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授業の目標（Course Objectives） 

○石田ゼミの目標 

高度に発達した金融システムの存在は経済成長の要だと言えます。それゆえ、金融システムを支える金融プロフェッショナルは

経済社会に常に必要とされています。しかし、金融プロフェッショナルには高度な知識とスキルが必要とされるため、日本におい

てその供給は必ずしも十分なものとは言えません。石田ゼミでは、会計・ファイナンスに関する高度な知識とスキルを有した金融

プロフェッショナルを育成し、将来、事業会社の財務部・経営企画、コンサルタント、バンカー、ファンドマネージャー、証券アナリス

ト、公認会計士、研究者として活躍する人材の輩出を目指しています。 

 

○Objectives of Ishida Seminar 

A highly developed financial system is the key to economic growth. Therefore, there is always a need for financial professionals 

to support the financial system. However, because financial professionals require advanced knowledge and skills, the supply of 

such professionals is not always sufficient in Japan. The Ishida Seminar aims to nurture financial professionals with advanced 

knowledge and skills in accounting and finance, and to produce human resources who will succeed as employees in the finance 

department and corporate planning department of business companies, consultants, bankers, fund managers, securities analysts, 

certified public accountants, and researchers in the future. 

 

授業の内容（Course Contents） 

○2 年次の活動 

2 年次では、日本経済新聞社が主催する日経 STOCK リーグに挑戦してもらいます。日経 STOCK リーグとは、投資テーマを決

め、仮想の 500 万円でポートフォリオ（10 銘柄以上、20 銘柄まで）を構築し、株式運用を行って、レポートを完成させるというもの

です。レポートには、各チームの投資テーマおよびその決定理由や構成ポートフォリオなどをまとめもらいます。日経 STOCK リー

グを通じて、会計・ファイナンスに関する基本的なスキルを身に着けます。 

 

○3 年次の活動 

3 年次では、CFA協会が主催する Research Challenge に挑戦してもらいます。Research Challenge とは、実際に企業分析を業務

としているプロの証券アナリストや、その分析を基に証券の投資判断を行っているプロのファンドマネージャーの指導のもと、分析

対象企業分析に関する調査レポートを作成し、プレゼンテーションを行って、その優劣を競うものです。Research Challenge を通じ

て、会計・ファイナンスに関するより実践的なスキルを身に着けます。 

 

○4 年次の活動 

4 年次では、会計・ファイナンスに関する最先端の学術研究を行い、プロネクサス主催のプロネクサス懸賞論文、レコフデータ主

催の M&A フォーラム賞、納税協会連合会主催の税に関する論文といった学外の懸賞論文に応募してもります。プロネクサス懸

賞論文はディスクロージャー、M&A フォーラム賞は M&A、税に関する論文は租税を中心として論文を募集しています。アカデミッ

クな研究を通じて、会計・ファイナンスに関するより高度なスキルを身に着けます。 

 

○参考ホームページ 

日経 STOCK リーグ：https://manabow.com/sl/ 

Research Challenge：https://www.cfasociety.org/japan/Pages/IRC.aspx 

プロネクサス懸賞論文：https://www.pronexus.co.jp/home/souken/info/index.html 

M&A フォーラム賞：https://www.maforum.jp/thesis/thesis_idx.html 

税に関する論文：https://www.nouzeikyokai.or.jp/ronbun/ 

 

○Activities in the Second Year 

In the second year, students participate in the Nikkei STOCK League sponsored by Nikkei Inc. In the Nikkei STOCK League, 

students decide on an investment theme, construct a portfolio with a hypothetical 5 million yen, and complete a report. In the 

report, each team summarizes its investment theme, the reasons for its decision, and its portfolio composition. Through the 



Nikkei STOCK League, students acquire basic skills in accounting and finance. 

 

○Activities in the Third Year 

In the third year, students participate in the Research Challenge sponsored by the CFA Society. Students will prepare a 

research report on a company under professional securities analysts who analyze companies and professional fund managers 

who make investment decisions based on their analysis, give a presentation, and compete for excellence. Through the Research 

Challenge, students acquire more practical skills in accounting and finance. 

 

○Activities in the Fourth Year 

In the fourth year, students conduct cutting-edge academic research on accounting and finance and submit their papers to the 

Pronexus Prize Essay sponsored by Pronexus Inc., the M&A Forum Prize sponsored by RECOFDATA Corporation, and the 

Taxation Essay organized by the Tax Payment Associations. Through academic research, students develop more advanced skills 

in accounting and finance. 

 

○Reference Website 

 Nikkei STOCK League : https://manabow.com/sl/ 

Research Challenge : https://www.cfasociety.org/japan/Pages/IRC.aspx 

Pronexus Prize Essay : https://www.pronexus.co.jp/home/souken/info/index.html 

M&A Forum Prize : https://www.maforum.jp/thesis/thesis_idx.html 

Taxation Essay : https://www.nouzeikyokai.or.jp/ronbun/ 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 2 年次：テキスト輪読（会計＋ファイナンス） 

3 年次：テキスト輪読（企業価値評価） 

4 年次：卒業研究 

2. 2 年次：テキスト輪読（会計＋ファイナンス） 

3 年次：テキスト輪読（企業価値評価） 

4 年次：卒業研究 

3. 2 年次：テキスト輪読（会計＋ファイナンス） 

3 年次：テキスト輪読（企業価値評価） 

4 年次：卒業研究 

4. 2 年次：テキスト輪読（会計＋ファイナンス） 

3 年次：テキスト輪読（企業価値評価） 

4 年次：卒業研究 

5. 2 年次：テキスト輪読（会計＋ファイナンス） 

3 年次：テキスト輪読（企業価値評価） 

4 年次：卒業研究 

6. 2 年次：テキスト輪読（会計＋ファイナンス） 

3 年次：テキスト輪読（企業価値評価） 

4 年次：卒業研究 

7. 2 年次：テキスト輪読（会計＋ファイナンス） 

3 年次：テキスト輪読（企業価値評価） 

4 年次：卒業研究 

8. 2 年次：テキスト輪読（会計＋ファイナンス） 

3 年次：テキスト輪読（企業価値評価） 

4 年次：卒業研究 

9. 2 年次：テキスト輪読（会計＋ファイナンス） 

3 年次：テキスト輪読（企業価値評価） 

4 年次：卒業研究 

10. 2 年次：テキスト輪読（会計＋ファイナンス） 

3 年次：テキスト輪読（企業価値評価） 

4 年次：卒業研究 

11. 2 年次：テキスト輪読（会計＋ファイナンス） 

3 年次：テキスト輪読（企業価値評価） 

4 年次：卒業研究 

12. 2 年次：テキスト輪読（会計＋ファイナンス） 

3 年次：テキスト輪読（企業価値評価） 

4 年次：卒業研究 

13. 2 年次：テキスト輪読（会計＋ファイナンス） 

3 年次：テキスト輪読（企業価値評価） 

4 年次：卒業研究 

14. 2 年次：テキスト輪読（会計＋ファイナンス） 



3 年次：テキスト輪読（企業価値評価） 

4 年次：卒業研究 

15. 2 年次：日経 STOCK リーグ 

3 年次：リサーチ・チャレンジ 

4 年次：卒業研究 

16. 2 年次：日経 STOCK リーグ 

3 年次：リサーチ・チャレンジ 

4 年次：卒業研究 

17. 2 年次：日経 STOCK リーグ 

3 年次：リサーチ・チャレンジ 

4 年次：卒業研究 

18. 2 年次：日経 STOCK リーグ 

3 年次：リサーチ・チャレンジ 

4 年次：卒業研究 

19. 2 年次：日経 STOCK リーグ 

3 年次：リサーチ・チャレンジ 

4 年次：卒業研究 

20. 2 年次：日経 STOCK リーグ 

3 年次：リサーチ・チャレンジ 

4 年次：卒業研究 

21. 2 年次：日経 STOCK リーグ 

3 年次：リサーチ・チャレンジ 

4 年次：卒業研究 

22. 2 年次：日経 STOCK リーグ 

3 年次：リサーチ・チャレンジ 

4 年次：卒業研究 

23. 2 年次：日経 STOCK リーグ 

3 年次：リサーチ・チャレンジ 

4 年次：卒業研究） 

24. 2 年次：日経 STOCK リーグ 

3 年次：リサーチ・チャレンジ 

4 年次：卒業研究 

25. 2 年次：日経 STOCK リーグ 

3 年次：リサーチ・チャレンジ 

4 年次：卒業研究 

26. 2 年次：日経 STOCK リーグ 

3 年次：リサーチ・チャレンジ 

4 年次：卒業研究 

27. 2 年次：日経 STOCK リーグ 

3 年次：リサーチ・チャレンジ 

4 年次：卒業研究 

28. 2 年次：日経 STOCK リーグ 

3 年次：リサーチ・チャレンジ 

4 年次：卒業研究 

 

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

○授業時間外での活動 

授業時間外で以下の活動への積極的な参加が求められます。 

(1) 予習・復習 

(2) グループワーク 

(3) 春休み合宿・夏休み合宿 

(4) 他大学との合同ゼミ 

(5) 企業見学・工場見学 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告内容(Report Content)(40%)/貢献度(Contribution)(30%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

半期のうち 3 回を超える欠席、またはグループワーク等の事業時間外での活動への度重なる欠席は、正当な理由がない限り成

績評価の対象としません。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Mihir Desai. 2019. How Finance Works: The HBR Guide to Thinking Smart About the Numbers. Harvard Business Review 

Press (ISBN:978-1633696709) 

2. 井上光太郎・高橋大志・池田直史、2020、『【ベーシック+】ファイナンス』、中央経済社 (ISBN:978-4502331114) 



3. 朝岡大輔・砂川伸幸・岡田紀子、2022、『ゼミナール コーポレートファイナンス』、日本経済新聞出版 (ISBN:978-4-532-

13524-9) 

4. 田中慎一・保田隆明、2019、『コーポレートファイナンス 戦略と実践』、ダイヤモンド社 (ISBN:978-4478105412) 

 

参考文献（Readings） 

1. 安宅和人、2010、『イシューからはじめよ――知的生産の「シンプルな本質」』、英治出版 (ISBN:978-4862760852) 

2. バートン・マルキール、2019、『ウォール街のランダム・ウォーカー<原著第 12 版> 株式投資の不滅の真理』、日本経済新聞出

版 (ISBN:978-4532358235) 

3. 鈴木一功、2004、『企業価値評価 実践編』、ダイヤモンド社 (ISBN:978-4478470725) 

4. 山本拓・竹内明香、2013、『入門計量経済学―Excelによる実証分析へのガイド』、新世社 (ISBN:978-4883841981) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

○求める人材 

将来、金融プロフェッショナルとして、経済社会で活躍したいと考える学生を求めています。なお、金融プロフェッショナルになるた

めには、会計・ファイナンスに関する高度な知識とスキルが求められるため、(1)会計・ファイナンスに強い興味があること、(2)高度

な知識・スキルへの習得意欲があること、(3)わかるまで忍耐強くチャレンジできること、(4)同じ目標を持ったゼミ生と切磋琢磨でき

ること、が石田ゼミに入る上での要件となります。 

 

○活動内容 

以下の媒体でゼミの活動内容や採用情報を発信しています。関心がある方はぜひご覧ください。その他、担当教員に個別で相談

したい方や話を聞いてみたい方は、担当教員（souhe@rikkyo.ac.jp）に直接メールをするようお願いします。 

ホームページ：https://sites.google.com/view/souhei-ishida/home 

Twitter：https://twitter.com/souhei_seminar 

Instagram：https://www.instagram.com/souhei_seminar/ 

質問箱：https://peing.net/ja/095af2b0192988 

 

○個別説明会 

以下の日程で個別説明会を行います。個別説明会では、石田ゼミの活動内容を説明し、ゼミに関する質問を 1 年生から受け付

けます。興味がある方は是非ご参加下さい。なお、個別説明会についてはオンラインで行います。URLについては後日石田ゼミ

の Twitter に掲載しますので、そちらをご確認下さい。 

第 1 回：2021 年 10 月 9 日(土)15:00～15:30@オンライン 

第 2 回：2021 年 10 月 9 日(土)16:00～16:30@オンライン 

第 3 回：2021 年 10 月 9 日(土)17:00～17:30@オンライン 

 

○オープンゼミ 

以下の日程でオープンゼミを行います。オープンゼミでは、リサーチ・チャレンジの経過報告および日経 STOCK リーグの経過報

告を行った後、ゼミおよび選考に関する質問を 1 年生から受け付けます。オープンゼミに参加した学生を積極的に採用する予定

なので、興味がある方は是非ご参加下さい。なお、オープンゼミについては対面で行うことを予定していますが、新型コロナウイ

ルスの感染状況を踏まえてオンラインにする場合があります。詳細は後日石田ゼミの Twitter に掲載しますので、そちらをご確認

下さい。 

第 1 回：2021 年 10 月 18 日(月)17:10～18:10@池袋キャンパス 14 号館 6 階 D602 

第 2 回：2021 年 10 月 25 日(月)17:10～18:10@池袋キャンパス 14 号館 6 階 D602 

 

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。 


