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授業の目標（Course Objectives） 

アジアをめぐる諸問題（政治，経済，社会，文化など）に対する理論的研究と社会貢献できる共同研究を通して，創造力， 行動

力，企画力， 批判力，協調性などを身につけることを目標とします。 

 

The objective of this seminar is for students to acquire creative ability, the ability to take action, planning ability, the ability to 

make critical assessments, and the ability to collaborate through theoretical research on problems faced by Asia (political, 

economic, social, cultural, etc.) and joint research that can contribute to society. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 深澤（郭）ゼミではアジアの経済開発を中心に研究しながら，それと関連した環境問題，軍事問題，人権問題，企業のグローバ

ル化問題，さらには日本の対アジア政策，アメリカの世界（アジア）経済における影響などの研究などに取り組んでいます。秋学

期にはその具体的取り組みとして共同研究を行います。 

 また各種団体と共同で様々な取り組みを行うことがあります。毎年３月の第１土曜日には「としまモノづくりメッセ」で東京信用金

庫と共同で「子供体験教室」を実施。２０１７年度は熊本の企業と共同で「職人オリンピック」を開催しました（小学生 120 人参加）。

２０１８年度共同研究では池袋の老舗洋菓子店と協力し、商品の開発に取り組みました。２０１９年度は地元のお店と共同で「子

供食堂」を実施しました。2020 年度は株式会社 リビングハウスと共同で、オンライン授業でのストレス軽減、集中力アップに「フ

レグランス」が有効であることの実証研究を行いました（詳細は、

https://www.sankei.com/economy/news/210323/prl2103230211-n1.html 参照のこと）。 

 アジアは世界で最もダイナミックな経済パフォーマンスを見せています。それには，いい面（経済成長等）もあれば，悪い面（環

境破壊，人権抑圧、軍事大国化等）もあります。それら多面的な顔を持つアジアを正しく理解することが，日本はもちろん， 世界

を正しく理解することにつながります。 

 深澤（郭）ゼミでは,「学生による新たな挑戦」をモットーにいろいろな共同研究を手掛けています。特に,日本とアジアの架け橋の

実践を意識した共同研究を通して,実社会に対して目に見える貢献をすることを目指します。 

 また，本ゼミでは在ゼミ中に，創造力，行動力，協調性，企画力，批判力等が身につきます。それらの能力を持って，社会で大

いに羽ばたいて下さい。 

 学生生活の 3 年間（または 2年間）、学問・共同研究に没頭できるのが本ゼミの特徴です。そこには自らの潜在能力を開花させ

るツールが至る所にあります。学生諸君の積極的な参加を待っています。そして一生の友を作って下さい。 

 

In the K. Fukasawa seminar, students will research the economic development of Asia while also researching the related 

environmental problems, military problems, human rights problems, company globalization problem, and the impact from Japan’s 

policies toward Asia and the American world (Asia) economy. Joint research will be the specific activity during the fall semester. 

Various activities will also be jointly undertaken with a variety of organizations (A “children’s experience school” will be jointly 

conducted with the Tokyo Shinkin Bank at Toshima Monozukuri Messe on the first Saturday in March of each year.) During the 

2017 academic year we held the “Craftsperson Olympics” jointly with a Kumamoto company (120 elementary school students 

participated). In 2018, we collaborated with a long established confectionary store in Ikebukuro, and we succeeded in developing 

some new products, mainly by changing the packaging of the confectionary and pastry products. The main objective of the 

collaboration in 2018 was to create some iconic souvenirs of Ikebukuro and rediscover the attraction of Ikebukuro.In2019, we 

held a "kids' restaurant" jointly with a local store. 

Asia is showing the most dynamic economic performance in the world. There are some good aspects to this (economic growth, 

etc.) and some bad aspects to this (destruction of the environment, oppression of human rights, military enlargement, etc.). 

Correctly understanding the multifaceted aspects of Asia leads to correctly understanding Japan and the world. 

In the K. Fukasawa seminar, participants will engage in a variety of joint research under the motto “New Challenges by 

Students.” In particular, the objective is to contribute in a visible way to the real society through joint research aimed at 

creating a bridge between Japan and Asia. 

An additional objective is for students to acquire creative ability, the ability to take action, the ability to collaborate, planning 

ability, and the ability to make critical assessments during the seminar. With these abilities please contribute greatly to society. 

A characteristic of this seminar is being able to immerse oneself in studies and joint research during the 3 years (or 2 years) of 



campus life. This seminar has the tools for you to develop your potential. I await your proactive participation. Please also make 

friends for life. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 文献輪読１ 

3. 文献輪読２ 

4. 文献輪読３ 

5. 文献輪読４ 

6. 文献輪読５ 

7. 文献輪読６ 

8. 文献輪読７ 

9. 文献輪読８ 

10. 文献輪読９ 

11. 文献輪読１０ 

12. 文献輪読１１ 

13. 文献輪読１２ 

14. 春学期纏め 

15. 共同研究テーマ設定 

16. 共同研究１ 

17. 共同研究２ 

18. 共同研究３ 

19. 共同研究４ 

20. 共同研究５ 

21. 共同研究６ 

22. 共同研究７ 

23. 共同研究８ 

24. 共同研究９ 

25. 共同研究１０ 

26. 共同研究１１ 

27. 共同研究成果発表 

28. 秋学期纏め 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テキストは予め予習してくること。サブゼミもゼミ活動の一環なので、その時間に他の科目の履修はできません。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

プレゼンテーション(40%)/ゼミ中の発言(30%)/レポート(4 年生は卒論)(30%) 

その他ゼミ合宿、OB・OG 会、卒業論文発表会など各種行事も公式行事なので、無断欠席は認めません。 

 

テキスト（Textbooks） 

2021 年 3 月中に提示する 

 

参考文献（Readings） 

1. 郭洋春、2016 年、『国家戦略特区の正体』、集英社 

2. 郭洋春、2013 年、『TPP すぐそこに迫る亡国の罠』、三交社 

3. 郭洋春、2011 年、『現代アジア経済論』、法律文化社 

4. 郭洋春、2010 年、『開発経済学』、法律文化社 

5. 郭洋春編著、2013 年、『開発リスクの政治経済学』、文眞堂 

6. 郭洋春・角田収編著、2014 年、『中国市場と日中台ビジネスアライアンス』、文眞堂 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

ゼミは他の科目のように、単位だけで考えるのではなく、自らの人間形成、将来にわたる人間関係づくりなどの観点から選んで下

さい。 

 

注意事項（Notice） 

企業見学等を実施する場合、先方からの求めによって氏名などの個人情報を提供することがあります。 


