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1. 本日の流れ

全体説明会
General Information Session

13:00~13:30
個別説明会

Individual Information Session

13:30~16:00



山田篤裕研究会

水野　直

経済学部ゼミナール委員会委員長

2. 経済学部ゼミナール委員会委員長挨拶



経済学部ゼミナール委員会とは

3. 経済学部ゼミナール委員会とは



3. 経済学部ゼミナール委員会とは



経済学部ゼミナール委員会とは3. 経済学部ゼミナール委員会とは

What’s 経ゼミ？ 
 
　経済学部の各研究会間
の親睦を図り、慶應義塾
の興隆に寄与することを目
的とする公認団体



〇委員会体制

3. 経済学部ゼミナール委員会とは

構成員　経済学部のゼミに所属する全ゼミ生

常任委員
前年度委員に
よって選出、総
会で信任を得
た15人

各ゼミの外ゼミ代表

活動財源
　ゼミに所属する全学生から 3年生次に
２年分まとめて2000円徴収

予算
　作成した予算案を基に全塾協議会の
監査を受けながら拠出



委員長

副委員長

Pearl 

IT・広報三田祭･企画

入ゼミ

財務 

経済学部ゼミナール委員会とは

現在は15名で活動

経済学部の研究会関連の事業を
一手に引き受ける

3. 経済学部ゼミナール委員会とは

※人数・部署は変更の可能性あり



1年間の流れ
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3. 経済学部ゼミナール委員会とは



1. 経ゼミのSNS・HPをチェックしよう！
● 経ゼミは入ゼミ説明会・入ゼミ試験を管轄しているので最も入ゼミ関連の情報が集まっている団体
● ゼミに入った後も常に関わりのある団体

2. 活動に興味のある人は経ゼミ委員に応募しよう！
● 詳細は後ほど

3. 経済学部ゼミナール委員会とは



1. 本日の流れ

2. 経済学部ゼミナール委員会委員長挨拶

3. 経済学部ゼミナール委員会とは

4. 入ゼミ試験への流れ

5. 新規募集ゼミの紹介

6. 他学部入ゼミに関して

7. 次期常任委員募集について

アジェンダ



4. 入ゼミ試験への流れ



• A日程登録までの流れ

• 注意事項について

• B日程の流れ

• C日程の流れ

 

15 

目次



• 入ゼミ試験A日程
        Date A Examination

※併願は禁止です
You may not apply for multiple seminars at 

once

※試験に合格した時点で
選考は終了になります

Once you are accepted, you may not apply 
for other seminars during Date B or Date C

登録は経ゼミHPで公開される
Google Form上で行います

Registration will be available through the Google 
Form posted on the KEIZEMI website

16 

A日程試験の流れ
Date A Examination Processess



17 

志望研究会

を決定

A日程試験
登録

願書・課題
提出

A日程試験
当日

Choose a seminar Register for Date A Submit your application Date A Examination Day

A日程試験の流れ
Date A Examination Processcess



• 経ゼミHP「試験・行事」＞「配布資料」ページにて資料を配布しておりま
す。志望研究会の決定にご活用ください。

 

18

第1回入ゼミ説明会冊子 第2回入ゼミ説明会冊子 第3回入ゼミ説明会冊子

志望研究会の決定
Choosing which seminar to apply for: take a look at the materials below for information



志望研究会

を決定

A日程試験
登録

願書・課題
提出

A日程試験
当日

Choose a seminar Register for Date A Submit your application Date A Examination Day

A日程試験の流れ
Date A Examination Processcess



• これまでの説明会や配布資料、各研究会SNS・HPを基に、志望研究
会を決定しましょう。

    Based on previous information sessions, handouts, and each seminar's SNS/website, decide  
    which seminar you would like to apply to.

• A日程登録を決める段階で、B・C日程まで考慮してください。
　※B・C日程でも募集する研究会もあります。必ず確認しておきま
　しょう。
    When registering for a seminar during Date A, please also consider seminars to apply for 
    during Date B and Date C. Some seminars offer Dates B and C. Be sure to check those 
    seminars!

20 

A日程の流れ　1.　登録について



• A日程登録方法/How to register for Date A
• 経ゼミHPの「試験・行事」＞「試験情報」＞「A日程試験情報」からgoogle form

へ
           Please submit your response via google form.  

• 提出後、回答を変更することはできません。
           You may not change your response after submitting the google form once.  

• 【 2月6日10:00～8日15:00 】の期間内に完了させてください。
           Please submit your response during【 Feb.6th 10:00～8th15:00 】 

• 必ず【 keio.jpのアカウント 】でアクセスしてください。正しく表示がされません。

（次ページ参照）
           Please access the form using your keio.jp account.

A日程の流れ　1.　登録について

21 

A日程の流れ　1.　登録について



A日程の流れ　1.　登録について

22 

keio.jpのアカウントでログインした場合
When you login using your keio.jp account

keio.jpのアカウント以外でログインした場合
When you login without using your keio.jp account

A日程の流れ　1.　登録について



• 変更申請について/Requests for changing your responses
• 出願受付後、経ゼミHP及びTwitterにて倍率を発表します。

            After the 8th, we will let you know how many students applied to each seminar via 
            KEIZEMI HP and Twitter.  

• 倍率を見て志望ゼミを変更したい場合は、一度のみ変更することができます。
            After looking at the results, you may change your response only once. If so, please 
            resubmit the google form posted on the KEIZEMI website. 

＊経ゼミHP上で公開されるGoogle Formから、変更申請していただきます。
＊keio.jpのアカウントでログインしてください。
＊変更後にもとに戻すといったことはできません。
＊【学部】【学籍番号】【名前】【変更前ゼミ】のいずれかでも仮登録と相違なる項目があれば、変更届は受理
しません。
＊2月8日15:00までに登録していなかった人が新たに登録することはできません。
　 B日程から受験をしてください。

⇒　最終倍率を経ゼミHP・Twitterで発表

A日程の流れ　1.　登録について

23 

A日程の流れ　1.　登録について



• 入力ミスをしていないか
    Did you apply for the seminar of your choice?

• B・C日程まで考慮できているか
    Did you consider which seminars to apply for during Date B and Date C?

• 受験が可能かどうか（他学部生、Pearl生）
    Are you eligible to apply for the seminar?

• 願書を研究会に提出したか（登録と同時に願書を提出する場合があ
る）

     Did you submit your application form? (Some seminars will ask you to submit your 
     application form when you register for Date A examination). 
 

A日程の流れ　1.　登録について

24 

A日程の流れ　1.　登録について



• 登録情報はゼミナール委員会から各研究会に共有されます。
  Registration information will be shared by KEIZEMI to each seminar. 

• 登録された受験生には、各研究会より個別に連絡がございます。
※連絡のない場合は、各研究会連絡先または経済学部ゼミナール委
員会までご連絡ください。

  Registered candidates will be contacted individually by their respective seminars. If you do not get 
any e-mail, please contact the seminar or KEIZEMI.

• 未登録の場合は、例外なくA日程試験を受験できません。各研究会の
個別に連絡することもお控えください。

      If you did not register, you will not be allowed to take the Date A examination without exception. 
     Please refrain from contacting each seminar individually. 

25 

A日程の流れ　2.　志願者連絡について



A日程試験の流れ
Date A Examination Process

26 

志望研究会

を決定

A日程試験
登録

願書・課題
提出

A日程試験
当日

Choose a seminar Register for Date A Submit your application Date A Examination Day

A日程試験の流れ
Date A Examination Processcess



• 研究会の募集概要を経ゼミHPで公開します。
      The application guidelines for each seminar will be available on the KEIZEMI website.

 
 
 

研究会募集概要について

27 

研究会の募集概要についてcess



• 研究会募集概要は各研究会から募集した情報をまとめていますので、
最新の情報は各研究会SNSをご確認ください。

   Please check each seminar’s SNS account for latest information on application guidelines. 

 
• 志望研究会の課題内容や提出先は必ず確認し、期限厳守で提出して

ください。
      Please check how to apply to seminars in advance and submit the application on time.

 
• 願書や課題などは、直接各研究会に提出してください。

   Please submit your application directly to the seminar, not to KEIZEMI. 

研究会募集概要について

28 

研究会の募集概要についてcess



• 例年通り、経ゼミ共通ESを経ゼミHPで公開します。
       As in previous years, the entry sheet (ES) will be available on the KEIZEMI website.

• 研究会独自のESを使用する研究会もありますので、研究会募集概要
や各研究会HP・SNSをご確認ください。

      Some seminars use their original entry sheet, so please check each seminar’s application guidelines, HP, 
      or SNS account for information. 

• ESは経済学部ゼミナール委員会では、回収・送信いたしませんので、
提出先は各研究会の連絡先にお願いいたします。

      Entry sheets will not be collected or sent to seminars by KEIZEMI, so please submit them directly to the 
     seminar. 

 
  29 

願書（ES）についてcess



A日程試験の流れ
Date A Examination Process
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志望研究会

を決定

A日程試験
登録

願書・課題
提出

A日程試験
当日

Choose a seminar Register for Date A Submit your application Date A Examination Day

A日程試験の流れ
Date A Examination Processcess



• 試験日は【　3月16日（木）　】です。予備日に実施する場合は、 3月17
日（金）が試験日になります。

      
      The exam will be held on Thursday, March 16th. If the test is held on the spare date, the test will be on 
      Friday, March 17th. 

• 当日中に合否が発表される予定です。
      Results will be announced on the same day. 

A日程の流れ　3.　試験当日について

31 

A日程の流れ　3.　試験当日について



目次

• A日程登録までの流れ

• 注意事項について

• B日程の流れ

• C日程の流れ
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• 研究会の募集要項が変更される場合がありますので、HP・SNSを随時確認してくださ
い。

      Please check our website and SNS from time to time as the application guidelines for the study group are subject to 
      change.

• 登録や提出物は、締め切り厳守でお願いいたします。
    締め切り後の受け付けは、例外なく受け付けられません。
      All registrations and submissions must be received before the deadline.
      Registrations after the deadline will not be accepted without exception.

• 経ゼミで登録した受験生以外は、受験できません。
    研究会に直談判しても、受験は認められません。次の日程から受験して下さい。
 　  You will not be allowed to take the exam if you do not submit the google form. Please apply during the Date B period.

• 感染状況により、対面試験が実施できない可能性もございます。
    その場合は、オンライン実施となります。どちらでも対応できるよう、準備をお
    願いいたします。
      Depending on the COVID-19 situation, there is a possibility that face-to-face exams will not be conducted.
      In that case, the test will be conducted online. Please be prepared for either situation.

注意事項について

33 

注意事項について



目次

• A日程登録までの流れ

• 注意事項について

• B日程の流れ

• C日程の流れ
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B日程の流れ
Date B Examination Process

• 入ゼミ試験B日程
        Date B Examination  

35 

登録は経ゼミHPで公開される
Google Form上で行います

Registration will be available through the Google 
Form posted on the KEIZEMI website

登録は経ゼミHPで公開される
Google Form上で行います

Registration will be available through the Google 
Form posted on the KEIZEMI website

※併願は禁止です
You may not apply for multiple seminars at 

once

※試験に合格した時点で
選考は終了になります

Once you are accepted, you may not apply 
for other seminars during Date B or Date C

B日程試験の流れ
Date B Examination Processess



• 基本的にA日程試験と同様の流れになりますので、適宜そちらの資料を
確認して下さい。

    The process is basically the same as the Date A examination period, so please check the materials there accordingly.

• A日程試験を受けて、B日程の研究会募集要項が改定されますので、必
ずご確認ください。

       Please check the revised seminar application guidelines for Date B following the Date A examination.

 
• B日程用の経ゼミ共通ESは経ゼミHP上に掲載する予定です。

      The entry sheet (ES) for Date B will be available on the KEIZEMI website.

• 願書や課題などは、直接各研究会に提出してください。
      Please submit your application directly to the seminar, not to KEIZEMI. 

 
 
 
 

注意事項について

36 

注意事項について



• B日程登録方法/How to register for Date B
• 経ゼミHPの「試験・行事」＞「試験情報」＞「B日程試験情報」からgoogle form

へ
            Please submit your response via google form.  

• 提出後、回答を変更することはできません。
             You may not change your response after submitting the google form once.

• 【 3月18日10:00～20日15:00 】の期間内に完了させてください。
            Please submit your response during【 March 18th 10:00～20th15:00 】 

• 必ず【 keio.jpのアカウント 】でアクセスしてください。正しく表示がされません。
            Please access the form using your keio.jp account.

B日程の流れ　1.　登録について

37 

B日程の流れ　1.　登録について



B日程の流れ　1.　登録について

• 変更申請について/Requests for changing your responses
• 出願受付後に経ゼミHP及びTwitterにて倍率を発表します。

            After the 20th, we will let you know how many students applied to each seminar via 
            KEIZEMI HP and Twitter.  

• 倍率を見て志望ゼミを変更したい場合は、一度のみ変更することができます。
            After looking at the results, you may change your response only once. If so, please      
            resubmit the google form posted on the KEIZEMI website. 

＊経ゼミHP上で公開されるGoogle Formから、変更申請していただきます。
＊keio.jpのアカウントでログインしてください。
＊変更後にもとに戻すといったことはできません。
＊【学部】【学籍番号】【名前】【変更前ゼミ】のいずれかでも仮登録と相違なる項目があれば、変更
届は受理しません。
＊3月20日15:00までに登録していなかった人が新たに登録することはできません。
　 C日程から受験をしてください。

38 ⇒最終倍率を経ゼミHP・Twitterで発表

B日程の流れ　1.　登録について



• 登録情報はゼミナール委員会から各研究会に共有されます。
  Registration information will be shared by KEIZEMI to each seminar. 

• 登録された受験生には、各研究会より個別に連絡がございます。
※連絡のない場合は、各研究会連絡先または経済学部ゼミナール委員会までご
連絡ください。

  Registered candidates will be contacted individually by their respective seminars. If you do not get any e-mail, 
please contact the seminar or KEIZEMI.

• 未登録の場合は、例外なくB日程試験を受験できません。各研究会の
個別に連絡することもお控えください。

      If you did not register, you will not be allowed to take the Date B examination without exception. Please refrain from 
      contacting each seminar individually. 

B日程の流れ　2.　志願者連絡について
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B日程の流れ　2.　志願者連絡について



• 試験日は【　 3月27日（月） 　】です。（予備日は未定となっておりま
す。）

      The exam will be held on Monday, March 27th. The spare date is undecided at this point. 

• 当日中に合否が発表される予定です。

    Results will be announced on the same day. 

B日程の流れ　3.　試験当日について

40 

B日程の流れ　3.　試験当日について



目次

• A日程登録までの流れ

• 注意事項について

• B日程の流れ

• C日程の流れ
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C日程の流れ
Date C Examination Process

• 入ゼミ試験C日程
 　Date C Examination

C日程は各研究会が窓口となって実
施します。

Date C exams will be conducted by each seminar.

      経ゼミHPに掲載される
C日程研究会募集要項を確認し、各

研究会にお問い合わせください。
Please check the seminar application guidelines for Date C 
posted on the KEIZEMI website and contact each seminar.

42 

C日程試験の流れ
Date C Examination Processess



1. 本日の流れ

2. 経済学部ゼミナール委員会委員長挨拶

3. 経済学部ゼミナール委員会とは

4. 入ゼミ試験への流れ

5. 新規募集ゼミの紹介

6. 他学部入ゼミに関して

7. 次期常任委員募集について
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● 寺井 公子ゼミ / Terai Kimiko Seminar
○ 基本科目：制度・政策 / Basic Subject : Economic Policy and Public Finance
○ 専攻内容：公共経済学・財政学・政治経済学 / Major Contents : Public Economics,
○ PEARL生受け入れ可能 / Acceptance of PEARL Students : ◯

● 尾崎 裕之ゼミ / Ozaki Hiroyuki Seminar
○ 基本科目：経済理論/ Basic Subject : Economic Theory
○ 専攻内容：形而上学（哲学）/ Major Contents : Metaphysics
○ PEARL生受け入れ：可能 / Acceptance of PEARL Students : ◯

● 新井 拓児ゼミ / Arai Takuji Seminar 
○ 基本科目：計量・統計 / Basic Subject : Econometrics and Statistics
○ 専攻内容：数理ファイナンス・確率論 / Major Contents : Mathematical Finance , Probability Theory
○ PEARL生受け入れ：不可 / Acceptance of PEARL Students : ×

5. 新規募集ゼミの紹介



● 河合 啓一ゼミ / Kawai Keiichi Seminar
○ 基本科目：経済理論 / Basic Subject : Economic Theory

○ 専攻内容：情報の経済学・組織の経済学  / Major Contents : Economics of Information

○ PEARL生受け入れ：可能 / Acceptance of PEARL Students : ◯

● 岡 達志ゼミ / Oka Tatsushi Seminar
○ 基本科目：計量・統計 / Basic Subject : Econometrics and Statistics

○ 専攻内容：データサイエンス  / Major Contents : Data Science

○ PEARL生受け入れ：可能 / Acceptance of PEARL Students : ◯

● 菅澤 翔之ゼミ / Sugasawa Shonosuke Seminar
○ 基本科目：計量・統計/ Basic Subject : Econometrics and Statistics

○ 専攻内容：データサイエンス・ベイズ統計学・機械学習  / Major Contents : Data Science, Bayesian Statistics

○ PEARL生受け入れ：可能 / Acceptance of PEARL Students : ◯

5. 新規募集ゼミの紹介



● 小橋 文子ゼミ / Obashi Ayako Seminar
○ 基本科目：国際経済 / Basic Subject : International Economics

○ 専攻内容：国際貿易論・貿易政策  / Major Contents : International Trade, Trade Policy

○ PERAL生受け入れ：可能 / Acceptance of PEARL Students : ◯

● 熊倉 和歌子ゼミ / Kumakura Wakako Seminar
○ 基本科目：経済史 / Basic Subject : Economic History

○ 専攻内容：経済と環境の歴史・イスラーム社会経済史  / Major Contents : Economic and Environmental History

○ PEARL生受け入れ：可能 / Acceptance of PEARL Students : ◯

● 松田 一茂ゼミ / Matsuda Kazushige Seminar
○ 基本科目：経済理論 / Basic Subject : Economic Theory

○ 専攻内容：マクロ経済学・労働経済学  / Major Contents : Macro-Economics, Labor Economics

○ PEARL生受け入れ：可能 / Acceptance of PEARL Students : ◯

5. 新規募集ゼミの紹介



1. 本日の流れ

2. 経済学部ゼミナール委員会委員長挨拶

3. 経済学部ゼミナール委員会とは

4. 入ゼミ試験への流れ

5. 新規募集ゼミの紹介

6. 他学部入ゼミに関して

7. 次期常任委員募集について

アジェンダ



　A.　入会したいゼミが他学部生を受け入れており、入会課題や面接などを受け、入会を認

められた場合、他学部のゼミに所属する事が出来ます。

　A.　可能です。ただし、２つのゼミを受験され両方入会を許可された場合、片方を辞退する

行為は極めて失礼に当たるため、必ず両方に所属し全うして頂くようにお願い致します。

6. 他学部入ゼミに関して

Q.　自分の所属している学部のゼミと他学部のゼミの両方に所属することは可能ですか？

Q.　他学部のゼミに所属することはできるのでしょうか？



1. 本日の流れ

2. 経済学部ゼミナール委員会委員長挨拶

3. 経済学部ゼミナール委員会とは

4. 入ゼミ試験への流れ

5. 新規募集ゼミの紹介

6. 他学部入ゼミに関して

7. 次期常任委員募集について

アジェンダ



7. 次期常任委員募集について

今後のスケジュール

入ゼミ試験合格 常任委員決定エントリー 
※経ゼミHPで公開

選考会（面談）

【応募資格】経済学部のゼミに所属する新３年生  
 
【募集人数】15名（予定）  
 
【募集役職】次のスライドを参照  
 
【求める人物像】
・1年間を通じて、仕事をやりきる責任感  
・現状に満足せず、課題を見つけ、より良いものを生み出そうとする熱意  
・担当を超え、協力し合う積極性  
・他人の立場に立って物事を考えられる創造力  



7. 次期常任委員募集について

募集人数

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+企画・三田
祭1名＋入ゼミ1名)  

三田祭・企画 
(4名募集+入ゼミ1名)

入ゼミ 
(5名募集+Pearl2名)

Pearl
(2名募集)

部署編成及び構成人数は変更の可能性があります。 
各部署の仕事内容・求める人材は経ゼミInstagramをご参照ください。 



7. 次期常任委員募集について

今後のスケジュール

概要日時

3/16 A日程試験

未定 Google Form エントリー開始

未定 新規委員募集説明会

未定 Google Form エントリー　締切

3/27 B日程試験

未定 Google Form エントリー開始

未定 新規委員募集説明会

未定 Google Form エントリー　締切

日
程
①

日
程
②



ご清聴ありがとうございました。

第３回入ゼミ説明会



では、これから16時まで個別説明会ですので、各自行きたいゼミの

ブースへ移動を開始してください。

第３回入ゼミ説明会

経ゼミのブースはＪ１４教室ですので、興味ある方は是非！！


