
 

 

 

 

 

 

 

（2021.07.15 ver.1） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 1 

【目次】 
 

１．「研究演習科目」とは ························································· ２ 
 
２．選考・定員 ·································································· ３ 
 
３．先修条件 ···································································· ３ 
 
４．「研究演習」所属クラス決定までの流れ ········································· ４ 
 
５．「研究演習Ⅰ選択届」の記入・提出 ············································· ６ 
 
６．各クラスの紹介 ······························································ ７ 

 
1．渥美 裕之   教授 ······················································ ８ 
2．李 恩子    教授（募集停止） ·········································· ９ 
3．井口 治夫   教授 ···················································· １０ 
4．于 康     教授 ···················································· １１ 
5．王 昱     教授（秋 2コマ開講） ···································· １２ 
6．大石 太郎   教授 ···················································· １３ 
7．木本 圭一   教授 ···················································· １４ 
8. 国宗 浩三   教授 ···················································· １５ 
9. 小林 敏男   教授 ···················································· １６ 

10. 櫻田 大造   教授 ···················································· １７ 
11. 重政 公一   教授 ···················································· １８ 
12．志甫 啓    教授 ···················································· １９ 
13．關谷 武司   教授 ···················································· ２０ 
14. 髙村 峰生     教授（秋 2コマ開講） ···································· ２１ 
15．長友 淳    教授 ···················································· ２２ 
16. 難波 彩子   教授 ···················································· ２３ 
16．長谷 尚弥   教授 ···················································· ２４ 
17. 平林 孝裕   教授 ···················································· ２５ 
18. ﾌﾞﾝｸﾞｼｪ・ﾎﾙｶﾞｰ 教授 ···················································· ２６ 
19. 寳劔 久俊   教授 ···················································· ２７ 
20. 丸楠 恭一    教授 ···················································· ２８ 
21．三宅 康之   教授 ···················································· ２９ 
22．宮田 由紀夫  教授 ···················································· ３０ 
23．油井 美春     准教授 ·················································· ３１ 
24．尹 盛熙    教授 ···················································· ３２ 
25．吉村 祥子   教授 ···················································· ３３ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

１．「研究演習科目」とは                

「研究演習科目」とはいわゆる「ゼミ」のことで、国際学部の専任教員が、自身の専門

領域における題材を活用し、少人数教育を通じて「問題発見解決能力」の養成を行うた

めの科目です。 

開講される科目および卒業に必要な単位数は下表のとおりです。 

 

【国際専門科目：研究演習科目】               ○囲み数字は単位数 

履修基準年度 
開講科目 

日本人学生 および 

日本語を話す留学生 

英語話者学生【注意事項(2)】 

(English-based International Student) 

３年 研究演習Ⅰ ④ Research SeminarⅠ ④ 

４年 
研究演習Ⅱ ④ 

卒業論文  ④ 
Research SeminarⅡ ④ 

Graduation Thesis    ④ 

卒業必要 
単位数 

１２単位 

 

3 年次には「研究演習Ⅰ（または Research SeminarⅠ）」を履修し、興味のある事柄に

ついて研究を始め、教員の指導を受けて専門性を深めていきます。4 年次には「研究演習Ⅱ

（または Research SeminarⅡ）」「卒業論文（または Graduation Thesis）」を履修し、研

究成果を論文にまとめていく過程で、研究調査・分析方法・論文の書き方などを身につけ、

最終的に論文を完成させることを目的とします。 

 

上記のとおり 3 年次から「研究演習」の履修を開始するためには、2 年次のうちに所属ク

ラスを決定する必要があります。そのための説明をこの冊子で行いますので、熟読して手

続きを行ってください。 

 

 「研究演習科目」を履修するうえでの【注意事項】は以下のとおりです。 

(1) 卒業に必要な単位（１２単位）は、「研究演習Ⅰ・研究演習Ⅱ・卒業論文」の組み

合わせか、「Research SeminarⅠ・Research SeminarⅡ・Graduation Thesis」の

組み合わせで修得しなければなりません。また、それぞれの科目の担当教員も同一

でなければなりません。 

(2) 「Research SeminarⅠ」「Research SeminarⅡ」「Graduation Thesis」は原則と

して   英語話者学生のみ履修可能な科目ですが、一般学生（日本人学生など）およ

び日本語を話す留学生が定められた基準を満たす場合にも履修を認める場合があり
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ます。興味がある者は別途配布する「Research Seminar Selection Information 

Brochure」を参照してください。 

(3) 「卒業論文」「Graduation Thesis」では授業は実施しません。論文を提出し、論文

の評価を受けることにより合否が決定する科目です。論文作成の指導は「研究演習

Ⅱ（または Research SeminarⅡ）」で行います。 

(4)  一旦所属した演習を変更することは認められません。ただし一度も授業に出席する

ことなく３年次の春学期を休学した場合、決定は無効となり再度選択手続から行う

ことになります。 

(5) 研究演習の担当教員の専門分野と、コース選択は関連しません。例えば、米中関係

を研究したい学生が、「北米研究コースを選択し、中国経済を専門とする先生のゼミ

に所属する」といったケース等がありえます。 

(6) 新任教員の新規ゼミ開講や、教員の留学決定に伴う開講予定ゼミ変更の可能性があ

ります。その際は「教学 Web サービス」にて「お知らせ」するとともに、随時研究

演習選択案内冊子を更新していきますので、国際学部ホームページより冊子をご確

認ください。 

 

２．選考・定員                        

前のページに記載したとおり、「少人数教育」が「研究演習」の重要な要素であるため、

各クラスには定員が設定されます。よって定員を超えたゼミでは選考が行われますが、原

則として選考は「選択届」によって行われます。ただし本冊子後半の「各クラスの紹介」

ページの「選考要件」欄に記載がある場合には、それも加味して行われます。 

 選考が行われる以上、「希望通りのゼミに決定しない場合がある」ことをご理解ください。 

なお、「定員」は「次年度に研究演習を履修する予定の学生数」を「開講される研究演習

のクラス数」で割った人数をベースに、多少の調整を加えて決定します（關谷ゼミを除く）。 

 

３．先修条件                       

 3 年次から「研究演習Ⅰ」の履修を開始するためには、以下の条件を満たさなければなり

ません。 
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一般学生（日本人学生など） 日本語を話す留学生
英語話者学生

(English-based International Student)

 □ 第1外国語初級　8単位以上  □ 第1外国語初級　8単位以上  □ 第1外国語初級　8単位以上

 □ 第2外国語初級　2単位以上 　　　　（Japanese） 　　　　（Japanese）

国際基礎科目 国際基礎科目 国際基礎科目

 □ 第1類（入門的科目）　4単位以上

 □ 第2類（基礎的科目）　8単位以上  □ 第2類（基礎的科目）　2単位以上  □ 第2類（基礎的科目）　2単位以上

 □ 第3類（基礎演習科目）　4単位以上  □ 第3類（基礎演習科目）　4単位以上  □ 第3類（基礎演習科目）　4単位以上

 □ 卒業必要単位に算入できる科目で、
     上記以外に　6単位以上

 □ 卒業必要単位に算入できる科目で、
     上記以外に　18単位以上

 □ 卒業必要単位に算入できる科目で、
     上記以外に　18単位以上

□ 在学期間2年以上（4学期以上） ※休学期間は含まない

 □ 合計　32単位以上
 

４．「研究演習」所属クラス決定までの流れ         

 2022 年度に 3 年生を（主な）対象として開講される「研究演習Ⅰ」の所属クラス決定手

続きは、2021 年度中に以下のような流れで行われます。内容をよく理解し、提出忘れがな

いようにしてください。 

 

１．＜案内冊子の熟読＞ 

7 月中旬に国際学部ウェブサイトにアップロードされる「研究演習Ⅰ選択案内冊子」を熟

読する。 

 

２．＜説明会動画の視聴＞ 

希望する教員の研究演習説明会動画（9 月中旬から下旬にかけて教学 Web で周知）を視

聴し、演習の内容を理解する。 

 

３．＜選択届の提出①＞ 

11 月 4 日(木)から 10 日(水) 16:50 までに、第 1 志望研究演習を記した「研究演習Ⅰ選択

届」Microsoft Forms にて提出する。今年度も昨年度同様に、密を避け、入国できない学生

等に配慮するため、11 月 4 日（木）8:50 に教学 Web 個人伝言に提出用の URL を送付しま

す。 

【注意点】 

・提出期限はあくまで日本時間であること 

・全学生同じ条件で提出させるため、差し替えは不可 

 （提出は 1 度きりです。複数回提出があった場合、初回に提出されたものを 

採用します） 

 

４．＜選考①＞ 

11 月 15 日(月)から 29 日(月)の間に、志望学生数が定員を超えているクラスの教員は選考

を実施する。志望学生数が定員以下のクラスは全員を受け入れる。 

なお、原則として選考は書類選考であるが、クラスによってはこの期間に面接等の選考
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が実施される場合がある。「研究演習Ⅰ選択案内冊子」を確認のうえ各教員からの連絡に注

意すること。 

 

５．＜選考①結果公表＞ 

12 月 3 日(金) 9:00 に、選考①の結果を掲示板および教学 Web サービスの「お知らせ」

にて公表する。 

【備考】：この時点で所属が決定した学生は「10．最終の公表」まで手続きは 

ありません。 

 

６．＜選択届の提出②(未決定学生のみ)＞ 

12 月 7 日(火)から 10 日(金) 16:50 までに、所属未決定学生のみ、複数の志望クラスを記

入する選択届（名称：「選択届」②（研究演習・RS 共通） SIS Research Seminar I Application 

Form #2（common form)」）を Microsoft Forms にて提出する。なお、募集を終了してい

る教員には志望できません。教学 Web サービスにてご確認ください。 

 

７．＜選考②＞ 

12 月 14 日(火)から 17 日(金)の間に、各教員が書類による選考を実施する。 

 

８．＜選考②結果公表＞ 

1 月 7 日(金) 9:00 に、選考②の結果を掲示板・教学 Web サービスの「お知らせ」にて公

表する。 

【備考】：この時点で所属が決定した学生は「10．最終所属決定の公表」まで手続きは 

ありません。 

 

９．＜所属未決定学生への対応＞ 

1 月上旬から 1 月中旬に、この時点での所属未決定学生の対応を行う。 

 

１０．＜最終所属決定の公表＞ 

3 月上旬に、研究演習の最終所属決定を掲示板にて公表する 

【備考】：先修条件をクリアした学生のみを研究演習の所属決定者とする。 
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５．「研究演習Ⅰ選択届」の記入・提出            

  スケジュール「３．」に記載のとおり、選択に際しては「研究演習Ⅰ選択届」を 

11/4（木）8:50 に教学 Web 個人伝言に届く提出用 URL を通じて提出する必要がありま

す。 

ゼミ担当教員が選考に際して使用する最も重要な資料であるため、明確かつ詳細に記

入してください。 

 「研究演習Ⅰ選択届」は、この冊子と一緒に国際学部ホームページに掲載していますの

でファイルをダウンロードして使用してください。 

  

＊記入の際の注意点＊ 

・ 手書きは一切受け付けません。コンピュータでタイピング入力してください。 

 

・ 「研究演習Ⅰ選択届」の入力を始める前に、「自分の伝えたいことは何か」を確認し

てください。 

 

・ その確認が終わったら、まずは下書き入力をします。下書きが完成したら、自分が読

み手（先生）になったつもりで読んでみて、誤字・脱字はないか、言葉の選び方は間

違っていないか、文章としてまとまりがあるか、自分の言いたいことが伝わるか、な

どを考えてみてください。 

 

・ 必ず印刷プレビューで入力した選択届を確認し、文字が枠内に全て表示されているか

を確認してください。若干であれば、自分で文字のフォントを小さくしても構いませ

んが、印刷すると枠内に文字が収まらない状態にならないようにしてください。すべ

ての文章が読めるかどうかを確認してから提出するようにしてください。 

 

・ この過程を経て、内容を十分に精査したうえで、提出用の「研究演習Ⅰ選択届」 

（エクセルファイル）に入力し、提出用 URL を通じて提出してください。 

 

・ 文章を通して、自分の考えや思いを相手に正確に伝えることは意外と難しいものです。

その点を理解したうえで、まとまりのある、読みやすい「研究演習Ⅰ選択届」の作成

を心がけてください。 

 

・ 公平性を確保するため、選択届の再提出や、提出後の修正は一切認められません 

（時差等も考慮されないので十分にご注意ください）。 
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６．各クラスの紹介                    

 

 次ページ以降の「各クラスの紹介」には以下の事項について記載されています。 

 

担当者      ：クラスを担当する教員の氏名 

           ⇒50 音順で掲載しています。 

 

研究演習のテーマ ：研究演習で取り扱うテーマ 

 

研究演習の内容  ：研究演習での学習および教員が指導する具体的な内容 

 

卒業論文の使用言語：卒業論文作成にあたり使用できる言語 

⇒卒業論文を記述するにあたり使用可能な言語に関する説明です。 

なお「研究演習Ⅰ・Ⅱ」の授業内では日本語が用いられます。 

 

 選考要件     ：「選択届」以外に選考において参考にすること、および選考に 

おいて必ず行っていただくこと 

 

 志望者への伝達事項：当該クラスを希望する学生への要望および伝達事項 

 

 

 

これらをふまえて次ページ以降の「各クラスの紹介」を確認し、 

興味のある先生の説明動画を視聴して説明を受けたうえで、 

11月の提出に向けて「研究演習Ⅰ選択届」を準備してください。 

   

【注意事項】 

現時点でゼミの内容が記載されていないクラスについては、原則として 

「説明会動画にてゼミの内容、選考要件等を確認」するようにしてください。 

（一部のクラスについては後日国際学部ホームページにクラス紹介が掲載 

される場合があるので定期的にホームページを確認してください。） 
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担当者 渥美 裕之 

研究演習の 

テーマ 
グローバル化を背景とした日本の可能性 

研究演習の 

内容 

 グローバル化、特に経済のグローバル化の動きが加速し、一方、日本国内では少子高齢

化等により社会や市場の構造が変化する中、グローバルな成長や市場をどの様に取り込ん

でゆくかが、日本・日本企業の今後の大きな戦略的な課題となっています。 

 この研究演習では、日本からグローバル、グローバルから日本の二つの大きな視点に立

ち、日本・日本企業が持つ競争力や価値、或いは課題を再確認・再定義した上、その競争

力や価値を活かしてゆく・課題を改善してゆく為の方向性やあり姿を明らかにすることを

目標としています。 

 

 研究演習Ⅰでは、グローバル化の本質、日本・日本企業のグローバル化への対応を理解

した上、グローバルな視点でとらえた日本・日本企業の持つ競争力や価値、それを展開し

てゆく為に必要な戦略や仕組み、解決すべき課題などについて考察します。その過程では、

担当教員からのレクチャーに加え、ゼミ生がグループベースで個別のテーマを選び、関連

情報を体系的に収集・分析し、可能性や課題を抽出したプレゼンを行い、それをベースに

ゼミ生相互に討議する取組みを行ないます。 

 研究演習Ⅱでは、研究演習Ⅰの成果をふまえて卒論テーマを選定し、それについて、文

献だけでなく、実地調査やアンケートを通して主体的なリサーチを行なうなど対応を進め

るとともに、学外の団体・企業と連携したフィールドワーク（＊）の事前準備や具体的な

取組み、並びに学外の連携先への成果発表を行なう予定です。 

 

（＊）この研究演習では、企業や現場でのリアルな動き・変化などが理解できるよう、学

外との接点を広げ、学外と連携したフィールドワークなどを実施してきています。 

これまで山陰地方の経済団体、京都の自治体・企業、奈良の企業と連携の上、インバウン

ド観光振興、日本商品の海外展開に関するフィールドワークを実施しています。 

卒論の 

使用言語 
日本語 

選考要件 
志望届をベースに選考します。また、基本的に選考段階では面接の実施は予定していま

せんが、志望先を検討する過程で個別に面談の希望があれば、喜んで対応します。 

志望者への 

伝達事項 

 永年にわたって総合商社に勤務し、国内・海外で様々な企画開発関連のビジネスに携わ

ってきました。そこで培った様々な実務経験・現場経験、及びネットワークなどを最大限

に活かしながら、研究演習を進めてゆくとともに、これからの就活をはじめ 

とする今後のキャリア開発についても、きめ細かいガイダンスや対応を行ないます。 

 この研究演習では、所属学生が運営パートナーとして教員と一緒になって、合宿やオフ

の時間も有効に活用しながら、双方向で活気のある中身の濃い“ゼミの場や環境”を創り

上げてゆく気概や意欲を期待しています。 

なお、志望先検討の過程で面談の希望や質問がありましたら、次のメールアドレスまで

ご遠慮なくご連絡下さい。   hiroyuki.atsumi@kwansei.ac.jp         

 

mailto:hiroyuki.atsumi@kwansei.ac.jp
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担当者 李 恩子 Eun Ja Lee 

研究演習の 

テーマ 
募集停止となりました 

研究演習の 

内容 

 

卒論の 

使用言語 

 

選考要件 
 

志望者への 

伝達事項 
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担当者 井口 治夫 

研究演習の 

テーマ 
変容する国際社会とアメリカ合衆国 

研究演習の

内容 

 

このゼミでは、変容する国際社会のなかにおけるアメリカ合衆国の政治、外

交・安全保障（日米関係など）、経済、社会（人種関係や移民など）、文化に

ついて、主に政治学と歴史学の観点から学んでいきます。また、特定の問題

（例えば、ポピュリズム、人種関係、人道援助など）について他国の動向と

比較検証することも行う予定です。 

 

私は、2022 年秋学期と 2023 年春学期（夏まで）は、在外研究期間のため、

授業は行っていません。このため、井口担当の 3 年生の研究演習は、2022

年度春学期に 2 コマ行います。また、井口担当の 4 年生の研究演習は、2023

年秋学期に 2 コマ行います。2022 年度春学期に 3 年の研究演習を 2 コマ連

続して行いますが、1 限と 2 限、もしくは 4 限と 5 限になる予定で、2022

年春学期の期末レポートは、卒論につながるレポートを、注と本文を含めて

一万字以書き上げることが求められています。ゼミ生とは、私が在外期間中

メール・Zoom で連絡を取り合えるようにする予定です。4 年の研究演習は、

2023 年秋学期に 2 コマ行い、卒論の完成と提出をしていただきます。 

卒論の 

使用言語 

日本語 （英語で書く能力に問題ないと私が判断した場合は、英語で卒論を

書くことは可能です） 

選考要件 

書類選考で行い、志望理由に記載されている関心のあるテーマと当ゼミとの

適合性などを検討します。知的探求心とゼミへの積極的参加が求められてい

ます。志望するにあたり、メールや Zoom 面談で問い合わせに対応できます。

また、選考を行うにあたり、Zoom 面談を行う場合があります。 

志望者への 

伝達事項 

私は、2022 年秋学期と 2023 年春学期（夏まで）は、在外研究期間のため、

授業は行っていません。このため、井口担当の 3 年生の研究演習は、2022

年度春学期に 2 コマ行います。また、井口担当の 4 年生の研究演習は、2023

年秋学期に 2 コマ行います。2022 年度春学期に 3 年の研究演習を 2 コマ連

続して行いますが、1 限と 2 限、もしくは 4 限と 5 限になる予定で、2022

年春学期の期末レポートは、卒論につながるレポートを注と本文を含めて一

万字以書き上げることが求められています。ゼミ生とは、私が在外期間中メ

ール・Zoom などで連絡を取り合えるようにする予定です。4 年の研究演習

は、2023 年秋学期に 2 コマ行い、卒論の完成と提出をしていただきます。 
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担当者 于 康 

研究演習の 

テーマ 

（1）日本語の誤用と習得および日本語教育に関する実証的研究 

（2）ことばと文化との関わりに関する実証的研究 

（3）日本語の語彙や文法研究に関する言語学的研究 

研究演習の 

内容 

本研究演習は、就職活動のサポートと指導を行いながら、卒業論文の作成に

必要な理論知識、研究方法、卒業論文の作成方法などを学び、問題の発見力、

分析力、解決力を磨き、卒業論文を完成することを目的とする。 

（１）日本語研究、日本語習得研究、日本語誤用研究、言葉と文化との関わ

りの研究が必要とされる基礎理論を学ぶ。 

（２）卒業論文の作成に必要論文の書き方を習得する。 

（３）研究テーマを見つけ、研究の対象となるデータを集めて分析し、論理

的に卒業論文を作成する。 

（４）自分のライフデザインを踏まえつつ、合理的な就職活動をすすめ、全

員が就職できることを目指す。 

卒論の 

使用言語 

日本語 

選考要件 

日本語の誤用と習得および日本語教育に関する実証的研究、ことばと文化と

の関わりに関する実証的研究、日本語の語彙や文法研究に関する言語学的研

究に関心のある方で、日本語の正誤判断ができる高度な日本語の運用力を有

する方ならどなたでも大歓迎です。 

志望者への 

伝達事項 
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担当者 王  昱 

研究演習の 

テーマ 
グローカル企業における財務・経営分析 

研究演習の 

内容 

 

研究演習 I の前半では、企業経営と財務会計の基礎知識を学びます。後半

では、グローカル（グローバル×ローカル）企業事例を用いて、企業分析の

方法（主に財務諸表による分析）を習得した上で、海外・国内の上場企業事

例を対象に比較分析を行います。最後に、企業に関する分析レポートを作成

してもらいます。このような学習を通じて、グローカル企業の経営活動や財

務諸表への理解を深めることを目的とします。 

 

研究演習 II では、ゼミ生各自で卒業論文のテーマを選定してもらい、演習

I で習得した分析方法を活かしながら、卒業論文を完成します。 

また、ゼミ学習の一環として、海外・国内の他大学との合同ゼミ

（Workshop）を行い、リサーチ発表をする予定です。 

 

卒業論文およびリサーチ発表を通じて、企業経営及び会計の知識を用いて

企業の経営・財務分析と今後の展望ができるような能力を身に付けることが

期待しています。 

卒論の 

使用言語 

日本語 

選考要件 

 

書類選考によって行います。 

 

志望者への 

伝達事項 

経営学・会計学・簿記などの関連科目の単位修得が望ましいです。ゼミで

の発表は日本語を使いますが、合同ゼミ（Workshop）の発表は英語を使用し

ます。ビジネス・スキルとしての会計・パソコン・英語（ビジネス界の三種

の神器と言われている）の学習・応用を一足早くここのゼミで始めましょう。 

 

注意事項： 演習担当者が 2022 年度春学期に短期留学するため、2022 年度開

講する研究演習 I は秋学期に寄せて（秋 2 コマ）開講となります。 
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担当者 大石 太郎 

研究演習の 

テーマ 
地理学からみる世界 

研究演習の 

内容 

 地理学は「地域差」に関心を寄せ、どうして地域差が生じるのかを明らか

にしようとする学問分野です。そして、ある地域で顕著にみられる事象には、

自然（環境）条件の制約を受けながらも、歴史・文化的要素や社会・経済的

要素が反映されていると考えます。グローバル化が進む現代世界は、ともす

れば何もかも画一化されてしまっていると考えがちですが、現実にはさまざ

まな文化をもつ多様な社会で構成されています。世界は「人間文化のモザイ

ク」、すなわち地球上には一つとして同じ地域は存在しない、というのが地理

学の考え方です。具体的な研究テーマとしては、産業（例：都市近郊の野菜・

果物栽培と直売所、観光・ツーリズム）、文化（例：食文化）、社会（例：エ

スニック集団の集住やホスト社会への適応、日本における外国人の生活空間）

など、さまざまなことが考えられます。実際、これまでのゼミ生もさまざま

なテーマで卒業論文を書いており、その一部は説明会で紹介しています。 

 研究演習Ⅰではまず文献講読により人文地理学の基礎を学び、さらに各自

が関心をもつテーマにかかわる文献を紹介し、最終的には卒業論文で取り組

みたいテーマに関するレポートを作成します。研究演習Ⅱでは、各自が卒業

論文のテーマを選び、中間報告をしながら、できるだけ統計資料や各自の調

査で得られた資料の分析に基づく卒業論文を執筆します。また、おもに 3 年

次の夏休みに国内で観光振興をテーマにした研修旅行（合宿）を例年実施し

ており、その様子も説明会で紹介します。 

卒論の 

使用言語 

日本語を母語とする学生は日本語に限ります。その他の言語を母語とする学

生は相談によります。 

選考要件 
とくにありませんが、定員を超える応募があった場合には、面接を実施する

ことがあります。 

志望者への 

伝達事項 

1）卒業論文のテーマは柔軟に考えてかまいませんが、担当者は北アメリカを

主たるフィールドとする地理学研究者であり、その視点から指導されること

を理解する必要があります。 

2）ほかの学生の研究テーマにも関心を寄せ、積極的にディスカッションに加

わることが期待されます。 

3）ゼミは学生が創っていくものです。研究発表会やゼミ合宿、懇親会などを

通じてゼミ生相互の交流を深め、活発なゼミにしていきましょう。 
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担当者 木本 圭一 

研究演習の 

テーマ 
企業分析 

研究演習の 

内容 

「企業分析を実践的に行い、興味を持って学ぶ」が研究演習の基本方針です。

そのためにフィールドワークを通じて学んでいきます。本ゼミでは、「関学・

日本酒振興プロジェクト」の実践を通じて、財務分析の他、経営戦略やマー

ケティングも学んできました。実践を通じた技法修得はかなり効果的です。 

さらに、日本および主要国の上場企業の報告書を題材にして企業分析を行

います。国際基準の適用によって、各国の財務データは比較可能になってき

ています。企業分析の中心となるのは会計情報ですが、各国の文化・経済・

情勢なども分析の視野に入れながら進めていきます。 

 また、ビジネスを深く考察するための題材として、ビジネスプラン作成も

行い、同時に起業家精神についても学びます。ビジネスプランコンテストな

どに応募することを通じて成果を確認します。 

 研究演習Ⅱでは、それらのテーマあるいは関連する領域で、各自が卒業論

文を作成していくための演習（発表、質疑応答、指導）を行います。卒業論

文の対象範囲は、指定した領域に掛かっておれば、会計学のみの研究アプロ

ーチで執筆しなくてもかまいません。たとえば、企業公開情報に見る文化比

較なども対象としても良いと思います。 

卒論の 

使用言語 
日本語 

選考要件 
登録届を提出する前に必ず個別面談を受けてください。留学等で直接面談で

きない場合は ZOOM を用います。連絡先は kimoto@kwansei.ac.jp です。 

志望者への 

伝達事項 

私は、研究演習を単なる授業科目とは考えていません。研究演習いわゆる

ゼミは、教室内外の諸活動（合宿やゼミコンあるいはフィールドワーク）を

通じて、色々なテーマを論じながら、ゼミ生とゼミ生、ゼミ生とゼミ教員が

交流を深め、生涯にわたって続くような友人作りができるような場だと考え

ています。 

本ゼミに応募するに当たり、会計関連科目の内容を修得していることが望

ましいですが、必須ではありません。学びたいという熱意と修得しようとす

る努力を持てるのであれば、応募ください。 

また、プログラミング技法の修得を推奨しています。興味ある人には修得方

法について案内・指導します。 
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担当者 国宗 浩三 

研究演習の 

テーマ 
経済学、および個別国経済の研究 

研究演習の 

内容 

[何を？] 次のいずれかに関心のある人を求めます 

・世界の国々の経済情勢について（日本も含みます） 

  ＊それぞれの関心に応じて対象の国や地域を絞り研究します 

・経済の仕組みや原理について 

  ＊これから学びたいという人も歓迎します 

[どのように？] 仲間とともに能動的に学びます 

・文献やデータなどを自分たちで調べる（グループ・ワーク） 

・他の人にわかりやすく説明する（ゼミ発表） 

・疑問点を質問し、建設的な助言をする（ゼミ討論） 

・知識を整理して体系的な論文を書く（卒業論文） 

・自分たちでゼミの運営をする（自主性・リーダーシップの発揮） 

[さらに] ゼミを通じて友人関係を広げ、共に就活を乗り切ります 

・3 回生の終わりまでに各自の卒業論文のテーマを決めます 

（就活の面接の場などで、きちんと説明できるように準備します） 

・大学院進学や公務員試験受験予定者にも対応します 

卒論の 

使用言語 

日本語、または英語（書きやすい言語で） 

選考要件 
ゼミの仲間と仲良く、共同作業ができる人。自ら考え行動することができる

人。なお、申し込み多数の場合は選択届による書類選考を行います。 

志望者への 

伝達事項 

[主体的なゼミ運営] 

・ゼミを１から作りあげることに関心のある方を歓迎します。ゼミ行事（ゼ

ミ合宿や懇親会など）も、ゼミ生自身で企画・実施してもらいます。 

[こんな先生です（自己紹介）] 

・学生時代にヨーロッパやアジアでパックパッカーの経験あります 

・インドのマクロ経済調査、アジア通貨危機の研究をしていました 

・米国赴任の経験があります（ＩＭＦの客員研究員） 

・専門はマクロ経済学、国際金融論、開発経済学、アジア経済論 

不明な点は、なんでも気軽に質問メールをください 

kunimune@kwansei.ac.jp 
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担当者 小林 敏男 

研究演習の 

テーマ 
経 営 学 研 究 

研究演習の 

内容 

本演習は，企業及び産業の経営比較分析を出発点として，経営戦略論，競

争戦略論等の経営学諸理論の観点から，企業及び産業の将来的な展望を考察

することを目的としています。 

「研究演習Ⅰ」では，まず，経営分析を行うために必要となる財務諸表の

理解を進めるとともに，組織，戦略，イノベーション，ビジネスモデル等に

関する議論を行います。具体的には理論書を輪読し，クラス討議を経て内容

指導を行います。 

「研究演習Ⅱ」では，産業，企業に関する具体的な経営分析を行います。

分析の中心は，産業における比較研究となりますが，そうした分析をもとに，

経営学諸理論を用いて，企業及び産業の将来的な展望を考察します。研究報

告は，受講者各自の進捗度合に応じて行い，それらをもとに，卒業論文作成

の指導を行います。 

 本演習としての特長は，ビジネス界において必要不可欠な経営分析手法，

及び経営学諸理論を修得できる点にあります。 

 

卒論の 

使用言語 
日本語 

選考要件 

「志望理由書」をもとに，積極性や，ゼミの内容と研究したい内容の適合性

などを考え選考しますので，志望理由，ゼミで挑戦したいこと，将来の進路

希望，その他自己アピール等を記入してください。 

 必要に応じて，面接を行う場合もあります。 

志望者への 

伝達事項 

少人数クラスにおける全人格的教育を意識し，出席に関しては，無断欠席は

認めません。理由等を明記したメール等による事前連絡は最低限の参加姿勢

です。 
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担当者 櫻田 大造（さくらだ・だいぞう） 

研究演習の 

テーマ 

国際政治と北米地域研究（カナダ、アメリカの内政、外交、社会） 

研究演習の 

内容 

 テーマは国際政治 and/or アメリカ and/or カナダに関連したものならナン

デモＯＫで、かなり自由です。また、ゼミの時間にビブリオバトルも実施し

て、チャンプ本なども決めて行きますので、読書好きな学生には楽しいゼミ

となるでしょう。3 年次では、まずアメリカ・カナダや国際政治についての

基礎的なテキストを輪読し、討論していきます。そして自分独自のテーマを

決め、基礎的リサーチを実施します。その結果を秋学期の授業時に発表して、

討論し、学術的なゼミ論文を書いていきましょう。論文執筆方法は、手取り

足取りお教えします。 

さらに、毎年 12 月ころには、櫻田ゼミ OB・OG 会を開催して、社会人と

して活躍している法学部と国際学部出身の先輩たちから仕事の話や就活情

報を得ます。（就活相談には可能な限り応じます。）そのようなタテの関係を

重視する櫻田ゼミでは、リサーチや発表のみならず、進路についても、私や

君たちの先輩などから色々と情報を得ていってください。 

 4 年次では各自のリサーチと卒論完成を目指しますが、9 月には今度は 3

年の後輩諸君と合同ゼミ発表会と打ち上げ会をやります。なお、これまでの

テーマとしては、アップルはなぜ勝ったのか、日本食の対米進出、カナダと

スエズ危機、米大統領就任演説の分析、anime という言葉はいつ米国で使用

されたか、日米音楽市場の比較、日米専業主夫の比較、カナダの米国映画撮

影誘致、スエズ危機とカナダ、日米安保条約について、カナダの環境政策、

オバマ政権の対中政策など多種多様でした。 

卒論の 

使用言語 

日本語 

選考要件 
 英語が得意で読書好きな学生大歓迎。積極的にゼミに参加し、進路なども

ガンガン自分で動ける学生にとっては、非常によいゼミとなります。 

志望者への 

伝達事項 

志望理由書などをもとにやる気やゼミ内容と研究テーマのマッチング度な

どを加味して、選考します。選択届け（志望理由書）には、志望理由、ゼミ

でやりたいテーマ、将来進路、ほかにアピールしたいことを書き、さらにお

すすめの本 1 冊とその理由も書いてくださいね。 

 これまでに就職実績としては、NTT 西日本、富士フィルム、三菱 UFJ 銀

行、三井住友銀行、日立ハイテクノロジー、日本ゼオン、ダイハツ、日本生

命、損保ジャパン、東レ、IHI、JR 東海、神戸製鋼、関西電力、兵庫県庁、

関西学院(職員)、日本ガイシ、森永製菓、日立物流、日本生活協同組合、パ

ーソル、日本特殊陶業、信越化学、パソナ、ＪＡＬ、ＡＮＡ、シンガポール

航空、八尾市市議会（議員）などがあります。 

何か、ご質問がございましたら、お気軽に櫻田あてに 

sakurada@kwansei.ac.jp 

へメールでお問い合わせしてくださいね。 
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担当者 重政 公一 

研究演習の 

テーマ 

ASEAN、東南アジアからみる世界不思議発見 

−多民族、多宗教、多文化共生と新たな国際関係の視点− 

研究演習の 

内容 

ASEAN（東南アジア諸国連合）はブルネイ、カンボジア、インドネシア、

ラオス、マレーシア、ミャンマー、フィリピン、シンガポール、タイ、ベト

ナムから形成される地域組織です。これに加盟申請中の東チモールを加えて

東南アジアが完成します。ここには世界３大宗教、多数の民族、政治・経済

体制の多様性と格差があり、まさに国際関係の「縮図」です。国際⇄地域⇄国

家（ローカル）な面は繋がっていないようで繋がっています。例えば、今年

２月１日に起きたミャンマーの軍事クーデターの事象一つをとってみても、

この断面は繋がっていきます。 

＜なぜ２月１日を選んで軍部はクーデターを起こしたのか？＞ 

＜ASEAN に地域問題解決の期待がかかるがなぜ影響力が弱いのか？＞ 

＜欧米、中国、国連はなぜ断固としてクーデターに反対しないのか？＞ 

などなど、関心は広がっていきます。研究演習 I では東南アジア世界の発展

を 1967年のASEANの誕生と加盟国間の対立と共生の視点から学習します。

授業と並行して基礎資料を用い輪読・発表・討論で問題意識を深めていき、

研究演習 II では ASEAN と域外世界について学習します。卒論執筆のための

ワークショップは３年秋学期から始め、これを基に４年次の執筆に十分時間

をかけて有意義な指導を行う予定です。 

卒論の 

使用言語 

日本語 

選考要件 
経験を問わず東南アジアやその周辺に関心のある学生、本研究演習に自分の

研究テーマが合致している学生、卒論を最後までやり遂げる学生。 

志望者への 

伝達事項 

・２回生のみなさんがこのファイルを開いた頃は、担当者は＜南方＞に留学

（遊学？）中です。上ヶ原では直にお話しすることはできませんが、直に聞

きたいことがあればメールにて相談してください。詳細についてオンデマン

ド紹介以外には適切な時間を設けて ZOOM でも対応します。 

・国家と国家の繋がりが伝統的国際関係ならば、ローカル（市民、市民社会

組織、エスニック少数民族集団など）も見据えた新たな国際社会の視点が今

後の ASEAN、東南アジアの理解には必要です。このため、学習・卒論のア

プローチは多元的であり、寛容でありたいと思います。 

・担当者メールアドレス：shigemasa@kwansei.ac.jp 
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担当者 志 甫   啓 

研究演習の 

テーマ 

（経済・経営領域：国際的な人の移動研究） 

国際化する私たちの生活の場・学びの場・仕事の場 

研究演習の 

内容 

 未知の問題に直面したとき、大学で学んだ者に相応しい思考と判断ができ

るようになることが、本研究演習の最大の目標です。皆さんには、各々が設

定した課題に取り組み、それをゼミ全体として一つの大きなテーマに総括す

る、そうした経験を通じて、卒業時には「問題を発見し、調べ、自分の頭で

考え、想いを込めてそれを書き、人に納得してもらえるよう伝える」ことの

できる人間になってもらいたいと期待しています。 

 本研究演習が取り扱うのは「人の移動」という極めて学際的なテーマです。

経済学・経営学のみならず、他のアプローチにも関心を払う必要があります

が、国際学部の授業体系はそんな皆さんに最適な環境を提供していると考え

ます。 

研究演習Ⅰでは、人の移動を題材として、経済学の果たす役割と限界を体

感してもらい、データに慣れ親しみ、必要に応じて統計学を学ぶこととしま

す。その上で、人の移動が私たちの生活の場・学びの場・仕事の場を国際化

させていることの背景要因や課題、期待についての知識と分析能力を身に付

け、レポートをまとめます。 

研究演習Ⅱでは、そのレポートを発展させて卒業論文に仕立てていきます。

同時に、各自の卒業論文を編集してゼミとしての報告書を作成するという共

同作業に取り組みます。 

卒論の 

使用言語 
日本語または英語 

選考要件 
原則として「研究演習Ⅰ選択届」に記された志望理由等に基づきますが、メ

ールでの応答を必要とする場合があります。 

志望者への 

伝達事項 

☆ ゼミを週一コマ開講される一般の授業と同様に考えないでください。サ

ブゼミや懇親会、合宿等を含め、ゼミの正規の授業時間以外にも主体的

に取り組む姿勢が求められます。傍観者的・フリーライダー的な態度で

の参加は認めません。世の中に必要とされる関学卒業生を目指し、自ら

を成長させたいという気持ちを持つことが大事です。 

☆ 国際的あるいは国内における人の移動に関心のある学生はもちろんのこ

と、漠然と（特に労働や雇用に関わる）経済・経営分野の勉強・研究を

したいと思っている学生も歓迎します。また、ゼミを通して語学力の向

上に努めたいという学生を応援します。 
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担当者 關谷 武司 

研究演習の 

テーマ 
グローバル時代における教育を通した社会改革 

研究演習の 

内容 

本ゼミでは、将来、国家公務員や国際機関職員、国際協力実践者・研究者、

教育関係者として国際社会に貢献する日本発グローバルリーダーを育成する

ことを目的とする。 

研究演習Ⅰでは、開発途上国における開発課題、特に教育に関する問題に

焦点をあて、その関連書籍や日本の近現代期の教育史についての文献を課題

図書とし、プレゼンテーションとディスカッションを中心に学習を進める。

また、グループで合同調査研究（海外調査を含む）を行い、分析・考察を加

え、研究発表を行う。 

研究演習Ⅱでは、文献研究に基づいて各人の研究テーマを設定し、必ず自

分自身で調査を行い、独自データを収集する。そして、結果を分析し、論理

的に考察を展開する。その内容を卒業論文として執筆し、研究発表を行う。 

卒論の 

使用言語 

 日本語 

選考要件 

 面接を実施するので、出願前に必ず事前連絡を入れること。また、面接前

に、以下の書類を提出すること。 

 成績証明書 語学力証明書 

志望者への 

伝達事項 

 本ゼミは、卒業生、大学院生も含めたゼミ関係者による学内外での自主活

動を強く奨励している。卒業生まで含めたゼミ構成員の一人として自主活動

に積極的に取り組める者を歓迎する。（例：各種自主セミナー企画・運営、国

際協力プロジェクト企画・運営、自主研究・書籍執筆など）  

 演習を選択するまでに「国際情報分析」、「教育開発論」、「プロジェクトマ

ネージメントⅠ」を受講していることが望ましい。 

 希望者多数の場合、以下のような学生を優先する。 

● ゼミの自主活動に優先的に取り組む者 

● 上記の推奨科目受講者 

● 「国際ボランティア（国連ユース・国際社会貢献）」を目指す者 

● 国家公務員あるいは国際協力機関従事者、国際協力研究者等を志して大

学院進学を考える学生 
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担当者 髙村 峰生（2022 年春学期は留学予定です） 

研究演習の 

テーマ 
近現代における英米文学・文化 

研究演習の 

内容 

1. 近現代の英米文学 

2. 比較文学 

3. 写真、映画、音楽などのメディア論、芸術論、表象文化論 

4. 批評理論・現代哲学 

5. 翻訳 

上のような幅広い課題について一通りの指導を行うことができるが、担当

教員の一番強い専門分野は 20 世紀の文学と映画であり、ゼミ演習でもその

分野を重点的に扱うことになる。文学分野については、詩や演劇よりも小説

の方が中心となる。 

3 年ゼミでは英語で書かれた短編小説を読むか、映画を見ることを毎週の

課題として課し、クラスではそれに基づいたディスカッションを行う。英語

の読解力を磨き、文学の表現技法や映画の撮影技法などについて考察すると

ともに、英国圏の文化や歴史、習俗についても総合的に学ぶ。4 年ゼミでは

受講者の卒論を視野に入れて演習の内容を決めていき、後期には卒論のライ

ティングの技法について具体的な指導を行う。 

卒論の 

使用言語 

英語または日本語 

選考要件 
・英語力ならびに文化や文学に対する関心の度合いを重視する。 

・希望届提出前にできるだけ面接する。下記アドレスを参考。 

志望者への 

伝達事項 

・ゼミのディスカッションは基本的に日本語で行いますが、長い英語の文章

を読む力は必要です。予習と出席は必須です。 

・課題以外にも、自発的に好きなことをとことん探究するタイプの人は歓迎

します。 

・国内外の大学院進学を視野に入れている人にアドバイスできます。 

・英語力は確実につくと思います。個々の学生の長所・短所について適切に

アドバイスします。 

・歴史の短いゼミですが、就職実績は商社、IT、出版社など、極めて好調で

す。 

・2022 年春学期は留学予定です。その分の指導は秋学期に行います。 

・ゼミに関心のある方は個別に相談しますので、 

mtakamura[at]kwansei.ac.jp まで連絡してください。 
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担当者 長友  淳 

研究演習の 

テーマ 

グローバリゼーションと人・文化・社会 

―文化人類学的・社会学的視点から 

研究演習の 

内容 

研究演習 I・II ではグローバル化という現象について、文化人類学的およ

び社会学的視点から研究します。柱は３つ設定しています。１点目は移民や

観光客など「国境を超える人の流れ」に関する研究、２点目は国境を超える

メディアや文化、あるいは観光と文化の関係などの論点を含む「文化の越境

プロセス」に関する考察、３点目は国家とナショナリズム、あるいは移民と

ローカル住民の相互作用などの論点を含む「グローバル化と社会の関係」に

関する研究です。 

研究演習 I（３年生）では上記の３点に関わる文献講読を行います。各自

担当分を学期中に１～２回発表し、理論的基礎を築きます。 

研究演習 II（４年生）では上記３つの大テーマのいずれかに当てはまる形

で、より詳細な卒論テーマを各自設定し、調査を行った上で卒論執筆を行い

ます。定期的に進捗状況をゼミ内で発表する形で計画的な卒論制作を行いま

す。また４年次には、ゼミ合宿および卒論発表会を予定しています。 

 ２年間を通して、他大学との合同ゼミや、合宿、研修旅行等の各種行事を

実施し、ゼミ生の人間的なつながりも大切にした活発なゼミ運営を目指しま

す。 

卒論の 

使用言語 

日本語。希望者のみ英語。 

選考要件 
特になし 

志望者への 

伝達事項 

・ゼミは大学教育の根幹であり社会教育の場でもあるため、全回出席が原則。

ゼミの各種行事への積極的な参加も重要です。また、ディスカッションにお

ける積極的な姿勢や発言を期待します。 

・２年次までに「文化人類学基礎」を受講しておくことが望ましいです。 
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担当者 難波 彩子 

研究演習の 

テーマ 

社会言語学的アプローチによるコミュニケーション研究 

研究演習の 

内容 

[全体] 私たちのコミュニケーションの図り方について、社会と文化的な視座

から深く掘り下げていきます。特に、民族性・人種、地域性、ジェンダー、

世代（年齢差）・社会経済階級などの社会的カテゴリーが、私たちのコミュニ

ケーションとどのように関わるのか、そして、自分とは異なる背景を持つ他

者とどのように円滑なコミュニケーションを図っていけば良いのかについ

て、社会言語学、談話分析、語用論、言語人類学、社会心理学、社会学など

のアプローチから探求していきます。 

[テーマ] 基本的に、コミュニケーションと文化・社会の関係を観ていくもの

であれば、広く取り扱うことができます。(例：会話スタイルやミスコミュニ

ケーション、アイデンティティの（再）構築、発話行為の言語文化間による

比較研究、ポライトネスやジェンダー、メディアとコミュニケーション他) 

[3 年次] 文献購読を通して文化・社会言語学的思考を養うと同時に、個人発

表やゼミ生同士の積極的なディスカッションを行うことによって、次年度の

卒論を視野に入れた準備を進めます。 

[4年次] 前期は、個人のテーマの最終検討、関連する分野の先行研究のレビ

ュー、仮説の設定、データの収集法と分析法の確認を行います。後期は卒論

執筆に取り組みます。授業はゼミ生全員による積極的なディスカッション・

発表に基づいて行っていきます。 

卒論の 

使用言語 

日本語・英語 

選考要件 
・コミュニケーションに興味があること。 

・ゼミ生同士、教員とも対話を重ね、協力できること。 

志望者への 

伝達事項 

・みなさんの母国語（日本語、英語、その他の言語）を中心とするコミュニ

ケーションに関する飽くなき好奇心と探究心、自由な発想、豊かな創造力を

お持ちのみなさんを歓迎します。 

・常日頃から英語力を高めるよう努めましょう。 

・毎週の予習と出席は必須です。 

・地道に卒論に向けて取り組む一方で、ゼミ生同士が協力し合いながら友情

も育んでいけるようなあたたかいゼミ作りを目指します。 
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担当者 長谷 尚弥（はせ なおや） 

研究演習の 

テーマ 

応用言語学・言語教育・英語教育・第二言語習得・ 

言語全般・言語と文化 

研究演習の 

内容 

この研究演習のテーマは応用言語学（ここでは言語教育学とほぼ同義に用

いる）です。英語の教職免許取得を目指している学生、将来中学や高校、大

学の英語（外国語）教員を目指す学生、応用言語学の分野での研究者を目指

す学生をはじめ、広く言語全般や言語教育、言語学習に興味・関心を持つ学

生を対象とします。ただ、ゼミ生各自のテーマに関しては、比較的柔軟に考

えたいと思います。 

3 年次の前半は、この分野の基本図書（英書）を輪読することで基本的な

知識を身につけると同時に、受講生の興味・関心に応じて、この分野でこれ

まで行われてきた主な研究を概観します。また、3 年次の後半は、各自が自

分の興味に従って集めてきた先行研究の発表を中心にゼミを進めます。皆さ

んが各自の研究テーマ（卒業論文のテーマ）を見つける、あるいは絞り込む

ことが 3 年次の目標です。また、研究手法に関する基本的な勉強も 3 年次を

通して行います。 

4 年次には、各自が自分の研究テーマに沿って研究を進めて行きます。毎

週のゼミは各学生の研究の進捗状況についての発表とそれを巡るゼミ生同士

の議論を中心に進められます。 

研究を進めるにはゼミ生同士の有益な議論が必須です。そのためにも、こ

のゼミでは懇親会やゼミ合宿を行い、勉強と同時に親睦の場も大切にしたい

と思います。 

卒論の 

使用言語 

日本語・英語 

選考要件 
基本的には書類選考としますが、必要に応じて面接を実施することがあり

ます。 

志望者への 

伝達事項 

言語・言語学習・言語教育に興味のある人、みんなで楽しく、かつ真剣に

議論しながら研究を進めたいと考えている人を募集します。なお、可能な限

り、2 年生を終えるまでに「Introduction to Applied Linguistics」と「第二

言語習得論」を履修しておいてください。 

このゼミは教職課程履修者を主な対象としていますが、そうではない人、

卒業後に教職以外の進路を考えている人も歓迎します。 

質問等がある人は、授業時に気軽に声をかけてもらっても結構ですし、メ

ールでも OK です（長谷：nhase@kwansei.ac.jp）。 
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担当者 平林孝裕 

研究演習の 

テーマ 

（１）宗教（キリスト教だけでなく）から見る文化・社会 

（２）デンマークほかの北欧の文化・社会 

研究演習の 

内容 

研究演習の目的は、現代における文化・社会をキリスト教もしくは広く宗

教の観点から理解することです。また、北欧（なかでもデンマーク）に関心

がある場合、研究関心によって幅広く勉強することができます。 

研究演習 I では、キリスト教・宗教の基本的理解を深め、現代文化におけ

る影響・意味を解読することを試みます。また、現代におけるキリスト教・

宗教が直面している諸課題、たとえば環境・生命倫理、宗教がもたらす暴力、

宗教間対立の問題を考えるための準備をします。テーマは、たとえば『キリ

スト教平和学事典』〔教文館刊〕を参照してください。春学期に各人のテーマ

を絞ってゆき、秋学期に研究のための材料を集める方法や研究する方法を学

びます。 

研究演習 II では、各自が選択した卒行論文のテーマにそって論文作成にむ

け、自分の力で調べて発表をしていきます。対象とする領域は、主に欧米の

プロテスタントのキリスト教が支配的な地域もしくは日本の近現代が中心と

なります。必ずしもその地域の言語を前提としませんが、必要に応じてその

能力を磨くことを求めます。春学期中に論文にむけた方針を定めて執筆をす

すめ、秋学期に文章を彫琢し卒業論文にふさわしいものに仕上げていきます。

北欧も同様にすすめますが、必要があれば、デンマーク語などの最低限の手

ほどきもします。浅野・牧野・平林編『デンマークの歴史・文化・社会』〔創

元社刊〕を参照してください。 

懇親の機会は、各学期に食事会をするところから始めたいと思います。３

年次に日帰りの神社・寺院などの宗教施設への見学、４年次に卒業論文ゼミ

を兼ねた宿泊をふくむゼミ合宿を予定します。 

卒論の 

使用言語 

日本語のみ 

選考要件 
特に定めないが、希望があれば面談を受け付けます。 

志望者への 

伝達事項 

新聞などの報道で、世界各地で宗教をめぐってどのような問題が起こって

いるか、普段から関心をもっておいてほしいと思います。あわせて、しっか

りと本を読む習慣をつけておいてください。思想的文書を読むにせよ、文学

を読むにせよ、問いをもって読むことが大切です。精読と速読のいずれの力

も大切です。 
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担当者 ブングシェ・ホルガー 

研究演習の 

テーマ 

ヨーロッパの高級商品産業：ファッション（アパレル）、自動車、食料品、

サービスを中心に 

研究演習の 

内容 

本研究演習はヨーロッパにおける高級品産業と高級商品ブランド・メーカー

を研究する事に狙っている。 

EU 委員会の企業と産業総局によると、ヨーロッパで生産されている高級品

は世界市場の 70％を占めている。ヨーロッパの高級品はファッション、バッ

ク、靴などのアパレル商品、時計、高級車、ヨット、デザイン家具そしてデ

ザイナーブランドの家庭用品などの製造産業の商品である。その 70%にホテ

ル、レジャー、レストランなどのサービス産業のサービスも、そして食料品

産業の商品、すなわちヨーロッパで生産されているチーズ、ワイン、シャン

パン、ブランデー、ウィスキーなども含まれている。 

本研究演習は産業論、地域産業論、競争戦略論、国際企業経営論などの理論

に基づきヨーロッパの高級商品産業又は企業を研究し、ケーススタディのア

プローチにより分析する。 

なぜヨーロッパの高級商品産業は強いか、ヨーロッパの高級商品産業はどう

いう条件に基づくか、企業はどういう戦略を実施しているかというテーマを

研究するのは本研究演習の目標である。 

卒論の 

使用言語 

日本語、英語 

選考要件 
希望者の人数により「面接を実施する」 

志望者への 

伝達事項 

EU 政策、ヨーロッパの経済、産業と企業、又は国際企業経営論、競争戦略

論の授業を取ることをお勧めする。 

外国語で書いた資料を読める外国語能力が望ましい 
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担当者 寳劔 久俊（ほうけん ひさとし） 

研究演習の 

テーマ 
現代アジアの経済発展 

研究演習の 

内容 

 

本演習の目的は、経済・経営に関する様々な分析ツールを用いて、アジア

地域（東アジア、東南アジア）の経済発展を考察するための方法論を身につ

けることにあります。アジア諸国が急速な経済発展を実現してきた要因と、

それらの国々が直面する課題（中進国の罠、人口の高齢化、所得格差、環境

汚染など）を体系的に理解するためには、経済学や経営学に基づく経済構造

の考察に加え、アジア諸国の政治や社会、そして各国の歴史についての知識

を深めていくことが求められます。 

研究演習 I では、アジア経済論や開発経済論、あるいは多国籍企業の国際

経営に関する教科書の輪読を行い、基礎力の強化を図るとともに、ゼミでの

報告の仕方や議論の進め方を学びます。また、参加者の人数や希望に応じて、

グループでの研究報告も実施していきます。研究演習 II では各自の研究テー

マに関する報告を行い、卒論に向けた準備を進めてもらいます。卒論指導は

厳しく行いますので、ご注意下さい。 
 

卒論の 

使用言語 
日本語を基本としますが、英語での卒論執筆も認めます 

選考要件 書類選考によって行います（出願時の成績も加味） 

志望者への 

伝達事項 

 

アジア経済や経済学の科目（国際金融とアジア太平洋、中国企業経営、中

国経済論、ミクロ経済学、マクロ経済学など）を受講していることが望まし

いですが、それらの講義を未受講でも、自ら学習する意欲のある学生を歓迎

します。研究演習の履修を通じて、アジア地域の現地語（中国語、韓国語、

タイ語、ベトナム語など）の基礎を学ぶよう努めて下さい。また、中国以外

の東アジア地域（日本、韓国、台湾、香港）や ASEAN 諸国の経済に関心を

持つ学生の履修も歓迎します。 

真剣に楽しく学べる場になるよう、ゼミ合宿（2019 年は小豆島）や合同ゼ

ミ（中央大学など）の開催、海外研修（香港フードエキスポへの参加、中国

（南京農業大学、西南財経大学など）の大学生・大学院生との交流など）も

計画しています。ただし、演習での遅刻と無断欠席については厳しく対処し

ますので、履修にあたっては心して臨んで下さい。 
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担当者 丸楠 恭一 

研究演習の 

テーマ 
世界の中の日本 

研究演習の 

内容 

研究演習 I の目的は大きく２つあります。その第一は、日本という存在を世界的国際的文

脈の中で理解する能力を養うことです。このために必要な文献を読み進んでいきます。イ

ンターネットや SNS など速いメディアが発達している現代だからこそ、活字メディアか

ら得た知識をもとに自分の頭の中で考えを熟成させることが大切だからです。本ゼミで取

り扱う文献のジャンルは、政治学、経済学、社会学、歴史学などかなり広範な分野にわた

りますが、特に戦後政治社会史に関する基礎的理解を得ることに役立つ文献を含める予定

です。こうした文献の講読を通じ、ゼミ生各自が自分なりの「日本を切る切り口」を発見

し、それに関するディシプリンを自ら修得してもらうように指導します。 

第二の目的は、第一の前提条件として、論理的に思考し他者を言語で説得する能力を高め

ることです。これは、論文を書くにせよ、プレゼンを行うにせよ、その基本となります。

この目的に沿って、研究演習Ⅰでは、グループによるテーマ研究及びプレゼンテーション

演習・動画作成などを行います。 

研究演習 II の目的は、研究演習 I の成果を踏まえ、ゼミ生各自が各々の卒業論文のテーマ

を選び、卒業論文作成のために報告を行い、ゼミ生相互に議論を行うことを通じて各自の

問題に関する理解を深め、分析力を養うことです。 

こうした方針に沿って、3 年次にはまずグループによるテーマ研究を実施し、次いで日本

を学ぶために重要と思われる文献について、基本的なテキストを選定して適宜プリントで

補いつつ、日本を理解する基本的な視座の醸成に努めます。テキスト講読に当たっては、

テキスト評論の技法をきちんと身につけてもらうことを目指します。ゼミ生の問題関心や

要望等を勘案し、学外における実習・演習を行うことも考えています。また 4 年次は、現

代日本に関する最近の著作を多読していくとともに、各自の選択した卒業論文のテーマに

向けての学習・分析を進め、その報告を中心にゼミを運営していきます。 

3，4 年合同による会合・合宿、他大学との交流等も積極的に実施する方針であり、2019

年度までは、5,6 月に奈良や六甲、8 月に長野で明治大学、中央大学、関西大学等と合同

でインカレ合宿を実施していました。2020 年度は、コロナ禍の中、オンラインや梅田キ

ャンパスでの実施になりましたが、こうした状況から一日も早く脱し、活発な学内外活動

を復活できることを願っています。 

卒論の 

使用言語 
日本語 

選考要件 選考期間中に、選択届の内容を補足する質問をメールにより行うことがあります。 

志望者への 

伝達事項 

本演習は「日本」を主な課題として取り扱うことが多いですが、その問題意識の背後には

現代国際社会に関する理解が前提として存在しています。日本以外の国・地域・文化など

に関心がある方も、その関心が十分満たせるように構成しています。 

また、ゼミの性格上、ゼミ生各自が関心を持つ学問分野が多岐にわたる可能性が高いと思

われます。その際、自分自身のテーマにのみ関心を持つのではなく、ゼミの他のメンバー

の問題関心に対しても興味を持ってそれを理解しコメントしようと努める学習姿勢を持

つようにしてほしいと思います。本演習のポリシーは「ゼミとは、教員が知識を伝達する

場ではなく、学生同士の相互刺激による化学反応の場である」ということです。志望者は、

そうした認識を共有する方であってほしいと思います。 

真剣勝負の、活気ある、それでいて楽しいゼミにしたいと思います。 

質問等は、 kyoichi.marukusu@kwansei.ac.jp まで。 

 

mailto:kyoichi.marukusu@kwansei.ac.jp
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担当者 三宅 康之 

研究演習の 

テーマ 
現代中国の政治と外交 

研究演習の 

内容 

・中華人民共和国をはじめとする「中華圏」の政治・外交に関するテーマの卒論執

筆を目指すゼミである。 

・本ゼミでは次の３つの目標を設定する。 

（１）卒論執筆に必要な知識を蓄積すること 

（２）多角的、学際的な視点を得ること 

（３）情報収集、要約、発表、討論などのスキルを磨くこと 

・具体的には、２年間で次のような作業を行う。 

（１）３年次春学期には、基礎知識を共有するため、中国政治外交についての教科

書を輪読し、報告ならびに質疑応答を行う。 

（２）３年次中に２～３度、学内および他大学とのゼミ交流を行う（現時点では同

志社大学、立教大学、慶應義塾大学、東京外国語大学などを予定）。ゼミ交流の際

に、ゼミ旅行・合宿も行う。 

（３）３年次中のゼミ内での報告やゼミ交流の際の研究発表の分担を通じて、卒論

のテーマを確定させていく。３年次秋学期から４年次開始にかけて関心のあるテー

マについての基礎的な文献を複数読みこみ、取り組むべき問題を絞り込んでいく。 

（４）４年次は卒論指導を主とするが、ゼミ交流にも引き続き参加する。 

卒論の 

使用言語 

原則日本語だが、英語も事情に応じて可とする。 

 

志望者への 

伝達事項 

・「中国現代史」、「中国の政治と外交」をすでに受講しているか、並行して受講す

ることが望ましい。 

・その他、政治学、国際関係論 and/or 中国経済に関する講義などを、できれば複

数履修していることが望ましい。 

・中国語習得・履修はゼミ履修の必要条件ではないので、他言語・北米コース選択

者でも遠慮せずに参加されたい。 

・報告・発表の際には、担当でなくとも事前に準備し、議論に参加すること、最終

的な卒論執筆に当たっては日本語、英語、中国語などのうち、最低２言語の文献を

使用することが強く期待される。 

 



 30 

 

担当者 宮田 由紀夫 

研究演習の 

テーマ 

アメリカ経済 

研究演習の 

内容 

アメリカの経済を歴史、金融・財政政策、競争政策、イノベーション・企業戦略

の面から研究します。 

3 年生の時はアメリカ経済に関するテキスト（経済政策概論、大学スポーツ、航

空宇宙産業）の輪読を行います。春学期と秋学会それぞれで輪読に並行してグルー

ププロジェクトして特定の産業の分析を行い、グループでの口頭発表とそれを基に

した個人レポートを書いてください。 

4年生の時は春学期に卒論に関係する文献を精読し、秋学期には卒論を執筆します。 

授業で読む文献は日本語ですが、必要に応じて英語の文献（記事・論文のコピー）

を推奨し、読んできてもらいます。 

卒論のテーマはアメリカ経済に関することならば何でも可能です。「アメリカの音

楽について」や「アメリカ大リーグについて」というのは認めませんが、「アメリ

カ音楽産業について」「アメリカのプロスポーツ産業について」ならば可能です。 

卒論の 

使用言語 

日本語（事前に許可を得れば英語も可） 

選考要件 
書類選考 

志望者への 

伝達事項 

ゼミ旅行、合宿、飲み会は行いません。所定の授業時間にきちんと出席すること

に努めてください。経済学の知識は不要ですが、英語が苦手な人には志望を勧めま

せん。 
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担当者 油井 美春 

研究演習の 

テーマ 
アジアを中心とした開発途上地域の社会と文化 

研究演習の 

内容 

アジアを中心とした開発途上地域、特に南アジアおよび西アジア諸社会が抱えてき

た民族、宗教、文化などの多岐にわたる課題を対象として研究に取り組みます。本

演習の具体的な目的として、①事実とデータに基づいて論理的に考察する力を身に

つけること、②学際的なアプローチによって課題を分析すること、③資料収集・解

読、プレゼンテーション、発問、ディスカッションなどに関するスキルの向上、が

挙げられます。受講生は、指定する文献の輪読と内容報告、レポートの作成、卒論

テーマの設定、卒論執筆に必要な資料収集・解読、発表などに取り組みます。対象

地域や問題関心に基づき、フィールドに出て聞き取りや参与観察に取り組みたい学

生も歓迎します。重要なことは、受講生が自身の問題関心、社会的要請度・学術的

意義を鑑みて、先行研究を分析しながら、自ら研究テーマを選び、課題に取り組む

ことです。 

【主な対象地域と問題関心の例】 

南アジア・西アジア・イスラーム世界における紛争、文化の変容、共生社会の模索、

経済成長と格差拡大、教育、安心・安全な社会と脅威、日本における途上国地域出

身者をめぐる境遇、ハラル製品の流通等・・・これら以外の地域、イシューに関心

を持つ学生も歓迎します。 

卒論の 

使用言語 

原則として日本語 

選考要件 
選択届による選考（選択届には提出時点での関心のある地域と事象について明記） 

志望者への 

伝達事項 

受講生には、日常的に新聞の国際面やニュースなどに目を通し、アクチュアルな課

題への認識を深め、応用する思考力が求められます。受講生の問題関心や要望を考

慮し、広く多様なイシューを扱う可能性が高いため、主体的かつ積極的な姿勢での

参加を望みます。輪読回では事前に指定教科書の該当するページを読み込むこと、

関連した事柄について事前に調べ、掘り下げた議論を展開することが求められま

す。映像、新聞を用いて議論を交わすこともあります。卒論執筆にあたっては、日

本語および英語の文献を解読し、学際的アプローチによって、議論を展開すること

が期待されます。 

原則として、ゼミ合宿、海外でのフィールドワークは実施しません。全てのイベン

トはゼミ生が企画、希望者が参加する形態であり、過去には、サブゼミ、学外学習

（国立民族学博物館）、映画鑑賞会、3・4年合同の懇親会を実施しました。 

必修科目ですので、無断欠席、報告ドタキャン、課題の提出遅延・未提出には厳正

に対処します。 
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担当者 尹 盛熙 

研究演習の 

テーマ 

言語と言語学の理解 

研究演習の 

内容 

言語学の視点から、言語の普遍的・個別的特性や仕組みに対する理解を深め、そ

れを基に自分自身のテーマを見つけることを目的とする。 

我々が日常的にコミュニケーションの道具として使っている「ことば」は、社会

の様々な面と密接に関わり合っているため、ある社会を理解する上で非常に有効な

切り口となる。このゼミでは、日本語や韓国語など、異なる個別言語における様々

な現象を取り上げ、それらを捉える言語学の考え方を学び、さらに関連する隣接分

野（通訳・翻訳や外国語教育など）についても考える。 

研究演習Ⅰでは、参考文献・論文などを輪読・討論し、様々な言語学の基礎知識

に触れ、「ことば」を学問の対象として捉える考え方や、関連する文化社会的な背

景などに対する理解を深めるとともに、言語研究の手法と論文作成の基礎を学ぶ。

すべての参加者には、文献を読んでレジュメを作成し、その内容を要約発表するこ

とが求められる。 

研究演習Ⅱでは、各自が興味を持つ分野のリサーチを進め、自分の課題を浮き彫

りにさせ、卒業論文のテーマ選定につなげることを目指す。テーマに合わせた研究

手法と論文作成の訓練が中心内容となる。参加者は具体的な言語現象に焦点を当て

た「リサーチ・クエスチョン」を設定し、データの収集と分析を進め、経過を発表

することになる。 

卒論の 

使用言語 
日本語のみ 

選考要件 
選考が発生する場合、関学のメールアドレス宛にメールで個別に告知する。 

志望者への 

伝達事項 

・基本的に「言語」に高い関心のある人を対象とする。 

・言語学関連の授業は、できるだけ履修しておくこと。 

・基本的に具体的な言語データの収集と観察を行うことになるが、その際に必要と

なるWord やPower Point、Excel などの基本的なソフトの使い方に慣れておくこ

と。また、課題提出や授業連絡などはルナで行うので、使い方に慣れておくこと。 

・欠席・遅刻及び発表の無断欠席や課題の未提出などの不誠実な態度には極めて厳

しく対応するので、そのつもりで参加すること。 
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担当者 吉村 祥子（よしむら さちこ） 

研究演習の 

テーマ 

国際法の諸課題（２０２２年度前期）／国際制度の諸課題（２０２２年度後期）

／卒業研究（２０２３年度） 

研究演習の 

内容 

研究演習 I においては、今日の国際社会を規律する国際法・国際機構の概要と、諸

課題について学修します。前期は、国際法の総論・各論双方について、テキストの

輪読及びディスカッションを通じ、国際社会の諸課題に対して国際法がどのように

なっているのかを学修します。また、後期は、国連などの公的な国際制度における

諸課題について、文献の輪読やディスカッション、関連文献などを通じて学修しま

す。ゼミの人数が多い場合には、模擬国連などのシミュレーションを行うことも可

能です。 

研究演習 IIにおいては、各自が国際法あるいは国際制度に関連する卒業論文のテー

マを選び、研究報告などを行った後、卒業論文を作成してもらいます。 

近年は、国際法・国際機構論を勉強・研究している他大学との学生との合同ゼミ

（2015年度からは神戸大学海事科学部・神戸市外国語大学との合同ゼミ、2016年

度からは大阪大学との合同ゼミ、2021年度からは立命館大学との合同ゼミ）を行っ

ています。内容はグループ研究報告（３年生）や卒論報告（４年生）で、プレゼン

テーションの練習になる他、他大学学生の様子も知ることができる良い機会になっ

ているようです。 

卒論の 

使用言語 

日本語・英語いずれかで可。 

選考要件 

提出された書類に基づき選考します（面接等はありません）。 

大学において、国際法や国際機構論を自分の専門としてしっかり勉強することを希

望し、授業に積極的に参加する学生が望ましいです。 

志望者への 

伝達事項 

可能であれば、ゼミに関連する科目を履修することが望ましいです（必須ではあり

ません）。 

よく学びよく遊ぶ、意欲的な学生を希望します。また合同ゼミや合宿などをする場

合には、多少準備や本学以外の先生方や学生さんと連絡をとる機会もあるので、協

力しあいながら進めていける学生が望ましいです。 

わからないことがある場合、吉村の演習選択届専用メールアドレス： 

yoshimurasachiko@gmail.comに氏名・学籍番号を記載の上問い合わせ下さい。 

 

 


