職位/Position/职位：
教員氏名/ Name/教员姓名：
染谷 芳臣：Yoshiomi Someya

オフィスアワー/Office hours/在研究室时间 研究室番号/Office number
火曜日、水曜日及び金曜日昼休み(the lunch 研究室号码
time on Tuesday, Wednesday and Friday) F203

教員の所属学会並びに社会活動・課外活動顧問など/Affiliated Academic Society & Social Activity/教员所属学会以及
社会活动・课外活动顾问等)
日本会計研究学会(Japan Accounting Association)、日本管理会計学会(The Japanese Association of Management
Accounting )、バレーボル部顧問(Volleyball Advisor)など
ゼミ名/Seminar/演习主题：ゼミ名/Seminar/演习主题：
染谷ゼミナールⅠ及びⅡ(Someya seminar Ⅰand Ⅱ) 企業経営と会計・財務(The Accounting and Finance for the
Business management)
２年次までに修得していることが望ましい科目/2年级为止希望修得科目：
Preferable courses should be taken before the end of second-year studies:：
簿記論(Bookkeeping)、会計学Ⅰ及びⅡ(Accounting Ⅰand Ⅱ)、財務諸表論(The theory of Financial statements)Ⅰand
Ⅱ
研究指導内容とその進め方/Teaching system and content/研究指导内容以及开展方法：
Ⅰ．初年度（３年）/First year(third-year students）/首年度（3年级）
目標:初年度生は、公開会社の公表する代表的な財務報告データである決算短信と財務諸表を読解できる力を修得す
る。
Third-year students study the ability to understand the contents of consolidated financial results and
consolidated financial statements that a public company discloses to the public.
進め方:任天堂株式会社(又は株式会社サイバーエージェンなど)の決算短信と財務諸表をケースに株式会社の財務報
告データの読解の仕方を講義する。そして、各人が興味のある公開会社を選び、分析した内容を発表してもらう。
The some lectures are given to learn how to understand the financial reporting data of a corporation in the case
study of Nintendo Co.,Ltd. or CyberAgent, Inc. and some. Then each student has some presentations of the results
of analyzing the financial reporting data about a public company that he is interested in and selects .
Ⅱ．２年度（４年）/ Second year（fourth-year students）/第2年度（4年级）
目標：4年次生は、3年次に選択した特定の公開会社の企業価値をその財務報告データ及び株価データなどを利用し
て推計する。そして、企業価値の推計結果を活用して、特定の公開会社の財務戦略又は経営戦略を解明し卒業論文
を作成してもらう。Fourth - year student makes use of the financial reporting data, stock price data and other
data of that the public company was selected in third-year and estimates that corporate value .And then using
the estimated company value, the graduation thesis is written on clarifying that financial strategy or corporate
strategy.
進め方：4年次生にとって春学期は、就職活動の期間である。しかし、できる限りゼミナールに参加して、4年次生
は、卒業論文の作成と就職情報の共有の場として活用してもらう。卒業論文の各章の草案を作成し、それを発表す
る。
In the spring semester fourth year students hunt for a job. I hope that you attend Someya seminar’s class as you
can and make a great use to write your graduation thesis or share various information about a job-hunting.
Each student makes a presentation of each chapter of your graduation thesis at the seminar’s class, writing that
chapter’s draft.
2018年11月末現在の４年生の主な就職内定先企業(参考)/Potential job offers at present (the end of November 2018)
2018年11月末现在的4年生主要就职内定企业(供参考)：北海道ガス、七十七銀行、広島市(中学又は高校)臨時採用教
員、兵庫県立大学大学院経営学研究科（秋学期卒業生）など。
Ⅲ．卒業論文の指導、その他指導について/Graduation thesis guidance and others:
关于毕业论文以及其他的指导
卒業論文は、学術論文である。従って、学術論文として守るべきルールがある。特に引用、脚注及び参考文献の書き
方、論文の構成や表現方法に重要なルールがある。それらのルールを指導する。また、大学院への進学や外部講師を呼
んで、就職活動に必要な自己分析やグループ面接の仕方を学ぶ。
Graduation thesis is an academic paper. It has some rules you must obey as an academic paper. Especially
this paper has some important rules related with any contents, structure and expression of a paper ,such as
the way to quote and note or the way to write references .those rules are taught. And you are guided how to go on to
a graduate school. The external consultant gives you an experience to understand yourself and respond
a group interview for a job-hunting.
教科書、参考書などについて/Textbooks, reference books/关于教科书、参考书：
桜井 久勝著『財務諸表分析』中央経済社17版
その他各授業のテーマに応じてプリントを配布する。Some printed sheets are passed out to seminar’s students that
are related with a theme of each class.
ゼミライフ：(合宿、ゼミ会等)/Seminar activities(meetings, training camps）演习生活：(合宿、演习会等)：
年に 2 回程度、ゼミ生の親睦を図るため、親睦会が開かれる。
We have a party about twice in a year in order to promote friendship among the members of our seminar
ゼミ生に対する要望・注意等/Requests, comments/对演习学生的期望以及注意事项等：
3年次生は、経営戦略論、財務会計学、管理会計論、現代ファイナンス論の授業を履修してもらいたい。
ゼミ生は、『よく学び、よく遊び』をモットーに積極的にゼミ活動に参加してもらいたい。無断欠席は認めない。
欠席する場合には、必ず指導教授の染谷まで、スマートフォンや携帯電話で、電話をするかメールをしなければならな
い。Because ” Study well and play well” is Someya seminar’s motto, I hope that the seminar’s students will positively
take part in various seminar’s activities. Can’t play truant. If you are absent from the seminar’s class, you must
call or mail Prof..Someya by a cell phone
Third- year students need to take courses on Corporate Strategy ,Financial Accounting, Management Accounting
and or Finance.

