
板ゼミのすゝめ



２年生の皆さん、こんにちは！
板倉ゼミ９期生です！現在４年生です！
他のゼミとは違って３年生がいないので、私たち４年生がゼミの紹介をします！

皆さんからしてみれば、板倉ゼミに所属する直近の先輩がいないことから

「板倉先生ってどんな人～？」
「板倉ゼミってどんなことするの～？」

という人がほとんどだと思います。
この資料を通じて、板倉ゼミの全体像を大まかに掴んでもらえれば幸いです！

少しでも興味をもった人は、下記のイベントにぜひご参加下さい！

◇板倉ゼミ説明会【11/24(金)3限、12/1(金)3限 @3号館4階41号室】

◇ゼミエキスポ【11/30(木)5限 @学生会館２階大ホール】



先生の紹介①

� 経歴

板倉先生は世界を舞台に活躍される偉大な先生です！

� 研究内容

• パデュー大学大学院農業経済学研究科にて博士号を修得されています。

• アメリカ・ワシントンにある世界銀行本部での勤務経験があります。

• 現在は国連などの国際会議で研究発表したりと、年中海外に出張されています。

• ＴＰＰなどの自由貿易協定が国家間の貿易にどのような効果をもたらすかなどを

研究されています。

• 板倉先生の研究は高く評価されており、文部科学省が先駆性のある研究に提供している

科学研究費補助金（超難関！）にも採択されました。



研究活動内容

４年生

そんな板倉先生は学生の自主性を重んじるスタイルで、私たちのゼミ活動を見守っててくれます！

３年生

� 1年間かけて国際経済について研究します。研究
テーマやその取り組み方（個人調査かグループ
調査）やゼミで集まる頻度などは、全て学生同士
の話し合いで決まります。先生は提案することは
あっても命令はしません。

� 完全に自由とはいえ、例年、グループで論文を
仕上げて全国大会に出場する傾向にあります。
過去に何度も表彰されており、私たち９期生も優
秀賞を頂きました。もちろん10期生の皆さんが出
場するかどうかは、皆さん自身で決めます。

� 学生の希望が多ければ、海外で研修をすること
も可能です。先生の研究仲間のもとへ訪問する
こともできます。

� 前期は各自進路が決まるまで、就活や公務員
試験の勉強に専念します。原則として毎週金曜
日の４限にゼミはありますが、お菓子を食べな
がら先生に相談したり、談笑したりして、エネル
ギーを蓄えます。

� 後期は興味があるテーマについて各々調査を
して、パワポを作成してゼミ内で発表します。こ
のパワポが卒業論文の代わりになるので、板
ゼミでは「卒ポ」と呼んでいます。テーマは国際
経済にとらわれず、就職先の業界のことを調べ
る人もいれば、本屋大賞が人々に及ぼす効果
を調べる人もいます。



３年生の研究活動－具体例①（９期生：現在４年生の代）

� 共同論文のテーマ

� 海外研修

• 外国企業による研究開発拠点の誘致～クラスター政策を用いた提言～

• Ｖ２Ｖ技術による交通事故の削減

• シンガポール５日間※

訪問先：日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ）、国際協力銀行（ＪＢＩＣ）、現地企業３社

• オーストラリア４日間※

訪問先：日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ）、現地企業１社

� 研究発表

※移動時間、現地の休日を含みます

★海外研修中の写真は板倉ゼミ説明会

【11/24(金)3限、12/1(金)3限 @3号館4階41号室】

でご紹介します！

• ＩＳＦＪ日本政策学生会議（東京開催）

• ＷＥＳＴ論文研究発表会（京都開催）



３年生の研究活動－具体例②（７期生：現在社会人２年目の代）

� 共同論文のテーマ

� 海外研修

• 日系中小企業のあり方～ボーングローバルモデル（BGC)～

• これからのニッポンの外国人労働者移民受け入れについて

• インドネシア４日間※

訪問先：インドネシア商務省、国際協力機構（ＪＩＣＡ）、東アジア・アセアン経済研究センター（ＥＲＩＡ）

日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ）、国際交流基金（ＪＦ）、現地企業３社

• シンガポール４日間※

訪問先：世界銀行、日本大使館、日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ）、現地企業１社

� 研究発表

※移動時間、現地の休日を含みます

• ＷＥＳＴ論文研究発表会（京都開催）

• 中部経済学学生コンソーシアム（名古屋開催）



４年生の研究活動

８期生

個人で研究する「卒ポ」のテーマは多岐にわたり、自由闊達の文化が表れています！

７期生

� 排出権取引と日本の経済
� クールジャパン政策：これからの日本食PRの進め方
� 金融自由化による損害保険業界の変遷と今後の動向
� 出版業界の現状と課題：紙と電子をめぐって
� Fast Fashion：ユニクロとZARA
� 新興国の発展と環境問題：先進国のもたらす恩恵
� 中華人民共和国での官民連携インフラ投資の可能性
� 無SHUKYOU観
� 任天堂とSONYの経営から見るゲーム市場の未来
� 化粧用コットンの世界需要
� アリババの魔法の絨毯にのって：ITの巨人から学ぶ

� 都市の国際競争
� 仮想通貨は人々の生活に溶け込むか
� 世界と日本企業の働きかた：より良い働き方とは
� イギリスにおける移民が与える経済的影響

� 日本におけるインターネットバンキングの普及の
ためには

� 映像ソフト市場の変遷によるレンタルビデオショッ
プ消滅の可能性

� 本屋大賞が人々に及ぼす効果
� CGMにおける文化醸成と制度設計
� 暗号通貨の拡散戦略
� ハラル
� 東京オリンピック2020：日本が成長するために



年間スケジュール（９期生の場合）

１２月

ゼミ選考

１月 ２月

ＯＢＯＧ会

３月

卒業式,
追いコン

８月

海外研修

７月６月

ＢＢＱ

５月

ISFJ
勉強会

４月

活動開始

１１月

ISFJ本番

１０月

WSET本番

９月

研究以外にも卒業生と交流できるＯＢＯＧ会などで、色んな人と関わるチャンスがあります！

２月 ＯＢＯＧ会 ６月 ＢＢＱ



先輩たちの主な進路先

� 公的機関

板ゼミの卒業生は実に幅広い業界で活躍されています！大学院へ進む人もいます！

� 民間企業

名古屋市、東海財務局、日本銀行、経済産業省中部経済産業局、ＪＥＴＲＯ（日本貿易振興機構）・・・・

• メーカー（自動車部品メーカー、総合電機メーカー、素材メーカー、精密機器メーカー・・・・）

• インフラ（鉄道会社、電力会社、ガス会社、物流会社・・・・）

• 金融（銀行、信託銀行、証券会社・・・・）

• 保険（損害保険会社、生命保険会社・・・・）

• その他（総合商社、外資系消費財メーカー、外資系コンサルティング会社・・・・）

※具体的な企業名は、板倉ゼミ説明会【11/24(金)3限、12/1(金)3限 @3号館4階41号室】でご紹介します！



よくある質問と答え

Ｑ１. 「板倉ゼミはＴＯＥＩＣの点数が高くないと入れないんですか？」

ゼミ募集の時期になると毎年流れる、板倉ゼミの噂や不安の声についてお答えします！

⇒ Ａ．そんなことは全くありません！次の表が証明です。

学生 点数 学生 点数

Aさん 840 Ｆさん 630

Ｂさん 825 Ｇさん 550

Ｃさん 800 Ｈさん 400

Ｄさん 785 Ｉさん 350

Ｅさん 680 Ｊさん 350

表. 板倉ゼミ９期生の２年次ゼミ応募時におけるＴＯＥＩＣの点数

このように、TOEICの点数は人によってまちまちで、ボーダーなんかありません！

たとえ、皆さんの点数がⅠさんやＪさんを下回っていたとしても、全く心配する必要はありません！



よくある質問と答え

Ｑ２. 「国際系のテーマを扱うってことは、英語の論文を読まなきゃダメですか？」

⇒ Ａ．そんなことは決してありません！日本語で書かれた論文が山ほどあるからです。ただ、英語の論文は

それ以上にあるので、英語で読む意欲があれば、研究に利用できる情報源は格段に広がります。

Ｑ４. 「板倉ゼミには興味があるんですが、海外へ行く気はあまりありません・・・」

⇒ Ａ．そういう人でも大丈夫！無理していく必要は全くありません！海外へ行く目的は、そもそも研究の調査

にあります。海外だからできる調査がある一方で、国内だからこそできる調査もあります。海外に行き

たい人とそうでない人は、そのような点で協力し合えば、より素晴らしい研究ができます！

Ｑ３. 「板倉ゼミだと必ず海外に行けるんですか？」

⇒ Ａ．一概には言えません。なぜなら1年間の予定はゼミ生同士の話し合いで決まるからです。先程ご紹介

した７期生と９期生は海外研修に行きたい人が多かったので実施しましたが、８期生は少数だったの

で実施しませんでした。「周りが乗り気ではないが私は行きたい！」という人がいれば、板倉先生に個

別に相談をすると良いと思います。きっと力を貸してくれます。



色々と説明させて頂きましたが、板倉ゼミのイメージは掴めたでしょうか？

ゼミ選びは今後の学生生活を大きく左右するとはいうものの、
何をもとに選べば良いのか、よくわからないですよね・・・
その気持ち、とてもよくわかります。

そこで、「そんな皆さんの力になりたい！」と思い、
板倉ゼミのゼミ生にインタビューしてみました！！！

是非、ゼミ選びの参考にして下さい！



先輩たちの声①

板倉ゼミの先輩たちに次の３つの質問に答えてもらいました！

1. 板倉ゼミの志望理由
2. 板倉ゼミで良かったと思うこと
3. ゼミ選びで悩んでいる後輩への一言

1. 海外へ漠然とした興味があり、国内という枠にとらわれずに広いフィールドで調査・研究出来ると思ったから。

2. 自分と同じ分野に関心を持つ仲間に囲まれ、常に刺激を与え合いながら、共に成長出来たこと。そして、そ
こから得られた学びや経験が自分の進路選択に大いに役立ったこと。

3. ゼミに所属してから過ごす３、４年生は、卒業後の進路を決める上でも、とても大事な２年間になります。だ

からこそ、自分の将来を今一度この機会に考え、どのような仲間や先生と共に、どのように成長していきた
いかを少しでも明確に出来れば、おのずと良い選択ができると思います。ぜひ頑張って下さい！

1. 海外で活躍したいという想いがこのゼミの先輩を見ていて芽生え、その先輩と同じ道を踏むことで何か思い
つくかなーって思ってました。

2. (a)クラスを越えて、実はものすごく真面目な同期たちに出会えたことが良かったです。(ちなみにゼミ長で
あった、ぼくが一番真面目でした。) (b)社会に出ている先輩方が名市大の中でも、グローバル色が強く、
自分の将来のことを考える時に非常に助けて頂きました。ちなみに、迷いに迷った末、現在は憧れた先輩と
同じ会社で尻に敷かれる毎日です。

3. このゼミにはいろんな人がいるかと思います。そんな仲間たちと実施した論文の執筆や研究って必ず1年後
に何か自分にも、変化を起こしてくれると思います。ちなみに僕はせっかくの論文発表の表彰式には参加
せず、飲み会に参加しておりました。まぁ、とりあえず楽しいこと好きな人は入った後、後悔しないと思いま
す。OBOG会でお会いできるのをぜひ楽しみにしています。あ、あと先生めっちゃいい人。

Ｏさん（７期生：総合商社）

Ｋさん（７期生：大学院）



先輩たちの声② 1. 板倉ゼミの志望理由
2. 板倉ゼミで良かったと思うこと
3. ゼミ選びで悩んでいる後輩への一言

1. 板倉ゼミでは国際経済というぼんやりとした分野の中から、テーマや調査方法を自由に決められるという点
に惹かれ志望しました。

2. 先輩や後輩、他大学の学生と知り合うことが出来たこと。またゼミの時間が楽しみに思えるほど、楽しくか
つ真面目に論文作成に取り組むことができ、非常に良い経験になりました。

3. 国際経済に興味があり、自由な環境で学びたい人はぜひ！仏の板倉先生がお待ちしています😊

1. 国際経済学を専門的に学べる唯一のゼミであり、チームで論文を執筆し全国規模の大会にて賞を獲得した
先輩たちの活動に惹かれたから。

2. あくまで論文の執筆を進めるのは自分たちであり、板倉先生が主導するのではなく、随所にてサポートして
いただけた事で自分たちのスキルアップに大きく繋がったこと。

3. 単に「人気である」であったり「親しい先輩がいる」といったような理由ではなく、「自分が一年掛けてまで何
をじっくり学びたいのか」を選考の理由にすべきです。ゼミ選びが今後の人生を左右することも大いにあり
得ると思いますので、時間を掛けて是非とも有意義な選択をしてください。

1. 何でも自分たちで決められる！英語をつかえる！
2. 先生がなんでもアドバイスをくれる。自分たちの意志を尊重してくれる！行きたければ、海外もいける！
3. 板倉ゼミに入れば、素晴らしい諸先輩方に逢えます。笑

Ⅰさん（８期生：自動車部品メーカー）

Ｓさん（８期生：損害保険会社）

Ｓさん（８期生：素材メーカー）



先輩たちの声③ ～以下９期生です～ 1. 板倉ゼミの志望理由
2. 板倉ゼミで良かったと思うこと
3. ゼミ選びで悩んでいる後輩への一言

1. 国際経済学に興味があったから（途上国の経済変動が先進国経済に及ぼす影響を研究したかった）。
2. 素敵な仲間と真面目に研究することの楽しさを知れたこと。
3. 海外が好きな人、板倉先生が好きな人、一度見学に来てください！

1. 海外が好きだから。
2. 自分のレベルアップができた、考える力が身についた、大学生活で成し遂げた大きなことができた。
3. 先生、先輩、仲間、すべてにおいて魅力がいっぱいのゼミです！是非お待ちしてます！！

1. 国際系がここしかなかった+先生が優しさの塊だから。
2. 何にも縛られることなく自分のペースで自分のしたいことができる、なおかつ先生の強力なバックアップ付き

だから心配なし！

3. ゼミ選びは正直、担当教授と同期に限る！噂に流されることなく、自分の目で肌で感じて合うところを探して
ください！

1. 国際系に興味あった
2. 板倉先生と出会えたことで自分の将来の選択肢が増えたこと
3. ゼミでやることより先生からなにを学ぶかが一番大事やで

Ｏさん

Ｈさん

Ｉ さん

Ｉ さん



先輩たちの声④ 1. 板倉ゼミの志望理由
2. 板倉ゼミで良かったと思うこと
3. ゼミ選びで悩んでいる後輩への一言

1. 板倉先生の授業をきっかけに国際経済学に興味を持ち、好きなことをとことん研究できるゼミに入りたいと
思ったから！

2. 海外研修を通じて視野が広がったこと。一生懸命書いた論文が全国大会で表彰されたこと！

3. 決して楽ではないけれど自分がやりたいと思ったことをとことん追求できるとってもいいゼミだと思います！
英語ができなくても熱意があれば大丈夫！！お待ちしてます♡

1. 論文大会に出たり海外調査に行ったり、充実したゼミ活動で楽しそうだった！あと、板倉先生の魅力！
2. チームで1つのことをやりきって、達成感が大きい！縦のつながりもあって楽しい！
3. 充実したゼミ活動を行いたいならぜひ板倉ゼミへ！

1. 板倉先生のゼミだから
2. 板倉先生に毎週会える
3. ゼミに入ってからやることと、自分のしたいことが合ってる先生の所へ行くと良いと思います。

Ｔさん

Ｓさん

Ｋさん



先輩たちの声⑤ 1. 板倉ゼミの志望理由
2. 板倉ゼミで良かったと思うこと
3. ゼミ選びで悩んでいる後輩への一言

1. 海外というワードにピンと来た。 / 魅力的な先輩がいた。
2. 型にはまらない学生生活を送れていること / 素敵な先生、先輩、仲間に出会えたこと
3. どんな事を学ぶかはもちろんのこと、ゼミの雰囲気を知るために色んな人の話を聞いてみてください！

1. 板倉先生の人柄に魅了されたから。
2. 板倉先生やゼミのメンバーとの交流が海外に目を向けるきっかけになったこと。
3. 普通に大学生活を過ごしていて漠然とこれでいいのかなって思ってる人にもおすすめです！

1. 将来は海外で働きたいと漠然と考えていた僕にとって、板倉先生のもとで勉強できることが魅力的だったか
らです。

2. 想像を遥かに上回るレベルで、板倉先生から知識や考え方を吸収できたことと、刺激的な先輩や同期に囲
まれて濃い時間を過ごせたことです！

3. 板倉ゼミに入って、普通の大学生活では味わえないような貴重な経験がたくさんできました。刺激的な環境
に身を置きたい人は、臆せず門を叩いて下さい！お待ちしてます！

Ａさん

Ｓさん

Ｏさん



◇板倉ゼミ説明会【11/24(金)3限、12/1(金)3限 @3号館4階41号室】

◇ゼミエキスポ【11/30(木)5限 @学生会館２階大ホール】

いかがでしたでしょうか・・・？

先輩たちの声を聞いて、何かヒントになるものが見つかれば幸いです！

もし、少しでも板倉ゼミに興味をもってくれた方は、
気軽にイベントへ来てくださいね！！

事前に質問がある方は、個別にメールをください！何でもお答えします！！

⇒ c143046@ed.nagoya-cu.ac.jp （代表：岡本）

それでは、皆さんとお会いできるのを楽しみにしています！！！



おわり


