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全日本証券研究学生連盟              平成30年度「証券ゼミナール大会」開催について                    
 

                                             日証協・普及推進部・平30.12.21-22     

 

全日本証券研究学生連盟（委員長：坪井 優成・中央大学）主催の平成30年度「証券ゼミナール

大会」が、平成30年12月21日（金）、22日（土）の２日間にわたり開催された。 

本大会は、本協会が活動を支援している全日本証券研究学生連盟が、連盟創立30周年記念事業と

して昭和55年に初めて開催したものであり、38回目となる今大会には、全国の32大学の証券・金

融論等を研究しているゼミナールと証券研究会から 132 本の論文が提出され、646 名の学生が参加

して、活発な討論が行われた。 

今大会の論文テーマには、「今後の国内証券市場の活性化について」などの、６つのテーマが設定

された。 

大会中は、これらのテーマについて18のブロックに分かれて討論が進められた。各ブロックでは、

テーマの主旨文に沿って研究結果をまとめた論文をもとに、担当講師の指導の下で活発な討論や意

見交換が行われた。 

学生達には、この大会を通じて相互に研鑽を深めるとともに自らの資質を高めることで、将来の

金融・証券市場、ひいては日本経済の発展に大きく貢献することを期待したい。 

本協会では、今後も同連盟の活動を支援していくとともに、学校教育現場における証券をはじめ

とした金融や経済に関する知識の普及啓発活動を一層推進していく方針である。 

なお、平成30年度「証券ゼミナール大会」の詳細な模様や参加団体作成の論文については、証券

研究学生連盟HP（http://shougakuren.jp/seminar/）を参照いただきたい。 

 

平成30年度｢証券ゼミナール大会｣の概要 

 

【日 程】平成30年12月21日（金）～12月22日（土） 

【会 場】国立オリンピック記念青少年総合センター（渋谷区代々木） 

【目 的】証券・金融に関するテーマの実学的な研究及び各大学間の交流 

 

【テーマ・指導講師】 

①今後の国内証券市場の活性化について 

Ａブロック 駒澤大学 経済学部 准教授 深見 泰孝 氏 

Ｂブロック 立命館大学 経営学部 教授 小林 磨美 氏 
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②家計の資産形成手段としての投資信託 

Ａブロック 愛媛大学 法文学部 准教授 近廣 昌志 氏 

Ｂブロック 甲南大学 経営学部 教授 大塚 晴之 氏 

Ｃブロック 立教大学 経済学部 教授 三谷 進 氏 

 

③日本における金融リテラシーのあり方について 

Ａブロック 大阪学院大学 経済学部 教授 有馬 敏則 氏 

Ｂブロック 明治大学 商学部 教授 萩原 統宏 氏 

Ｃブロック 愛知教育大学 教育学部 西尾 圭一郎 氏 

 

④日本銀行の金融政策と証券市場 

Ａブロック 中央大学 経済学部 教授 井村 進哉 氏 

Ｂブロック 関西学院大学 商学部 教授 岡村 秀夫 氏 

Ｃブロック 関西学院大学 商学部 教授 阿萬 弘行 氏 

 

⑤機関投資家の投資行動と証券市場 

  Ａブロック 昭和女子大学 グローバルビジネス学部 教授 山田 隆 氏 

  Ｂブロック 平成国際大学 法学部 教授 漆畑 春彦 氏 

 

⑥日本における中小・ベンチャー企業の資金調達について 

Ａブロック 大分大学 経済学部 教授 鵜崎 清貴 氏 

Ｂブロック 同志社大学大学院 准教授 野瀬 義明 氏 

Ｃブロック 作新学院大学 名誉教授 高橋 元 氏 

Ｅブロック 広島経済大学 経済学部 准教授 幸田 圭一朗 氏 

  ※Ｄブロックについては、指導講師のご意向によりお名前の掲載をしておりません。 
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【参加団体】32大学 50団体 646名 

(指導教授名等・敬称略) 

大学名 団体名 大学名 団体名 

立教大学 

渡辺ゼミナール 山口大学 兵藤ゼミナール 

亀川ゼミナール 南山大学 山下ゼミナール 

三谷ゼミナール 甲南大学 大塚ゼミナール 

池田ゼミナール 
拓殖大学 

山村ゼミナール 

飯島ゼミナール 高橋ゼミナール 

国士舘大学 野下ゼミナール 大阪経済大学 証券研究部 

神奈川大学 戸田ゼミナール 愛媛大学 近廣ゼミナール 

関西学院大学 

阿萬ゼミナール 名古屋市立大学 臼杵ゼミナール 

寺地ゼミナール 下関市立大学 西戸ゼミナール 

岡村ゼミナール 宮城学院女子大学 伊藤ゼミナール 

証券研究会 

東北学院大学 

伊鹿倉ゼミナール 

明治大学 

勝ゼミナール 松村ゼミナール 

荻原ゼミナール 北村ゼミナール 

鳥居ゼミナール 大阪学院大学 有馬ゼミナール 

中央大学 
井村ゼミナール 名城大学 柳田ゼミナール 

証券研究会 和歌山大学 簗田ゼミナール 

東洋大学 中澤ゼミナール 中部大学 藤井ゼミナール 

駒澤大学 深見ゼミナール 

立命館大学 

播磨谷ゼミナール 

日本大学 
証券研究会 松本ゼミナール 

菅野ゼミ 三谷ゼミナール 

札幌学院大学 玉山ゼミナール 証券研究会 

関西大学 田村ゼミナール 大分大学 鵜崎ゼミナール 

千葉商科大学 三田村ゼミナール 愛知教育大学 西尾ゼミナール 

北星学院大学 
秋森ゼミナール 慶應義塾大学 佐藤佑紀研究会 

山口ゼミナール 広島大学 鈴木ゼミナール 
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【優秀賞受賞団体】 

 ①今後の証券市場の活性化について 

  Ａブロック 立教大学 経済学部 渡辺茂ゼミ（佐藤班） 

  Ｂブロック 関西学院大学 商学部 阿萬弘行ゼミ（西條班） 

 

②家計の資産形成の手段としての投資信託 

  Ａブロック 関西学院大学 商学部 岡村秀夫ゼミ（松本班） 

  Ｂブロック 立教大学 経営学部 亀川雅人ゼミ（佐藤班） 

  Ｃブロック 関西学院大学 商学部 阿萬弘行ゼミ（井上班） 

 

③日本における金融リテラシーのあり方について 

  Ａブロック 名古屋市立大学 経済学部 臼杵政治ゼミ（土屋班） 

  Ｂブロック 立教大学 経済学部 飯島寛之ゼミ（堀越班） 

   Ｃブロック 立教大学 経済学部 三谷進ゼミ（青木班） 

 

④日本銀行の金融政策と証券市場 

  Ａブロック 関西学院大学 証券研究会（岡本班） 

  Ｂブロック 東洋大学 経済学部 中澤ゼミ（根本班） 

  Ｃブロック 中央大学 経済学部 井村進哉ゼミ（日比班） 

 

⑤機関投資家の投資行動と証券市場 

  Ａブロック 関西学院大学 商学部 寺地孝之ゼミ（人見班） 

  Ｂブロック 立教大学 経済学部 渡辺茂ゼミ（三浦班） 

 

⑥日本における中小・ベンチャー企業の資金調達について 

  Ａブロック 立教大学 経済学部 渡辺茂ゼミ（永吉班） 

  Ｂブロック 関西学院大学 商学部 寺地孝之ゼミ（前田班) 

  Ｃブロック 関西学院大学 商学部 岡村秀夫ゼミ（中川班） 

  Ｄブロック 立命館大学 経営学部 三谷英貴ゼミ（仁田脇班） 

Ｅブロック 関西学院大学 商学部 岡村秀夫ゼミ（中西班） 

 

以 上 


