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-About Us-
有⾺ゼミについて

専攻
「マーケティング」
ものが売れる仕組み
について考えます。

教授は有⾺賢治先⽣。
ゼミ⽣の学びを親⾝に考え

てくださる先⽣です。

ゼミ⽣
総勢 31⼈
30期︓12⼈

男性2⼈ ⼥性10⼈
31期︓19⼈

男性5⼈ ⼥性14⼈

運営形態
32期は来年の春休みから
ゼミ活動に加わります。
夏からは本格的にゼミ運
営を⾏い、秋学期コンテ
ンツなどを考えることが

できます︕

ロゴマーク
「アリのように、ウマのように」
という意味が込められています。

有⾺ゼミのここがいい︕
１．コンテンツの豊富さ
２．マルチタスク⼒が

⾝に付く︕
３．縦横の繋がりが強い︕
4. みんな真⾯⽬で優しい︕



-Schedule-
1年の流れ

有⾺ゼミの年間スケジュール︕様々なコンテンツを同時に進めていきます︕

春学期 秋学期
メインコンテンツ メインコンテンツ通年コンテンツ 通年コンテンツ単発コンテンツ ミニコンテンツ 単発コンテンツ ミニコンテンツ



-Contents-
コンテンツ紹介

実証研究
春学期に⾏うメインコンテンツです。
2,3年⽣が合同の班となり、企業様か

らいただいた課題を分析して
提案に繋げます︕

2021年度の企業は
ITOKI、オリエンタルランド

の2企業でした︕ 関東マーケティング⼤会
秋学期に⾏うメインコンテンツです。

関東の⼤学が集まり、
研究、論⽂作成、プレゼン

を⾏います。
他⼤学の研究なども通して、

普段は受けられないたくさんの
刺激を受けることができます︕

2021年度は、12⼤学、18ゼミが
参加します︕

⼤塚⾷品
2021年度は、⼤塚⾷品様

ご協⼒のもと、クリスタルガイザーが
炭酸⽔を売り出すための新商品開発から
プロモーションまでを考えていきます。

春学期に⾏った実証研究や広告開発
などから得た様々な知識を
このコンテンツで活かし、

新たな知識を⾝につけていきます。

－メインコンテンツ（半年間）－



ディスカッション
先⽣があらかじめ⽤意してくださった本論⽂
と、本論⽂内で参考⽂献として使⽤されてい
る論⽂を読み込み、少⼈数のグループに
分かれて議題を出し合います。

当⽇は、議題に関する意⾒をそれぞれが
読み込んできた論⽂や、⾃⾝の経験を

もとに出し合う形で
ディスカッションします。

広告開発
2021年度は「有⾺ゼミが⼀次で定員オー

バーになる広告」をテーマに
広告づくりを⾏いました。

ターゲットからプロモーションまで、
広告の⼀連の流れを⾃分たちで

考えるため、
発想⼒や実践的な知識を

⾝につけることができます。

ディベート
テーマに対して2班に分かれ、

既存研究をもとに
根拠を探し、意⾒を構築して

いきます。
当⽇には主張と反駁(はんばく)を⾏い、

相⼿の意⾒を読み取る⼒、
意⾒を相⼿に素早く伝える⼒

を養います。

－単発コンテンツ（年3、4回）－

－通年コンテンツ（１年間）－

輪読
学期ごとに様々な本を読み進めて
いきます。輪読を通して、

新しい知識を⾝につけたり、読解⼒、
要約⼒を⾝につけることが出来ます。

2021年度は、
春学期に「問題解決⼊⾨」

秋学期に「⽂系でもわかる統計分析」、
「消費者⼼理学」を使⽤して

進めていきます。



フィールドワーク
ある⼟地・地域や商業施設などが

なぜ栄えているかを、実際に現地に⾜を運び
研究を重ねるコンテンツです。

2019年春学期は、⾚坂などのテレビ局周辺、
スカイツリーなどのランドマーク周辺が

題材になりました。
コロナの影響で昨年・今年はフィールドワーク

ができませんでした...残念...

合同ゼミ
⻘⼭学院⼤学、⽴命館⼤学のゼミと
合同でケーススタディを⾏います。
今年は、エドウィン様のご協⼒のもと、
エドウィン様がリブランディングするための
プロモーション施策を考えました。

他⼤学の⽅とのグループワークによって、
⽇頃のゼミの成果を発揮したり、

新たな視点や考え⽅を
得ることができます。

ヒット商品分析

⾝近なヒット商品のヒット要因を
マーケティング視点で探り、

広告に⽤いられている⼯夫も学びます。
2020年度は、コロナで需要が⾼まった
Netflix、ニンテンドーSwitchなど
について分析を⾏いました。

－ミニコンテンツ（2、3週間で完結）－

新商品開発
3、4⼈のグループに分かれ、
新商品の提案を⾏います。
市場調査からプロモーション
までの流れを⾃分たちで考え、
実践的な学びで知識や技術を
⾝につけていきます。

2021年度は、春学期に⽴教⼤学の
ローソンで販売する新作スイーツ

を考えました。



-Meeting-
コマについて

本ゼミ
週２回⽊曜⽇の３,４限で⾏います。
本ゼミは基本的に2年⽣と3年⽣合同で⾏
います。有⾺先⽣のご指導のもと、輪読
やディベートなどを⾏っていきます。
また、実証研究などのメインコンテンツ
についての相互FBも本ゼミで⾏います。

サブゼミ
週に4回ほど４,5⼈のグループに分かれて
⾏います。サブゼミはゼミ⽣のみの活動
となります。ディベートや実証研究のグ
ループミーティングなどを⾏い、本ゼミ

に向けて準備をします。

春学期に⾏われた
実証研究発表会の様⼦



-Timetable-
ゼミ⽣の春学期時間割

⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ ⼟

１ サブ サブ

２ BL2

昼 サブ

３ 本

４ 本

５ サブ

⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ ⼟

１ サブ EAP

２ サブ EAP EAP

昼 サブ

３ 本

４ 本

５ サブ

経営学科

国際経営学科

ゼミは時間割内で完結︕深夜なし︕だから⽣活リズムが崩れません😊
夜の予定が埋まらないからサークルや学⽣団体、アルバイト、BL運営などと両⽴しやすい︕

有⾺ゼミ⽣はどんな１週間を送っているのでしょうか︖⼀部のゼミ⽣の時間割を⼤公開︕
※ …その他の授業

ウマ⼦さん

⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ ⼟

１ サブ

２ サブ BL2

昼 サブ

３ 本

４ 本

５ サブ

⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ ⼟

１ サブ EAP

２ BL2 EAP EAP

昼 サブ サブ

３ 本

４ 本

５ サブ

サークル

アリ美さん

メンター

アリ介くん

メンター

ウマ花さん



-Real Voice-
ゼミ⽣のリアルな声

どんな⼈がいる
の︖

根が真⾯⽬で
何事も

努⼒してる⼈
が多い︕

ゼミ以外のこ
とと両⽴して

いる⼈が多い
ので、

お互いの⼤変
さを

理解してくれ
る

優しい⼈たち
です涙

やりたいことと
両⽴できてる︖

国経のEAP、BL0運
営、

アルバイト、サー
クル、

インターンなど

皆何かしらは両⽴
しながら

活動しています︕

やりたいをあきら
めない︕

マルチタスクこなせるかな…
最初は課題をこなすのが⼤

変だったけど、先輩や同期

から効率的なゼミの仕⽅を

学んで⾃然と成⻑できた︕

ブラックって
ほんと︖

時間外の拘束はないので
ブラックではないです︕
忙しい分確実に成⻑できる

ゼミです︕
皆さんと⼀緒に学べること
を楽しみにしています😊

ゼミは楽しい︖⾊々なコンテンツを経験
できる活動は楽しい︕
個性豊かな同期・先輩と

仲良く楽しく活動しています︕



-Connection-
有⾺ゼミの縦横の繋がり

-Future-
ゼミ⽣の就職事情

楽天、KOSE、SMBC、ロッテ、
コカ・コーラ、アクセンチュア、⽇本アイ、

ビー・エム、みずほ証券
などなど…

⼤⼿企業に就職している先輩⽅が
多く⾒られます︕

⾃分で会社を経営されている⽅も…

同期・先輩との関係が密接︕
有⾺ゼミは2・3年⽣が合同で⾏います︕

春は、様々なコンテンツで先輩と同じ班になり、
サポートしてもらいながら進めていきます。
秋からは2年⽣主体で動いていくので、

コンテンツを⼀緒に考えながら同期の絆を深められます︕

30年の歴史︕
有⾺ゼミは30年以上の⻑ーい歴史があるので、

OBOGの⽅々が沢⼭います︕
講演会などで年の離れた先輩と繋がれるので、

就活などにも役⽴ちます︕



Please Join Us!
たくさんの応募をお待ちしています︕

31期有⾺ゼミ⼀同

質問や相談、オープンゼミへの参加に
ついては各種SNS・HPをご覧ください♪

@arimazemi_2022 @arimazemi__2021

有⾺ゼミ公式ホームページ「⽴教 有⾺ゼミ」で検索︕

@arimaseminar


