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鷲崎ゼミナール 入ゼミパンフレット2022

（2021鷲ゼミメンバー,2021/11/04撮影）

鷲ゼミってどんな活動をしているの？
どうやってゼミを選べばいいの？
ゼミの勉強ってどんなの？ 等々…

先輩に直接聞いてみよう！



ゼミ代からのご挨拶
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尾崎 史典

（12期生・ゼミ代）

今年度は、昨年度よりは状況が改善したものの、新型コロナウイルスの影響
でまだ皆さんの学生生活にも色々な影響が及んでいることと思います。そのよ
うな状況の中、鷲崎ゼミのゼミ説明会にお越しくださり、ありがとうございます。
さて、皆さんは3年生になるとゼミに所属することとなり、今まさにどのゼミに入ろ
うか悩んでいる最中の人も多いのではないでしょうか。あまりイメージし難いと
は思いますが、ほとんどの経済学部生には大学3年生からの2年間、ゼミを中
心とした学生生活が待っています。この2年間を有意義なものにするために、ゼ
ミ選びは非常に重要なものとなります。
自分に合ったゼミを選ぶことが出来れば、研究分野の知識だけでなく、人前
で話すプレゼン力・自分の考えを分かりやすく相手に伝える能力・チームのみん
なで協働する力など、様々な力を身に付けることができます。これらの力は、就
職活動はもちろん、将来社会で活躍する上で大きな武器になるはずです。
本学には様々なゼミがあり、研究内容や特色はそれぞれで違います。なので、
より多くのゼミ説明会・オープンゼミに参加して自分に合ったゼミを見つけてくだ
さい。
さて今回は我が鷲崎ゼミの説明会ということで、研究内容や先生やゼミ生を
含めたゼミの雰囲気をとことん味わってください。その上で鷲崎ゼミがいいな、と
思った方がいらっしゃったら歓迎します！わしゼミしか勝たん！！

鷲崎ゼミ12期ゼミ代 尾﨑 史典
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1. 鷲崎ゼミで何が身につきますか？
• 鷲崎ゼミでは，大学に通うゴールを，

①幅広く深い教養を身につけること
②豊かな社会性を身につけること
③知的に生産できる技術を身につけること

の3点に定めています。
• そのためには，自ら「問い」を立て，自分なりの答えを導き出す
作業が必要です。

• だから，インゼミ，卒論，フィールドワーク，プレゼンテーション，
社会人との懇親を重視しています。

• そうすることで，理解力・思考力・感性・洞察力が，ものすごく
磨かれます。
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大学卒業程度の実力とは…
卒業単位を取得すればOK？

幅広く深い教養 豊かな社会性
大学の目的

自分なりの答えを導き出す

自ら「問い」を立てる
知的に生産できる技術 基礎知識

理解力 洞察力

思考力 感性鷲崎ゼミのゴール
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2. 経済史という学問のおもしろさ
• 人文・社会科学は，「1つの事実から多数の解釈を得る学問」です。
• そして，多数の解釈から，「時代に応じた解釈を取捨選択，優先
順位をつけていく学問」です。

• 経済学は一般的に現状を分析し，未来・将来を予測するために，
実験できません。

• ところが，経済史は「実験できる経済学」です。
• 過去には，良質に開示されたデータが豊富にあります。
• それらを使って実証的に分析することで，結果を現在や将来にフィー
ドバックします。

• もちろん，過去には時代のバイアスが掛かっています。
• それを乗り越えた結論をどのように出すかは，自ら立てた「問い」（問
題意識）によって決まります。
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人文・社会科学

経済史のおもしろさ

時代に応じたモデルの選択

1つの事実⇔多数の解釈

豊富で良質な開示されたデータ

実験できる経済学

歴史学との違い

時代のバイアス

どう乗り越えるか？ 「問い」の立て方

下総国取手宿本陣染野家文書
「宗門御改人別帳」寛政7年8月

実験できない経済学へ
フィードバック
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教員がとくに関心を持っている専門分野
近世・近代都市の
土地市場史
・不動産経営史

都市経済学
・空間経済学

財閥（特に三菱）
の経営史

経済地理学
・歴史地理学

プロ野球の
経営史

近世の
金融市場史

歴史人口学
・人口移動

1980年代の
社会経済史

（地価から芸能まで）

徳川期

都市・首都

交通インフラ

要素市場

バブル経済

アメリカ

産業立地
日本
経済
歴史
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近世都市の利子率推計を研究しています。 薩摩藩の別邸だった仙巌園。
島津本家33代目当主は，学部ゼミの同級生でした。

レトロな街歩きも大好き。
東京合宿の江戸東京たてもの園にて。

国
内
外
問
わ
ず
都
市
巡
り
。

シ
カ
ゴ
の
ア
ー
ル
・
デ
コ
建
築

球場見学は，
必須です。
リグレーフィールド

丸の内開発の経営史も研究しています。

東京合宿では，東京証券取引所も見学。

九大着任前は，三菱史料館で勤務。東京合宿でも見学。



3. 伸びざかりの君たちへ♂♀
• 大学の勉強で，知的生産力を高めるには，4つのパターンがあ
ると，考えています。

• ある程度ポテンシャルを持って入学したAタイプ，1年次からコン
スタントに修得するBタイプもいれば，3年次にゼミや専門科目を
習い始めて向上するCタイプ，就活や卒論制作を通じて大きく
上昇するDタイプに分類されます。

• 指導教員としては，ゼミを通じて， CタイプやDタイプのような学
生の知的生産力を，十分に伸ばしてあげることが責務だと感じ
ています。
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1年次 2年次 3年次 4年次
11

Aタイプ
知
的
生
産
力

Bタイプ

Cタイプ

Dタイプ



4. ゼミを選ぶポイントって？
• 九州大学経済学部のゼミには，多様な特色があります。

①「1コマのみ」or「2コマ連続」？
• ゼミは通年4単位の授業なので，原則1コマのみでも構いません。最近では，2コマ連
続のゼミが増えています。→鷲崎ゼミは「2コマ連続」です。

②「3・4年生分離」or「3・4年生合同」？
• 3・4年生別々に受講するゼミもあれば、3・4年合同で受講するゼミもあります。→鷲崎
ゼミは「3・4年生合同」です。

③「主演習」or「副演習」？
• 経済学部におけるカリキュラムの特徴として，「主演習」と「副演習」という2つのゼミに所
属できます。→鷲崎ゼミは，「副演習生」を歓迎しています（後述） 。
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実際にゼミ生に鷲ゼミを選んだ理由を聞いてみました①
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鷲崎ゼミを選んだポイントは、イベントの多さです！
年に2回、ゼミ合宿があったり、合同ゼミで、ほかのゼミの人
や他大学のゼミの人たちと関わる機会があり、非常にアクティ
ブなところが鷲崎ゼミの魅力です！
もちろん、部活やサークルと両立できますので、学生生活を
満喫するにはもってこいなゼミだと思います！

小池 健太
（12期生）

説明会での先生や先輩方の熱い想いや楽しそうな雰囲気に心惹か
れて鷲崎ゼミに入りました。とはいえ、世界史選択だったため、ついて
いけるか不安でしたが、先生の授業や仲間との研究の中で徐々に知
識を深めることができたと感じています。
ゼミ選びで迷っている方は、是非鷲崎ゼミを検討してみてください
ね！充実した大学生活を送れますよ！

北川 大雅
（12期生）



実際にゼミ生に鷲ゼミを選んだ理由を聞いてみました②
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鷲崎ゼミに惹かれた最大の理由はフィールドワークです。
経済史の舞台に実際足を運んでみることによって歴史を
追体験できます。講義室では得られない経済史の知見を
獲得できるという点でとても魅力的だと思います！
みなさんも鷲崎ゼミで経済史を肌で感じてみませんか？

松川 拓洋
（12期生）

野中 悠貴
（12期生）

鷲崎ゼミを選択した理由は、先輩たちの話を聞いて、経済学部
のゼミの中でも特に充実しそうなゼミだと感じたからです！研究
だけでなく、合宿などのイベントも充実しているので、楽しみなが
ら取り組めると思いました！



5. 部活やサークルと両立してます！
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私は九大男子ラクロス部にマネージャーとして所属していました。

ゼミ選びの時には部活との両立ができるか不安で、楽なゼミに入ろう
かなと考えた時もありました。しかし実際に鷲崎ゼミだった部活の先
輩から話を聞いたり説明会に行く中で、「部活だけじゃない学生生活
ももっと充実させたい！」と考えるようになり鷲崎ゼミに入ることを決め
ました。

週5日ある部活との両立は大変でしたが、先生をはじめとして同期な
どの同じ研究グループのメンバーが部活を理解してくれていたおかげ
で不器用な私でも両立することができました！
部活やサークル以外に、学生生活の中で頑張ったと胸を張って言え
る、そんなゼミだと思います。鷲崎ゼミでより学生生活を充実させませ
んか？

田坂 優季
（11期生）
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わたしは、現在、学内で障害者支援ピア・サポーター(PS)、学外で
知るカフェとベンチャー企業にてインターン、そして合唱団で活動して
います。

文学部で勉強もしながら、わしゼミで勉強し、学内外でも活動し、と
かなり忙しい日々を送っていますが、とても充実しています。

両立はとても大変ですが、先生やゼミの仲間たちの助けも借りつつ、
精一杯ゼミで学べる今がとても愉しいです。「楽しい」よりも「愉しい」
ゼミで、一緒に学びましょう！

疋田 弥紅
（12期生）



6. 「地歴・公民」の選択科目は問いません。
• 毎年、世界史や地理の選択者が一定数います。

• 日本経済史とはいえ，欧米やアジアとの経済関係は
非常に重要な課題ですので，ゼミには世界史選択者
も必要です。

• 鷲崎ゼミでは，フィールドワークを重視しますので，
地理選択者にも有益なゼミです。

17上村 良輔
(10期生)

山本 凌平
（11期生）

私は世界史選択だったため日本史に関する知
識はほとんどなく、特に日本経済史という分野は
どちらかというと嫌いな方でした。
「日本史の知識ないけど大丈夫かな」「ちゃんと
ついていけるかな」といった疑問を持つ必要はあり
ません。なぜならこのゼミは日本経済史のオタク
だけが集まっているゼミではなく、様々な方面に
興味・強みを持つ学生たちが集まっていいという
ダイバーシティを認めるゼミだからです！私は高校の時地理を選択していたので、日本史

は中学生レベルの知識（その記憶もほとんど残っ
ていない状態）でした。
しかし、私は興味のある学問を勉強するというより、
意見が活発に交わされる雰囲気やプレゼンの機
会が多い鷲ゼミで今後に生きる学びを得たかった
ので、「分からない部分は調べるなり聞くなりすれ
ばいいや」と気楽に考えてこのゼミを選びました。
実際に、先生やゼミ生が分かり易く教えてくれるの
で、日本史の知識が少なくてもその都度調べて理
解するスタイルでゼミに支障はなかったです。



現役ゼミ生に聞きました。
大学受験時に選択した「地歴・公民」は？
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（人）

渡辺 康介
（10期生）

鷲崎ゼミで学ぶ日本経済史では、現
代経済の諸問題を歴史的経緯と照ら
し合わせながら分析していきます。ただ、
日本経済の歴史とは言いながらも、
欧米やアジアとの経済関係はもちろん
のこと、日本各地の地理的要因等に
も影響を受けているので、高校の時に
学習した世界史や地理の知識も活か
すことができます。
もし知識が足らなければ、資料をあた
って調べればよいので、予備知識が無
くてもゼミの中で活躍できると思いま
す!!

0 2 4 6 8 10

倫理政経

地理B

世界史B

日本史B



7. 副演習生も大募集してます！
• 鷲崎ゼミは，副演習生を積極的に受け入れて，他ゼミとの相互交流を図るとともに，主演習生が他ゼミを
副演習として履修することで，経済学への興味・関心を相対的に身につけています。

• たとえば，「現代の経済学と経済史」，「国際的な経済学と日本経済史」，「経営学・会計学と経済史」を
組み合わせて学ぶことで，「時間軸から見る経済学と空間軸から見る経済学のバランス」を図ることができま
す。

• 副演習を希望される方は，以下の点を留意しておいて下さい。

①同じ曜日開講の主演習とは併願できません
来年度，鷲崎ゼミは木曜に開講します。同じ時間帯に開講するゼミとの併願はできません。

②卒論について
鷲崎ゼミは，副演習生の卒論制作に対して，次のようなルールを設けています。
・主演習のほうで卒論を執筆する場合→主演習の卒論を当ゼミの卒論とみなします。
→せっかくなので、経済史や長期経済分析の考え方や資料を取り入れて下さい。
・主演習で卒論を執筆しない場合
→当ゼミで卒論を執筆して下さい。
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副演習に鷲崎ゼミを選んだ理由

疋田 弥紅
（12期生）

私は、文系4学部副専攻プログラムを利用し、鷲崎ゼミに参加して
います。
現在、文学部で西洋文学を専攻しているのですが、基幹教育や経
済学部の授業で日本経済史を学び興味を持ったことがきっかけで、
鷲崎ゼミにはいることを決めました。
文学部で所属している研究室と全くカラーが違うので、とても刺激
になります。また、他学部の学生でも優しく受け入れてくれるのがわ
しゼミのいいところだと思います！一緒に楽しく学びましょう(^ ^)

私は主演習として経済分析系の篠崎ゼミに、副演習として鷲崎
ゼミに所属しています。

フィールドワークでの学びや先輩方の雰囲気が楽しそうで、所属
を決めました。

副演習ということを気にすることなく楽しく活動していて、豊富な
知識と考える力がついていると実感しています！

佐藤 萌
（13期生）



8. インゼミ―他大学や他ゼミとの合同研究報告会
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・鷲崎ゼミでは、年2回インゼミを開催しています。
・12月初旬には6大学合同インターゼミを、関西大学・福岡女子大学・西南学
院大学・公立鳥取環境大学・流通経済大学と開催します。
・12月中旬には経済学部4ゼミ合同研究報告会を、堀井・北澤・水野ゼミと開
催し、各ゼミの研究内容を相互に理解するよう努めています。

↑総合１位となった、江戸班
（伊勢参りの研究）

↑総合２位となった、明治班
（コレラの研究）
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中原悠喜
（12期生）

昨年は12月に6大学合同のインターゼミと、
九大経済学部内の4つのゼミが合同で行うイ
ンターゼミがありました。3年生はインゼミに向
けて、ゼミに入りすぐにグループに分かれて
研究を行います。本番までには、ゼミ内で何
度か報告の機会があり、発表の練習にもなり
ます。

インゼミでは、いかに相手に分かりやすく伝
えられるかが重要なので、発表の内容だけで
なくプレゼン力も鍛えられます！また同世代
の発表を聞いていて、研究の発想の豊かさや
発表のやり方の工夫などが見られてとても刺
激を受けます。

インゼミのために、グループの皆と研究に没
頭した時間はいい経験だったと、今振り返って
思います。



9. ゼミ合宿
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3日目はゼミと一緒に 昼まで単独行動
→夜からゼミに合流

中高の友人宅に宿泊（宿代も浮きます笑）

 鷲崎ゼミでは，「歴史は講義室で起こっているのではない。現場で起きているんだ！」を
合言葉として，年2回合宿を開催しています。

 1回目は前学期中に九州域内（鹿児島・長崎・山口？）で，2回目は9月（予定）に
東京へ行き，日本経済史に関係する場所を見学します。

 これらの参加は，任意です。各自の予定に合わせて，途中参加や途中帰福も可能で
す！また2回開催するのは，全員に年1回は合宿へ行ける機会を提供するためです。

 東京合宿では，東京開催インターンの参加や昔の友達と会う，自分の興味のある場所
へのフィールドワークなど自由なスタイルが見られるところが特徴です！4日間ずっと同じ
メンバーではなく，予定に合わせてメンバーが変わるのも印象的でした。

2日目から参加の
人も多数！

初日は9期メインの
参加

とあるゼミ生の東京合宿の例 ＊2021年の東京合宿はコロナの影響で中止
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佐々木 開得
（12期生）

昨年の11月に萩（山口）へ行ってきました！
ゼミ合宿は先生・メンバーとの絆がもっとも深まる行事だと思います！
たくさんの友人から「先輩・後輩の距離が近いところが鷲崎ゼミは羨まし
い！」と言われますが、その秘訣はゼミ合宿にあると感じています(^^)
「椅子に座ってする勉強より、体を動かしながら勉強する方が好きだ！」
という人こそ、ゼミ合宿は超オススメです！

昨年9月に長崎合宿をしました。合宿は、先輩や鷲崎先生と気軽になんでも話せるチャンス
です！合宿に参加すればゼミが数倍楽しくなること間違いなしです。
ご飯や移動時間の時に就活、ゼミ論文への取り組み方などを聞いて自分に生かしましょう！

松尾 俊作
（12期生）

鷲崎ゼミでは年に２回フィ―ルドワーク（合宿）が行われます。合宿では日本経済
史に関連する場所への訪問はもちろん、自分たちが関心を持つ場所へも行くことがで
きます。フィ―ルドワーク係の主な仕事はフィールドワークの企画と現地の施設の予
約・交渉です。フィ―ルドワーク終了後はみんなに感謝してもらえる仕事のため、企画
や幹事が好きな人にはおすすめです。また、合宿では同期はもちろん、４年生の先輩
方やOB・OGとも親睦を深めることができるので、皆さんぜひ参加してください！

松山 城治
（11期生）
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熊野 拓也
（11期生）

東京合宿OBOG現役懇親会

東京合宿OBOG現役懇親会
（2019年11月30日開催）

鷲崎ゼミのOB・OGだけでなく，首都圏に在住
する他ゼミの卒業生も集まる懇親会です。働いて
いる業界や企業，ライフスタイルのことを尋ねる機
会として有益です。

鷲ゼミの良い点の１つ！それは、OB・OGとの繋がりあります。毎年12月
頃に東京在住の先輩方と懇親会が催されます。(今年はコロナ禍で中
止)先輩方は、様々な業種・業界で働いていらっしゃるので、就職活動を
する三年生としては話を聞くだけでも自分自身の視野を広げることがで
きます。(あと気前のいい先輩方ばかりです(笑))私も東京にてインターン
シップに参加した後この懇親会に参加し、当時どの業界に行きたいの
か迷っていたため、いろんなお話を聞くことができかなり貴重な経験に
なりました。大学生活を経て、その後の進路を考えるのにももってこい
のゼミです！
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左上：仙巌園でポーズ
右上：霧島神宮で記念撮影
左下：仙巌園で食事
右下：高千穂牧場で羊と戯れ

鹿児島合宿2019



27日本銀行貨幣博物館

東京合宿2019 第1・2日目

東京証券取引所
東京都立水道歴史館
（漏水器に耳を当ててます。） NHKスタジオパーク

第一三共くすりミュージアム
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東京合宿2019 第3・4日目

東京都立殿ヶ谷戸庭園
（三菱合資会社副社長だった
岩崎彦彌太の旧邸宅）

花王ミュージアム
（左）月のマークを意識したポーズ
（中）写真を自動でメイクする技術
（右）頭髪の太さを機械で測定

江戸東京たてもの園
（左）タバコ屋の店主を熱演
（右）古き銭湯での入浴体験

三菱史料館
（展示室見学後，
岩崎彌太郎像の前にて）
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長崎合宿2020

長崎歴史博物館
（坂本龍馬像）

慶華園
（昼食に長崎ちゃんぽん） 学んだ事をしっかりメモするゼミ代表

出島

原城本丸跡
（島原湾を一望）



秋吉台

下）すぐ寸劇したくなるわしゼミ生
右）長州ファイブのひとり、井上勝の像と一緒に山口合宿2020

国宝・瑠璃光寺五重塔
合宿の最後は、足湯でひといき

おいしいランチと一緒に楽
しむ、他愛のない会話も合
宿の醍醐味！→ 湯田温泉駅

春帆楼
（日清講和会議が行われた場所）



10. ゼミには、どんな役職がありますか？
鷲崎ゼミでは，ゼミ生が役職を務めることで，主体的にゼミ運営に参加します。

• ゼミ代表：ゼミ運営が明るく，楽しく，興味深く，そして迅速・円滑に進むように振る舞います。また，すべて
の役職に対するバックアップを行います。

• 内ゼミ：ゼミ代表のサポートをし，ゼミ内部をまとめます。コンパ係を兼任します。

• インゼミ係：インゼミ相手の担当者と日程調整・テーマ設定を行い、当日の議事運営が円滑に進むよう企画
をします。

• フィールドワーク係：日程や訪問先、宿泊先を確定させ、何を調査するか下調べをしておきます。当日の参加
者を把握して、旅程を立てます。

• SNS係：Facebookを活用して、ゼミ活動の証を記録しておく仕事です。撮影した写真をFacebookページ
にアップロードし、ゼミ活動のプロモーションを図ります。

• 会計係：年間の研究会費を決めゼミ生から徴収します。帳簿や領収書銀行口座の管理も行います。

• 入ゼミ係：勤勉かつ個性的で、おもしろい後輩に入ゼミしてもらえるよう、努力します。ゼミ説明会での発表内
容を企画します。

• Ｔシャツ係：各期にふさわしいパーカーを作成します。

• ホークス係：野球に限らず，スポーツ観戦を企画します。

31
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11. 卒論の進め方
• 卒論は4年生から執筆します。原則として，個人で制作します。

• 卒論のテーマは，自分の興味・関心に沿ったものを自由に選択し，
日本経済史の流れに位置づけていきます。

• 院生の先輩方や先生が，進め方や参考文献について，親身に
なってアドバイスをしてくれます。

33
年度末の最終ゼミは，卒論提出と4年生による個々のスピーチが催されます。

（写真は，いずれも2020年卒の10期生）



戦前・戦後におけるメディアの存在意義
戦後日本におけるオートバイ市場の変遷
大正評判女番付に見る明治・大正期の女性
藩校の歴史
明治・大正期における宝塚歌劇
明治・大正期の日本人の身体変化について
日本の台湾統治における評価
近代からの日本の造船業の発展
国産車の発展と普及について
グスタフ・マーラーにおける民衆から個人

12期生（現4年生）の卒論テーマ
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中原 悠喜
（12期生）

私は自分自身がバイク乗りであり、バイクがものすごく好きなことから、
「戦後日本におけるオートバイ市場の変遷」というテーマで研究を行って
います。「日本経済史の卒業論文」というとなんとなく難しそうに思う方
もいらっしゃるかもしれませんが、この私のテーマから分かる通り、自分
の興味や趣味をスタートとして論文が成立するのが魅力です。執筆に
あたっては、先生や院生の先輩からの助言や、同期からの多方面の意
見をもらいながら研究を進めることができ、やりがいを感じながら楽しく
行ってます。

尾崎 史典
（12期生）

私は、明治・大正期の女性の活躍が卒論のテーマです。私は副演
習生なので、主演習先と日本経済史を絡めて研究を行っています。
卒論の制作は、進捗発表の場が設けられているため、そこで先生や
ゼミ生からたくさんアドバイスをもらいながら進めていけます。このとき
建設的な意見をくれる仲間がいることも、わしゼミの魅力です！



12. 鷲ゼミ生の進路選択は実に豊富です！
• これまでの鷲崎ゼミ生の就職・進路先は，上記のとおりです。さまざまな業界・業
種に就職しているため、鷲崎ゼミ生の先輩－後輩間での幅広い情報交換が可
能です。

• 民間・公務・大学院進学を問わず，幅広い業界・職種で活躍していることを，特
色としています。

• 鷲崎ゼミでは，とくにOB・OG訪問，社会人との幅広い懇親・懇談を奨励してい
ます。貴重な学生時間を，できるだけ大人と喋る時間に充ててみて下さい。
（その1つとして，前掲の「東京合宿OBOG現役懇親会があります。）

• 教員がゼミ就活生個々の性格や興味を熟知したうえで，就活に対するいろいろ
なアドバイスを行います。

• 「このゼミに入れば，この企業に行ける」などというものではなく，それぞれの学生
が適材適所の就職・進路先を考えて歩んだ結果です。ご参考までに。 36



業界 企業・団体名 男 女 業界 企業・団体名 男 女

建設 大林組 1 金融 十八銀行 1

設備建設 日鉄エンジニアリング 1 日本銀行 1

金属 日本製鐵 1 1 親和銀行 1

JFEスチール 1 1 ステート・ストリート信託銀行 1

重工 川崎重工 1 JA福岡信連 1

自動車 トヨタ自動車 2 2 西日本シティ銀行 1 2

造船 大島造船所 1 福岡銀行 2 2

電機 パナソニック 3 福岡中央銀行 1

日立製作所 1 三菱東京UFJ銀行 2

NEC 1 三菱UFJ信託銀行 1

製造 第一精工 1 三井住友信託銀行 1

デンソー 1

富士フイルム 1

化学 日立化成商事 1 保険 損保ジャパン日本興亜 1

不動産 福岡地所 1 東京海上日動火災保険 1 1

福岡空港ビルディング 1 日本生命保険 1

非公表 1 明治安田生命 1

食品 味の素 1 印刷 凸版印刷 2
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豊富な進路選択（1～12期） その1



業界 企業・団体名 男 女 業界 企業・団体名 男 女

証券 野村證券 1 コンサルティ
ング

デロイト・トーマツ・コンサルティン
グ

1

SMBC日興證券 1

大和証券 1 リンクアンドモチベーション 1

信販 オリエントコーポレーション 1 アビームコンサルティング 2

商社 住友商事九州 1 IT サイバーエイジェント 2

双日 1 レバレジーズ 1

三菱商事 1 GMOペイメントゲートウェイ 1

伊藤忠商事 1 豆蔵 1

海運 商船三井 1 株式会社Laibo 1

物流 三菱電機ロジスティクス 1 システム オービック 2

ヤマト運輸 1 新聞 朝日新聞 1

百貨店 阪急阪神百貨店 1 放送 九州朝日放送 1

小売 ニトリ 1 福岡放送 1

食品卸売 ヤマエ久野 1 広島テレビ 1

観光 島津興業 1 名古屋テレビ 1

旅行 エイチ・アイ・エス 1 電力 関西電力 1

芸能 ジャニーズ事務所 1 九州電力 1
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豊富な進路選択（1～12期） その2



業界 企業・団体名 男 女 業界 企業・団体名 男 女

通信 NTTdocomo 2 1 公務 財務省福岡財務支局 1

NTT西日本 3 経済産業省九州経済産業局 1

鉄道 JR九州 1 国土交通省九州運輸局 1

JR西日本 1 厚生労働省東京検疫所 1

医療 済生会福岡総合病院 1 防衛装備庁 1

税務 田村浩敏税理士事務所 1 東京都庁 1

商工会 長崎県商工会連合会 1 鳥取県庁 1

＜小計＞ 63 33 福岡県庁 1

進学 九州大学大学院経済学府 3 1 佐賀県庁 1

九州大学大学院統合新領域学府 1 長崎県庁 2

九州大学大学院芸術工学府 1 鹿児島県庁 1

京都大学大学院農学研究科 1 福岡市役所 2 2

東京大学大学院経済学研究科 1

明治学院大学大学院文学研究科 1 ＜小計＞ 10 6

國學院大學神職課程 1 ＜合計＞ 80 42

＜小計＞ 7 3
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豊富な進路選択（1～12期） その3

注1. 新卒による進路・就職先のみを記したものであり，転退職先を含みません。
注2. 現4年生に関しては，内定先の企業・団体・進学先を表記しています。



民間企業へ就職する鷲ゼミ生

40

鷲崎ゼミでは、3年次から自分の意見を発信したり様々な人の考えを吸収す
る場が整っています。
就活では上記のような力が非常に求められてくるので、鷲崎ゼミでの経験は非
常に心強かったです！
また、3年生の1年間、真剣にゼミ活動に取り組んできたからこそ、就活で行き
詰まった時は鷲崎先生が親身になって話を聞いて下さいました。
皆さんもゼミ活動・就職活動共に、順風満帆なものにしませんか？

学部・学府一貫教育プログラムから大学院進学へ

高村 海成
（11期生）

林 豊子
（6期生）

鷲崎ゼミは大学院進学にも積極的です。私の大学院進学のきっかけは学
部3年時にあるのですが、当時のグループ研究を通して、研究の面白さや奥
深さを知り、研究活動に興味を持ったことがきっかけです。また、当ゼミでは、
学部のゼミに院生も参加しており、当時の先輩方の高い専門性や広くて深
い教養に触れ、憧れを持ちました。そして、私自身も、さらに専門的な研究活
動を通して、創造力を身に付けたい、自分の可能性を広げたいと思い、大
学院進学を志望しました。また、経済学部には、学部・学府一貫教育プログ
ラムというのがあり、それを利用して、学部4年時から大学院の授業に参加し
ました。早い段階から専門的なことを学べたのは、貴重な体験となり、当時
の卒論研究にも大きな刺激を受けました。鷲崎ゼミではこのプログラムも積
極的に利用しています。少しでも興味のある人はぜひチャレンジしてみて下さ
いね。
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公務員・官公庁へ就職した鷲ゼミ生

結論から言うと、公務員試験の勉強とゼミ活動の両立は十分にできます。私はゼ
ミでは司会を務めていたため、予習を通常のゼミ生と同等以上に行った上でゼミに
臨んでいましたが、公務員の勉強に支障をきたすことは一切ありませんでした。
また、2次試験の面接は基本的には筆記以上に重要で、直前に対策することが

必須なのですが、そちらの方にゼミ活動が支障をきたすこともありませんでした。

なので、上記の点は全く心配しなくても大丈夫です。むしろ、ゼミ活動があったこと
により、公務員の勉強のスケジュールが立てやすくなり、途中で失速することなく
試験までやり遂げることが出来たのではないかと考えています。

前村 幸祐
（11期生）

公務員になるには筆記試験さえできればいい...？
わけではなく、筆記試験と同様、いやそれ以上のウェートを面接が占めて
います！
鷲崎ゼミではインゼミ、4ゼミへの対策、また日頃の輪読にみんな積極的
に取り組みます。そうすることで、グループワークへの豊富な経験や大人数
を目の前にした発表など、協調性や表現力を重視する公務員の面接に
利用できる武器を揃えることができます！
公務員志望の皆さんも鷲崎ゼミに入り、ゼミの活動に積極的に参加する
ことで、多様な経験とともに面接への力もつけてみませんか？あなたのチ
ャレンジをお待ちしております！和田崇志

（9期生）



13. 海外留学へも積極的にチャレンジ！
• 経済学部は，九大の中でも海外交換留学生を最も輩出している
学部ですが，鷲崎ゼミ生も，ここ数年積極的に経験しています。

• 海外留学は，自分や日本のアイデンティティーを再発見する場で
もありますので，日本経済史を学ぶ意義が改めて感じられると思
います。

5期生 香港 香港大学

6期生 タイ マヒドン大学

7期生 タイ チュラーロンコーン大学

9期生 中国 中国人民大学（短期）

11期生 台湾 台湾大学
42

鷲崎ゼミ生の海外交換留学状況



留学をしてきた経験

鈴木 潤
（11期生）
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自分は去年から今年にかけて、台湾大学社会学院経
済学部へ交換留学生として通っていました。
海外の大学で実際に勉強し、外国人との交流を深め
ていく中で特に重要と感じたことは、自国の経済・文化・
歴史を深く知り、自分の意見をはっきりと述べる力です。
留学先では、様々な問題について議論をする際、日本
におけるこれらのトピックに関する質問を多く受けることが
あります。その度に、自国の成り立ち等に関して詳しく知
っておくというのは非常に大事なことだと痛感します。もち
ろんこれは海外だけではなく、社会人をしても必要な考
え方だと思います。
また、大学ではインプットの授業が圧倒的に多く、「ディ
スカッション」と聞くと、多くの学生がネガティブなイメージ
を持つでしょう。しかし、鷲ゼミでは個々人が毎回の授業
で積極的に自分の意見を発言しています。それは、皆が
発言しやすい環境にあるからだと思います。鷲ゼミには、
本当に様々な色を持った学生が所属していて、ユニーク
な考えがたくさん授業の中で出されるのでとても面白く
刺激的です。
残り2年間の大学生活を全力で充実させたい方々、こ
のゼミで共に頑張りましょう！



こんにちは！
11期生の水谷英資 (みずたに えいすけ) です！鷲崎ゼミ
には沢山の魅力がありますが、特筆すべきは在籍生徒たちが
多様性に富んでおり、個々人がそれぞれのペースで活躍できる
土壌がしっかりと用意されていることだと思います。
当ゼミには様々な背景をもつ活発で独特な (良い意味で) 
学生が多いです。私自身、幼稚園から高校を卒業するまで西
日本最古のインターナショナルスクールに在籍しており、大学
の最初の2年間は立命館大学国際関係学部 Global 
Studies専攻という所に進学しました。後に3年次編入学を
経験し、本学に来ました。他にも留学経験者や、帰国子女の
ような方もいます。ずっと英語を使う学校で育った私としては、
編入直後は右も左も分かりませんでしたが、そんな時に先生、
同期や先輩に支えてもらいました。そういった人たちと触れ合っ
ていく中で、自身の価値観や考え方も柔軟になっていき、学
生生活の中で色々なアイデアが思い浮かぶようになります。
また、当ゼミはオン•オフがハッキリしており、やる時はやる、や
らない時はやらないを徹底しているのでとてもメリハリのある充
実した大学でのゼミ活動が行えます。大学最後の2年間を実
りあるものにするには鷲崎ゼミは本当に成長の場となります。

水谷 英資
(11期生)
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インターナショナルスクール出身



14. 飲み会・暑気払い・追いコン
（コロナ禍でなければ…）

• 4月の飲み会、暑気払い、新年会など年に数
回開催されます。

• 暑気払いでは福岡在住のOB・OGも参加さ
れ、社会人のお話も聞くことができます。

• 3月に卒業される先輩方への追いコンを行い
ます。

• 昨年はプロジェクターが使えるバーを貸し切り、
写真や動画を使って、先輩方への感謝の気
持ちを伝えました。

• 先輩方とは大変仲が良く、卒業後もアドバイ
スをいただいたり、食事に行ったりしています。
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追いコン（2019年度）

暑気払い（2019年度）



11期の内ゼミ（飲み会係）として，
鷲ゼミの飲み会の良いところを

まじめに紹介します。
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熊野 拓也
（11期生・内ゼミ）

鷲崎ゼミでは４月の歓迎コンパ、新年会、3月の追い
コンなど頻繁に飲み会が開催されます。鷲崎ゼミはフィ―
ルドワークや発表大会など活動が盛んであるため、同期
や先輩方と仲良くでき、ゼミ後や休みの日に飲み会が多
く開催されます。先輩方はとても気さくで面白い方が多く
、先輩方はESの添削など就職活動の手助けもしてくれ
ます。また、８月の暑気払いや１２月の東京合宿で懇
親会など、OB・OGと話せる機会が多いため、様々な業
種で働いている先輩方と繋がることができます。飲み会
が好きな人や先輩と仲良くなりたい人には、鷲崎ゼミは
おすすめです。
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←東京合宿で開催される、
「OBOG現役懇親会」

鷲崎ゼミだけでなく，経済
学部のさまざまな出身ゼミ
の先輩に会って、いろんな
話を聞いちゃおう！
学校の悩みも、就活の悩
みも、解決してくれる・・・・
かも？？

東京合宿で開催される、
先生の実家での
「ホームパーティー」→

食べ物も飲み物も好き
なものを買って、
先生のご自宅で食べま
くり、飲みまくり〜〜♪

＊写真は2019年11月東京合宿



15. 大学院生はいますか？
• 2021年度，鷲崎ゼミには大学院生1名（博士課程）が所属していま
す。

• 大学院生は学部のゼミにも参加して，学部生に対して毎回建設的なアド
バイスやコメントを提供してくれます。どんな些細な疑問でも，質問できま
す。

• 大変気さくな先輩方で，合宿にも参加してくれていて，とても話しやすい
です。

• 身近に相談しやすい先輩方がいてくれるのは，本当にありがたいです。
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安部 伸哉
（博士3年）
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「大学のゼミとはこういうものだ」と思えるのが鷲崎ゼミだ
と思います。僕は，学部を下関市立大学で過ごし，大学
院から鷲崎ゼミにお世話になっています。学部の頃に言わ
れたことは「ゼミというのは，先生がいて，院生がいて，
学部生がいて，一緒に学ぶ仲間なんだ」ということです。
まさに，鷲崎ゼミはこの言葉を体現したように，OBOG
を含めた縦のつながりと同期の横のつながりがあり，同じ
仲間として勉強する時は勉強をして，遊ぶ時は遊ぶとい
うような雰囲気があるかと思います。鷲崎ゼミに大学院か
ら参加している僕にも仲良くしてくれています。
他大学とのインターゼミや学内の4ゼミの体験は，やり
がいと達成感があり，鷲崎ゼミの魅力の１つだと思いま
す。僕自身は，インターゼミのつながりから，鷲崎ゼミに
お世話になっています。充実したゼミ活動をしたいのであ
れば，鷲崎ゼミはオススメです。

院生から

安部 伸哉
（博士3年）



1６. 面談でお会いしましょう！

• 面談で，担当教員＆現役ゼミ生と，もっとお話ししましょう！

• 副演習希望者も，迷っている方も，ぜひお申し込み下さい。

• 面談の最新空き状況は，下記サイトでご確認下さい。（近日公開予定）
http://www.washizaki.org/seminar/application/interview.html

• 第1〜第3希望を， shuntaro@econ.kyushu-u.ac.jpへお知らせ下さい。

• 面談で，こちらが伺ってみたいのは，次の3点です。

①「なぜ，このゼミに入りたいのか？」

②「入ゼミしたら，どんな研究をテーマにしてみたいのか？」

③「このゼミで，どんなことに貢献できるか？」

• 迷っている場合には，遠慮なくおっしゃって下さい。

• 疑問・質問・要望に，現役ゼミ3-4年生がお答えします。

• 堅苦しい「面接」でなく，和やかな「懇談」の場にしましょう！
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