　飯塚教授のゼミでは、春学期に金融
制度に関するテキストの輪読を通じて
金融制度についての基礎知識を学び
ます。その後、外国人労働者やカジノ
誘致に関するディベートを実施します。
秋学期には夏休みのレポート課題に
基づき、グループごとに報告を行います。

飯塚ゼミ▶中国経済論

川崎　裕太さん
経済学科
鹿児島県・
鹿屋高校
出身

　本ゼミでは、モチベーションと経営
戦略について学んでいます。特に、モチ
ベーションについては、いかに自分や
他人をやる気づけることが出来るのかを
知ることができ、将来いかなる職業に
就いた際にも役に立ちます。また、就職
活動の支援も受けることが出来ます。

村田ゼミ▶経営組織論

本村　孝平さん
国際商学科
長崎県・
佐世保西高校
出身

　私は経済地理学のゼミに入って
います。主に、製造業や流通業、農業に
関する文献輪読、コンピュータを用い
た地域分析や地図の作成、地域の
実態を現場から把握できるフィールド
ワークを通して地域経済を学び、卒業
論文を書いています。

外枦保ゼミ▶経済地理学

石川　樹理さん
経済学科
沖縄県・
那覇国際高校
出身

　中川ゼミの主な活動は各自テーマを
設定し内容を報告・意見交換すること
です。就職活動に生かせるような時事
問題について意見交換することもあり
ます。3、4年の学期末には完成した
レポートや卒業論文を持ち寄り、ゼミ
内で論文品評会を行なっています。

中川ゼミ▶韓国経済論

永野　壮雅さん
国際商学科
長崎県・
佐世保南高校
出身

　私たちは主に「国際関係論」という
学問分野について学んでいます。ここ
では各時代の転換点となった事象の
検証を通じ、どのようにして国際社会が
形成され、私たちが生きる現代社会に
つながっているのかということについて
日々、理解と考察を深めています。

鈴木ゼミ▶国際関係論

原口　将さん
国際商学科
熊本県・
熊本北高校
出身

　行動経済学の勉強を通して、人間の
非合理的な意思決定には規則性があり、
それは私たちの感情や心理などの影響
を受けており、人はどのように行動を
決定し、改善するのかを学びました。
経済学の見方と自分の生き方について
改めて考え直すことができました。

佐藤（隆）ゼミ▶産業組織論

荊　佳麗さん
経済学科
中国出身

　企業の健康診断ができるために財務
会計を学習しています。春学期には、
「ビジネス会計検定」の資格取得の勉強
をしながら、財務分析の基礎を学びま
した。秋学期には、春学期に勉強した知識
を生かして、実際の企業の財務データを
グループで分析して、報告しています。

足立ゼミ▶公会計論

グェン ティ ゴック ジャウさん
国際商学科
ベトナム
出身

　私の所属する横山（寛）ゼミは私たち
が1期生となる新しいゼミです。横山
（寛）ゼミでは輪読や、各担当章ごとの
発表を通して社会経済に関する資料の
読み取り方やデータの見方などを学び
ます。また、ディスカッションなどで理解
を深めます。

横山（寛）ゼミ▶経済政策

山元　克弥さん
公共
マネジメント学科
宮崎県・
日向高校
出身

　私たち山川ゼミは、貿易など現代の
世界経済を学びます。グループ論文を
執筆し、他大学とのゼミで成果を競い
ます。ゼミでは、経済学はもちろん、
チームの作り方や、プレゼンの方法も
具体的に学びました。学年間交流も
多く、たくさんの刺激があるゼミです。

山川ゼミ▶国際貿易論

松田　優奈さん
国際商学科
福岡県・
小倉高校
出身

　私たちのゼミでは社会現象の実態
や、現象の起こる原因に関するメカ
ニズムを解明するための学問である
社会学について学習します。通常の
授業では専門のテキストを読んで要約
し、理解を深めます。卒業論文のテーマ
は自由に設定できることが魅力です。

加来ゼミ▶都市社会学

森　梓沙さん
経済学科
大分県・
森高校
出身

ゼミ一挙紹介

九州
福岡･佐賀
長崎･大分
熊本･宮崎
鹿児島

沖縄

アジア
中国
韓国
ベトナム
マレーシア
パキスタン
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氏　名 職　名 主要担当科目
飯塚　靖 教授 中国経済論

岡本　次郎 教授 国際政治経済学加来　和典 准教授 都市社会学

久保　佳納子 講師 会社法

島田　美智子 教授 原価計算論

高橋　和幸 教授 会計学原理

土屋　敏夫 教授 情報システム論

中川　圭輔 准教授 韓国経済論

西戸　隆義 准教授 国際金融論

萩原　久美子 教授 人事労務管理論

平山　也寸志 教授 民法総論・債権法

松本　義之 教授 経営情報論

三科　仁伸 講師 経営史

村田　和博 教授 経営組織論

森　幸弘 教授 流通論

柳　純 教授 マーケティング論

藪内　賢之 教授 管理科学

山川　俊和 准教授 国際貿易論

職　名
准教授

准教授

准教授

准教授

准教授

教授

准教授

准教授

教授

教授

氏　名
荒井　智行

佐藤　隆

嶋田　崇治

素川　博司

杉浦　勝章

関野　秀明

外枦保　大介

田中　裕美子

難波　利光

森　祐司

横山　寛和 准教授

主要担当科目
経済学史

産業組織論

財政学

マクロ経済学

地域政策

経済原論

経済地理学

社会政策

地域福祉論

金融論

経済政策

■経済学科所属教員 ■国際商学科所属教員

■公共マネジメント学科所属教員
氏　名 職　名 主要担当科目

足立　俊輔 准教授 公会計論

叶堂　隆三 教授 農村社会学

川野　祐二 教授 公共マネジメント論

桐原　隆弘 教授 公共哲学

菅　正史 准教授 環境マネジメント

松本　貴文 准教授 まちづくり論

水谷　利亮 教授 行政学・地方自治論

山本　真敬 講師 憲法・行政法

■基礎・教養教育所属教員
氏　名 職　名 主要担当科目

佐藤　裕哉 准教授 人文地理

鈴木　陽一 准教授 国際関係論

橘　誠 准教授 アジア近代史

中嶋　健 教授 スポーツ産業論

経済学部・専門演習（ゼミ）担当者一覧

※50音順
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