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・月に1～2回の昼会議
→基本的に拘束されるのは昼休みのみ

・二か月に一度の外ゼミ総会

・各担当：それぞれ担当のイベントの準備

・入ゼミ関係

・球技大会関係

・三田祭関係

・オープンキャンパス
関係

・OB会関係

普段の活動 不定期の活動

常任委員の役割と活動
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経ゼミの
活動理念

・経済学部として慶應義塾大学の興隆に寄与する
・経済学部の研究会相互間の親睦を図る



各担当→所属に応じたタスクに集中（Specialist）

常任三役＋IT広報→全イベントに関与
（Generalist）

常任委員の構成
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企画担当
(2名募集)

入ゼミ担当
(4名募集)

三田祭担当
(3名募集)

全塾担当
(2名募集)

委員長
(1名募集)

副委員長
(1名募集)

財務
(1名募集)

IT・広報
(1名募集)

各委員については次ページ以降に
詳しい説明を掲載しています。



仕事内容 年間スケジュール

p.

ひとこと

委員長

• 全体のマネジメント

• 謝罪
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1年を通して仕事があります

• アツい想いを持った人が向いている
と思います。個人的には、入ゼミ関
連の非効率を解消することに挑みた
い人を期待してます！

https://www.bing.com/images/search?q=%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%83%a1%e3%83%ad%e3%83%87%e3%82%a3+%e7%94%bb%e5%83%8f&id=F8D5147422E9F40739F4DCBD40893418152D824B&FORM=IQFRBA
https://www.bing.com/images/search?q=%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%83%a1%e3%83%ad%e3%83%87%e3%82%a3+%e7%94%bb%e5%83%8f&id=F8D5147422E9F40739F4DCBD40893418152D824B&FORM=IQFRBA


仕事内容 年間スケジュール

p.

ひとこと

副委員長

１．オープンキャンパスの運営

• 受験生に対し、経済学部を代表して当日模擬講義をし
ていただく教授への連絡

• コンテンツの企画（受験生とその保護者への経済学部
についての説明会開催や相談ブースの設置など）

２．教授インタビュー

• 教授と連絡を取り、インタビューの設定・実施

• インタビュー内容を記事にして経ゼミHPに掲載

３．各役職の補佐

• ソフトボール大会、入ゼミ試験関連、三田祭企画等の
仕事を積極的にサポート

• 委員長がスムーズに仕事を行えるよう諸業務を代行
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• 前期：教授インタビュー

• 8月：オープンキャンパス運営

• 後期：教授インタビュー

• その他経ゼミ関連行事への従事

副委員長は自身の業務遂行、各担当のサポート、
そして時には経ゼミの統括という役割があり、バラ
ンス感が求められる役職です。その分やりがいや
得られるもの多いので、三田で心機一転新しいこ
とに打ち込みたい方はぜひ挑戦しててください！



仕事内容 年間スケジュール

p.

ひとこと

財務

• 日々の収支管理

企画担当、三田祭担当、入ゼミ担
当と話しイベントごとの予算と支出
を決める。

• 決算報告書類の作成

マニュアルがあるのでそれに則っ
て行う。
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• 4月～3月…日々の収支管理

• 3月…決算書類作成

経ゼミの活動を裏で仕切る役割です。

大きな仕事は無いので、他の担当を支
えましょう。



仕事内容 年間スケジュール

p.

ひとこと

IT・広報

経ゼミTwitter,経ゼミHPの管理

各研究会HPの移管支援
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他の担当の仕事に応じて広報の
必要があるので、実質1年中仕事
があります。

夏休みとかは余裕があります

全ての担当の仕事に興味がある人
を歓迎します。
HPを編集するスキルも磨けます！



仕事内容 年間スケジュール

p.

ひとこと

企画

★１年に2回、球技大会の主催

• 大会参加者の募集、集金。

• グラウンド、レンタカーの予約。

• 当日の運営、表彰、片付け。
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①ソフトボール大会 時期：4,5月
②バレーボール大会 時期：10,11
③経ゼミの仲間の手伝い 時期：通年

短期間での仕事なので、エネルギッシュに活
動できる人はぜひ挑戦してください！
大会の種目は決まってないので自由に企画
しても大丈夫です！みんなが楽しめる大会を
期待しています！！



仕事内容 年間スケジュール

p.

ひとこと

入ゼミ担当

• 第１～３回入ゼミ説明会
• 冊子作成
• 教室予約・全体説明会運営

• 教授説明会＠日吉
• 先生方との連絡
• 当日運営

• オープンゼミ広報

• A・B日程登録・試験
• 登録日：受付担当・代理人受付
• 試験日：各ゼミ結果発表・広報

4～6月 第1回入ゼミ説明会準備
8～10月第2回入ゼミ説明会準備
9～11月教授説明会運営
12～1月第3回入ゼミ説明会準備
2～3月 入ゼミ試験準備

熱意のある人を待っています。特に、
昨年度の運営で不便を感じた方、自
らの手でゼミ試を変えてみませんか。
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仕事内容 年間スケジュール

p.

ひとこと

三田祭

①三田祭期間中のゼミのブース展示
ゼミの活動・研究内容を学内外の

多くの方々に知ってもらいます。

②三田祭論文コンクール開催
三田祭論文コンクールを通してゼミ

の活動の発展に寄与します。

③三田祭講演会の主催
ＯＢＯＧを招いた講演会を開催しま

す。昨年は競泳選手の立石諒様、一
昨年は経済評論家の勝間和代様を
ゲストに迎えました。
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①三田祭論文コンクールの準備、講演会の準備

時期：7月～三田祭直前

②三田祭論文コンクール、
ゼミブース展示、三田祭講演会 時期：三田祭期間

③経ゼミの仲間の手伝い 時期：通年

その名の通り忙しいのは三田祭期間だけです！
経済学部のゼミ全体や教授を巻き込んで行うやり
がいのある役職となっています。
特に講演会はゲスト決めの段階から司会まで行え
るので一生の思い出になること間違いないです！



仕事内容 年間スケジュール

p.

ひとこと

全塾

全塾ゼミナール委員会での仕事が
主要。

経ゼミと全塾との橋渡し役。

一年中経ゼミでの活動を主にサ
ポートしつつ、全塾での仕事もする。
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5-6月全塾ソフトボール大会

7-8月オープンキャンパス

10-12月業界講演会

経済兼全塾と充実した学生生活が
送れますよ！



常任委員選考フローと求める人材
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入ゼミ
外ゼミ代表

就任
面談希望

提出
選考会
(面談)

常任委員
決定

※ES・願書類の提出はありません。
※選考会では2017年度常任委員による面談を予定しています。

主に志望動機・あなたの人となりについてお聞きしたいと思っています。
※外ゼミ代表就任が第一週(4/9～13)、選考会は4/14を予定しています。

経ゼミが常任委員に求めるもの

・時間・労力
・現状を変える積極性
・1年間を通じて仕事をやりきる責任感

常任委員が経ゼミから得られるもの

・三田でのコミュニティ
・やりがい
・グループワークの経験
・自己表現を行う場
・担当イベントを率先して行うリーダーシップ

経ゼミ常任委員参加を希望される場合は、

まずは各ゼミの外ゼミ代表に
就任してください。



みなさんのご応募、お待ちしてます！！


	経済学部ゼミナール委員会�2018年度常任委員募集要項
	常任委員の役割と活動
	常任委員の構成
	委員長
	副委員長
	財務
	IT・広報
	企画
	入ゼミ担当
	三田祭
	全塾
	常任委員選考フローと求める人材
	スライド番号 13

