
 

 

 

《 櫻井ゼミナール 》 

2017年度活動  
 

下記学生が 2017年度櫻井ゼミの学生（Ｂ生、Ｍ生）です。このほかＤ生がいます。 

  
2017 年度学部櫻井ゼミ４年生（20 名）4 月 25 日撮影     2017 年度学部櫻井ゼミ１年生(31 名) 4 月 12 日撮影 

 

     
エンジニアリングマネジメントコースＭ１生(６名)          2017 年度修士櫻井ゼミＭ１生(３名) 

（ベトナム人学生２名、中国人学生１名） 

 

     

EM・M1・B４・B1 生と七夕飾       Ｂ４（留学生） 七夕飾り笹真ん中に       Ｂ１（日本人クラス） 

短冊に願い事を書いて笹に付ける  ミャンマー・ネパール・中国・ベトナム      七夕飾りつけ真っ最中 

（日本経済大学） 

櫻井研究室は、部屋の入口に竹で編んだ屏風がある 7月 4・5日撮影 

撮影 



        

大学院生（M1）輪講中 (７月 4 日で完読)           大学院生（M1） EM コース＋櫻井ゼミ生(7 月 26 日) 

（The Future of Competition ）           東京スーパー エコタウン見学（3 社訪問）   

               

 

 

             

    大学 1 年生 S.D 櫻井ゼミ   (9 月 27 日)        大学 1 年生 S.D 櫻井ゼミ   （10 月 11 日） 

東京スーパー エコタウン見学（3 社訪問）     マシュマロ・チャレンジ競技実施Ｂチーム 優勝（44cm（左）） 

 

 

 

             

大学４年生 専門ゼミⅡ（10月 24 日）マシュマロ・チャレンジ競技実施            11 月 1 日未明からハロウイ-ン会場の 

（Ｂチーム最高高さ 58cm（左）、Ｅチーム 総合優勝（53cm,49cm）（右））    ゴミ集積所（４か所）へ出陣しごみ分析開始 

 

 



   

                

大学４年生ハロウイーン写真を           大学院生（M1） EM コース＋櫻井ゼミ生 (12 月 18 日) 

見てその是非を討議(11 月 21日)           日産自動車 横浜工場 見学 

 

 

 

     

     ＳＤ（１－２） Ａチーム         Ｂチーム              Ｃチーム 

   環境負荷にやさしい価値基準とは     江戸時代に学ぶ５R システム      持続的社会を作るために 

                     

地域貢献授業発表会  （12月 6日） 

 

        

        Ｄチーム               E チーム              F チーム 

 環境について我々若者は今何をすべきか  ハロウイ-ンごみ分析結果からの考察  ｽｰﾊﾟｰｴｺﾀｳﾝ見学会に参加しての考察 

                     

地域貢献授業発表会  (1 月 10日) 

 

          

                 



 

 

 

2012年～2016年度活動 

 

博士前期課程履修者 

2011年度～2012年度     陳 程   （金沢星稜大学大学院） 

       「北陸の中小企業の産官学連携における取り組みの課題と展望」 

2014 年度～2015年度   蘇 哲    （日本経済大学大学院） 

「乗用車の機能的価値と意味的価値の日中比較研究」 

The Japan and China comparative study of the functional value   

 And non-functional value of passenger car 

2015 年度～2016年度   呉 輝強   （日本経済大学大学院） 

       「自主独立型中小製造企業の技術経営戦略」 

The Strategy of Technology Business of the Independent type Small and  

Medium Manufacturing Company 

 

学部生履修者 

2012 年度 （金沢星稜大学） 専門ゼミ（Ⅰ）15名 専門ゼミ（Ⅱ）19名 

2013 年度 （日本経済大学大学院） 学部は授業のみ 

2014 年度 （日本経済大学大学院） 学部は授業のみ 

2015 年度 （日本経済大学大学院） 学部は授業のみ 

2016 年度 （日本経済大学） 専門ゼミ（Ⅰ）10名 ＋ 授業  

      

 

注記:2010年度～2011年度の２年間は金沢星稜大学の教授。 

2012年度は日本経済大学（大学院）の教授となり、前職の金沢星稜大学は兼任教員であった。 

（金沢星稜大学・日本経済大学） 

 



 

 

 

2011年度活動  

 

３月２９日（火）専門ゼミ（Ⅰ）19名と輪島合宿     ５月６日（金）2年・3年櫻井ゼミ生＋中村ゼミで 

（４月から新３年生になる学生とキックオフ合宿へ）  ＹＫＫ黒部工場を合同見学（総勢５０名弱） 

  

５月６日（金）基礎ゼミ（Ⅱ）女性たち＋３年生・   ６月９日（木） 大学院（生産管理研究） 

４年生各１名と飲みました。（大学傍のらくちんや）   櫻井研究室にて  

 

６月２７日（月）専門ゼミ（Ⅰ）Aグループ     7月 1日（金）専門ゼミ（Ⅰ）B グループ 

           小松パワートロンへお揃いのユニフォームで工場訪問（見学＆改善活動） 

（金沢星稜大学） 



 

６月２９日（水）基礎ゼミ（Ⅱ）ゼミ室にて       ７月４・７．８日に 基礎ゼミ（Ⅱ）で 

    (新２年生は全員で１５名)            小堀酒造へ工場訪問（見学＆改善活動） 

 

 

 

９月～１２月 ４年生小柴さん・丹治さんが研究生(中国) 

へ語学教育 （櫻井研究室内にて） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



基礎ゼミ（Ⅰ）活動  (２年生)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２月１０・１１日 ゼミ合宿 （白山里にて） 

 

      １０月２７日～１２月２４日 タケダ精機本社工場訪問・工場改善活動・改善提案発表 

 

 ５月６日           １０月５日          １０月５日 

   YKK 黒部事業所見学        パナソニック電工 彦根工場見学・質疑応答 



専門ゼミ（Ⅰ）活動 （３年生） 

 
          2010年 3月 29・30日   輪島合宿 

 
９月１６日 小松パワートロン発表会 １１月２５日 武田工業所発表会 ９月１日～２日 夏合宿（白山里）  

 

５月６日 YKK黒部事業所見学   ９月２日小松製作所粟津工場見学   １０月５日パナソニック電工 

                                        彦根工場見学  



専門ゼミ（Ⅱ） （４年生） 

 

           １２月１３日  ４年生と一緒に （卒業記念アルバム撮影時デジカメにて）  

 

１月末  ４年生の卒業論文完成者へ メッセージストーンを贈呈 

          （ゼミ生１３名が社会で有用な人間として更なる成長を遂げることを祈念して） 



 

                                          （金沢星稜大学） 

 

４月８日（木）専門ゼミ（Ⅰ）14名と輪島合宿    ４月１３日（火） 大学院（生産管理研究） 

（ホテル高州園 座敷にて）            授業開始（大学院講義室にて） 

 

 

５月２５日（火）本学提携校であるロシア連邦    ７月２６日（月）金沢辰巳丘高等学校２年生に 

イルクーツク国立総合大学から短期留学生が訪学し、 「社会で通用する智恵の出し方」を出前講義  

１年生 経営学入門 aで合同授業（２F教室にて）   （白山青年の家 夏季勉強合宿にて）                         

 

 ８月１０日（火）専門ゼミ（Ⅰ）生と院生合同で  ８月１０日（火）専門ゼミ生と院生の合同納涼祭 

 小松製作所 粟津工場を見学            （金沢市 片町 汁べえ にて） 

（http://konomi.nagaokaut.ac.jp/Open/kenshu/） 

 

 

2010年度活動  
 

http://konomi.nagaokaut.ac.jp/Open/kenshu/


 

９月３０日（木） 大学正門前にて  

楓が紅葉しはじめました。 

 

１０月２５日（月）専門ゼミ生と小松パワートロン見学  １１月５日（金） 櫻井ゼミ（企業研究）説明会 

本社工場を見学。(http://www.k-powertron.co.jp)   希望者１８名決定。来年度から育成指導する。 

 

 

１１月５日（金）石川県立工業高等学校２年生に  １２月１６日（木）専門ゼミ（Ⅰ）生と忘年会 

「社会で通用する智恵の出し方」を出前講義     （大学傍 桜屋） 

http://www.k-powertron.co.jp/

