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①田中宏樹ゼミの概要



田中宏樹ゼミ生の関心テーマは…

教育問題 地方創生策

田中宏樹ゼミの概要1



田中宏樹ゼミの概要1

ゼミのコンセプトは…

社会実装を意識した地方創生策の探求

研究結果 社会



田中宏樹ゼミの概要1

提言する上で重視している視点

実現可能性
(フィージビリティ)

創造性
(イノベーション)

両立



創造性

クラウドファンディング

地方銀行の事業性融資
（収益を担保とする融資）

問題点

資金不足

投資規模が拡大
(維持費負担に追われる)

地の利がない

資金不足の解消

観光客が来ない

問題発見

実現可能性のない政策提言

大型アミューズメント
パークの誘致

グランピング施設

田中宏樹ゼミの概要1

政策目標

交流人口を増やす

実現可能性のある政策提言

ソーシャルインパクトボンド

民間主導の投資



②教員紹介



教員紹介

・1967年京都府生まれ
・同志社大学経済学部卒業

基本情報

海外旅行、リバークルーズ、コーヒーショップ開拓

趣味
海外旅行、リバークルーズ
カフェ巡り

専門分野 公共経済学、財政学

研究内容
地域間競争の功罪
教育機会の格差問題

２



２

websiteで、先生の論文やゼミ生の政策提言が見れます！
http://www.cam.hi-ho.ne.jp/thiroki/index.html

《経歴》
PHP総合研究所入社
大阪大学大学院国際公共政策研究科にて博士号取得
PHP総合研究所主任研究員、内閣府経済社会総合研究所客員研究員を経て
2004年 同志社大学政策学部着任、2009年 在外研究でケンブリッジ大学へ
2013年 日本地方財政学会第14回佐藤賞受賞

《社会活動》
横浜市 中期財政ビジョン検討チーム委員
総務省「緑の分権改革推進会議」第二分科会専門委員
滋賀県「行政経営改革委員会」委員長代理
京都府地方自治総合研究所理事
世界人権問題研究センター研究第三部「子どもの人権」チーム嘱託研究員等

教員紹介



③スケジュール



スケジュール

2回秋

3回

4回

・秋合宿

・大学間対抗ゼミ

・春合宿（春休み）

・たつの市地域創生アイデアコンテスト（春）

・京都から発信する政策研究交流大会（秋）
※春、秋どちらか選んで出場

・卒論 もしくは ゼミ論(10,000字)

グループ論文
(8,000字)提出

月曜4限

3

月曜5限（春）
月曜4限（秋）



④活動内容



大学間対抗ゼミ
たつの市地域創生
アイデアコンテスト

京都から発信する政策
研究交流大会

活動内容全体像4

2回生秋 3回生春 3回生秋



大学間対抗ゼミ
（2回生12月）

#現状分析・回帰分析
#根拠に基づく政策提言

（関学、関大、南山、同大（2019年））
（金沢大、同大（2020年））
（関学、関大、京産大、同大（2021年予定））

他大学との政策プレゼン発表大会

Q.回帰分析とは？
A.因果関係を判定するツール
例）マスク会食（原因）がウイルス

感染防止（結果）に役立つか

パソコンで簡単に計算できる



去年のテーマ

「教育問題」の解決

#貧困家庭の子どもの通塾問題
#外国籍児童の学習支援問題
#小学校統廃合問題



対抗ゼミを終えた
3回生の感想

データ・回帰分析を根拠に

説得力のある政策提言

新しい視野の獲得

グループワークを通じて
各自の役割・立ち位置を認識



2回生秋 3回生春 3回生秋

たつの市地域創生
アイデアコンテスト

大学間対抗ゼミ 京都から発信する
政策研究交流大会



たつの市地域創生
アイデアコンテスト

対抗でたつの市長に

地方創生策を政策提言

通称 たつのアカデミー

7月

４大学（阪大、同志社、甲南、京産）



キックオフ会議

#たつの市職員と議論

４月

#事前情報収集

#地域の課題共有



たつのFW
#市内施設を視察

#地元で活動する起業家、

NPO等にインタビュー

#市民へのアンケート等

6月



最終報告会

7月

女性✖農業＝食農起業

データ医療✖互助=健幸
（高齢者支援チーム）

ママ✖地場産業=育就両立

地域✖教育＝地育力



高齢者支援チーム

田中ゼミは2年連続で
最優秀賞受賞

事業化、
予算化される
予定です！！



最優秀賞を受賞した先輩の声

#実現・持続可能な政策提言
#根拠に基づく政策提言
#情報収集能力

政策学部HPより
https://policy.doshisha.ac.jp/news/2021/0108/news-detail-257.html



今年のテーマは・・・

＃オーガニックツーリズムによる
龍野歴史地区の活性化

#ローカル・ファイナンスに
よるウェルネス事業の創出

ヘルスラボ&グランピング場整備運営による
「快活で爽快なまち たつの」の実現

フード&コスメを軸とする
「イミ消費」での集客戦略



2回生秋 3回生春 3回生秋

たつの市地域創生
アイデアコンテスト

大学間対抗ゼミ 京都から発信する
政策研究交流大会



京都から発信する
政策研究交流大会

12月

・大学コンソーシアム京都加盟の48大学の学生
・地域課題に対し政策提言を行うイベント

去年の田中宏樹ゼミのテーマ

丹波ワイン✖森の京都=丹波オーガニック観光

京都府からツアープラン化を打診

しかも・・・
「優秀賞」獲得しました！！



「エシカルライフ」実践の地 花背を目指して
－森林×地給地足による里山再生－

今年のテーマは…



⑤プレゼンに向けての準備



ゲストヒアリング

#座学だけじゃない！

＃新しい価値観・視野を手に入れる

チャンス

＃質問力が身につく

今年は…
三井住友銀行、エーザイ株式会社、
たつの市、長浜市など



秋合宿（10月）

場所：

同大京町屋キャンパス（秋合宿）

内容：

#対抗ゼミに向けての初発表

#先輩からのアドバイス

（2020年）



たつの市と人口規模が

同程度の長野県飯田市へ

場所：

関西周辺の自治体

内容：

#たつのアカデミーに向けて

#テーマ相談

＃フィールドワーク

＃施設視察

春合宿（3月末）

（2019年）



勉強のあとは
みんなで懇親会

#インディアンポーカー

#ジェスチャーゲーム

#先生のふなっしーがやばい

#先生が一番ノリノリ（笑）

#勉強も遊びも全力



⑥ゼミの雰囲気



現3回生は
男子８人＋女子4人 の
計12人



ゼミの雰囲気

やるときはやる！

メリハリのある活動

先生との距離が近く、

気軽に相談が出来る

６



ゼミの雰囲気

基本は真面目

でも楽しむことも忘れない！
縦との繋がりが強い

６



⑦ゼミ活動で身につくスキル

✨



① 根拠（エビデンス）をもとに発想する力
→ 回帰分析、データ、フィールドワーク

② 質問する力
→ 大学間対抗ゼミや政策懇談会、ゲストヒアリングなど

③ 首尾一貫し、簡潔に話せる力

先
輩

ゼミ活動で身につくスキル７

私はESや面接の中で矛盾がないように、根拠を大切にして
話が一貫しているよう気をつけました。

政策提言の中で、目的や現状分析、具体的な提言など、
それぞれが繋がっている事が大事だと気付き、志望動機など

を論理的かつ簡潔に伝えられました。



⑧ゼミの特徴



＃専門知（ロジック）と実践知（FW）のバランスのとれた政策提言

＃企業や自治体との協働フィールドワーク
（三井住友銀行、エーザイ株式会社、住友林業グループ、長浜市、たつの市等）

＃先輩と合同開催なので将来のゼミ活動が見えやすい

＃小人数

＃だから一人当たりの指導時間や発表回数が多くて

＃プレゼンの上達

ゼミの特徴８



⑨卒業生の進路



民間企業
NTTドコモ、日立製作所、三菱重工業、富士通総研、
住友金属鉱山、SMBC日興証券、アストラゼネカ、
ロート製薬、シオノギ製薬、ミヤリサン製薬

金融
三井住友銀行、三井住友信託銀行、日本生命保険、

りそな銀行、滋賀銀行、関西みらい銀行、南都銀行 等

公務員 京都府庁、香川県庁 等

卒業生の進路９



⑩選考について



2021年度選考について

選考について10

《選考方法》

エントリーシート(ES)及び面接

《面接について》

オンライン上で実施、面接では志望理由、ゼミの情報収集方法、

自己アピール、ESの内容、田中宏樹ゼミに入りたい熱意などを問う



ゼミ生がデザインした
ユニフォームです！！

6月2日（水）16:00、6月6日（土）18:00に、
zoomによるオンラインゼミ説明会やります

（URLは田中ゼミオープンチャットで配信します）！！



最後に教員からのメッセージ



目指すは、アイデアの地産地消！

ヴェネツィア ホテルダニエリにて



過去の大学間対抗ゼミテーマ一覧

・家庭の教育支出は子どもの学力に影響するか－学校外教育仮説の検証－

・小規模校化は本当に問題なのか－小中一貫校への挑戦－

・立ち遅れるグローバル教育－小学校における英語教科化は英語力向上に

つながるのか－

・臨時的任用教員の増加と学力低下問題－教員正規化は児童生徒と教員

の双方にメリットはあるか－

・地域スポーツクラブの可能性－教師の部活指導負担を減らすために－

・進路と学習の多様化－公立高校普通科再編をどのように進めるのか－

・新たな保育ママの実現－学童保育の待機児童を減らすために

etc.



教員が、昨年度指導したゼミ論文テーマ

・シェアリングシティの可能性-21世紀の地方創生-

・女性の社会進出と晩婚化・少子化-事業規模別に見る格差-

・限界集落からの打開-AI活用で地方はどこまで変わるか-

・ふるさと納税がうまく機能するための方策

・「コンビニ」×「地域活性化」

・アートツーリズムの現状と展望

・大阪府子育て世帯の定住施策

・キャッシュレス経済の現状とその推進に向けての課題

・福岡市一極集中問題の解消について etc.


