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2021 年度「証券ゼミナール大会」開催のお知らせ
拝啓 時下ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。
日頃は、全日本証券研究学生連盟の活動に格別のご支援を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、当連盟では、証券・金融に関する諸問題を理論的・実証的に研究すると共に、諸団体
相互の交流により証券研究の発展を推進することを目的に、毎年「証券ゼミナール大会」を開
催しており、2021 年度も別紙概要のとおり開催する運びとなりました。
つきましては、
「2021 年度証券ゼミナール大会」への参加をご検討頂きたくお願い申し上げま
す。
なお、大会の申込みにつきましては、当連盟のホームページに掲載している「参加申込書」と
「チーム別参加者リスト」に必要事項をご記入のうえ、2021 年 6 月 25 日（金）までにお申し込
みください。
また、本年度の大会における各テーマの主旨文、日程等の詳細や変更につきましては、当連盟の
ホームページにて随時掲載させて頂きます。
貴ゼミナール・研究会のご参加をお待ちしております。
敬具

全日本証券研究学生連盟ホームページ（http://shougakuren.jp/）

2021 年度「証券ゼミナール大会」概要

日

程：2021 年 12 月 11 日（土）

参加方法：オンライン（ZOOM）
※Wi-Fi などの通信機器の貸与を予定しております。詳細が決まり次第、当連盟ホーム
ページや次回の案内にてお知らせいたします。
会

場：今年度は討論の会議室を運営側ではご用意しておりません。
参加人数のソーシャルディスタンスを保てる会議室を各チームにてご用意ください。
あわせまして、ZOOM に接続用のパソコンもご用意ください。
（パソコンをお持ちでないチームにはレンタル対応も検討しております。
詳細が決まり次第、当連盟ホームページや次回の案内にてお知らせいたします。）

参加費用：1 人あたり 3,000 円（予定）
※料金の詳細に関しましては 6 月頃に、応募頂いた団体宛にご連絡差し上げます。
討論テーマ：第１テーマ 日本におけるベンチャーファイナンスのあり方
第２テーマ 企業と機関投資家のあるべき姿～ESG 投資の展望を踏まえて～
第３テーマ 国内証券市場の活性化～証券取引所のあり方～
第４テーマ 資産運用を促進するための金融教育

大会までの流れ（予定）
「参加申込書」提出締切
6 月 25 日（金）

「チーム別参加者リスト」提出締切
参加費用振込締切

9 月 24 日（金）
10 月 27 日（水）～10 月 29 日（金）
11 月上旬

参加変更・辞退締切
論文提出期間
論文 HP 掲載

11 月 24 日（水）～11 月 26 日（金）

プレゼン動画提出期限

12 月上旬

プレゼン動画掲載

12 月 8 日（水）～12 月 9 日（木）

事前共有資料提出期限

12 月 11 日（土）

2021 年度証券ゼミナール大会

お願いと注意事項
Ⅰ．参加申込について
書類内容：団体としての申込書（1 団体につき 1 枚提出）
申込期限：6 月 25 日（金）
申込方法：証学連 HP (http://shougakuren.jp)より、「参加申込書」をダウンロードして頂き、
必要事項を記入の上、6 月 25 日までに証学連（shoukengakusei@gmail.com）宛に添
付ファイルにて送信してください。
１チームあたりの参加人数は６名までとさせて頂きますのでご了承ください。
※ファイルは必ず Excel ファイルでご提出ください。

Ⅱ.チーム別参加者リスト提出について
書類内容：チームごとの参加者名（1 団体につきチーム数分提出）
提出期限：6 月 25 日（金）
提出方法：証学連 HP(http://shougakuren.jp)より「チーム別参加者リスト」をダウンロー
ドして頂き、必要事項を記入の上、6 月 25 日までに「参加申込書」とともにご提出
ください。
※ファイルは必ず Excel ファイルでご提出ください。

Ⅲ.参加費振込について
参加費振込期限： 9 月 24 日(金)
また、参加辞退申し出につきましても 9 月 24 日(金)とさせて頂き、9 月 25 日(土)を過
ぎての参加辞退に関しましては、原則返金は致しませんのでご了承ください。
※期限の詳細な日程に関しましては大会概要に書いておりますのでそちらを参照ください。
※なお、本大会の参加費の領収書の発行については、銀行振り込み明細書をもって代えさせて
頂きますので、あらかじめご了承ください。

Ⅳ.基本的な 1 日の流れ
１. 論文等を使用し、主旨文に沿った論点で討論に入ります。
２．閉会式にて各ブロックの優秀賞等を発表します。
※上記は、基本的な流れですので、適宜変更の可能性がございます。

Ⅴ.諸注意
＊論文作成について＊
・論文作成にあたっての注意点や論文の提出方法並びに要約資料作成にあたっての注意事項等
については、参加申込を頂いた団体宛てに返信メールという形でお知らせいたします。
・論文作成にあたり、本大会の後援団体である証券経済学会に対し、学生からの問合せが多数寄
せられ、多大なるご迷惑がかかったとの報告がありました。同学会は本大会の後援団体ではご
ざいますが、学生からの個別の問合せは受け付けておりませんので、同学会に対する個別の問
合せは控えて頂きますようお願い申し上げます。

また、同学会のみでなく、日本証券業協会や日本証券経済研究所等、各団体・企業に対
する個別の問合せについても控えて頂きますようお願い申し上げます。
＊プレゼン動画作成について＊
・プレゼン動画の時間は原則 9 分 30 秒～10 分 30 秒とし、それ以外は以下のようには減点致
します。
・プレゼンテーションの採点基準は下記の通りです。
9 分 30 秒～10 分 30 秒…………………減点 0 点
9 分～9 分 30 秒・10 分 30 秒～11 分………………減点 1 点
それ以外はマイナス 2 点
・プレゼンテーションのビデオ撮影に関する注意事項
(1)フォーマットとして、zoom の画面録画機能を使用してください。
(2)スライド画面を共有し、発表者の顔が小さい画面に映る形で行ってください。
(3)採点評価は、スライド構成や聞きやすさなどを基準に行います。
(4)動画編集などの加工は一律禁止とします。

＊事前共有資料について＊
・提出方法は、Google ドライブへの提出を予定しております。
(後日、提出先の Google ドライブ URL をご連絡させて頂きます。)
・当日は他のチームの事前共有資料を必ず各自手元にご用意してきてください。
・事前共有資料には論文に掲載してはいないが、討論で何らかの証明をする際に用いたい
データや図表を参照したい場合に活用してください。
＊参加について＊
・各ゼミナール・研究会でまとまりのある行動を心がけてください。
・オブザーバーの参加については、現在調整しております。オブザーバーでの参加を希望の場合
はその旨をご連絡ください。なお、運営の都合上、お断りさせて頂く場合もございますので、
予めご了承ください。オブザーバーは次回の参加を希望する学生を対象とし、参加費用は必要
ありません。また、参加している学生へのアドバイスや討論中の退出はご遠慮頂くなど、運営
の指示に従って頂きますようお願いいたします。

＊討論について＊
・討論中のＰＣ等電子機器の使用は一切禁止します（ZOOM 接続用の PC を除く）
。
また、追加資料を当日配布することは出来ません。
・討論は原則、主旨文の論点に従って行います。論文を作成する際は主旨文に沿って作成して
ください。
・ただし、当連盟は討論することの他に、証券・金融のテーマについて学生間の知識を深める
ことも大きな目的の一つとしております。討論の際は、主旨文には掲載されていない派生事
項に関しても自分達に関係のないものと考えず、積極的に質問をする等して討論に参加して
ください。

以 上

「証券ゼミナール大会」における講師・司会の業務内容について
2021 年度「証券ゼミナール大会」における「講師」・「司会者」としての参加を希望される方を募
らせて頂きます。本案内をご覧の上、是非お申込みください。

Ⅰ. 講師について
・業務内容
主に討論の指導、優秀賞・敢闘賞の決定、講評の作成の 3 つがございます。
討論の指導
・参加団体の主張を踏まえつつ、学生の知識向上をサポートする。
優秀賞の決定
・論文、討論、発表を踏まえ、最も優秀であった団体を決定する。
敢闘賞の決定
・講師の先生方の裁量で、優秀賞と僅差のチームに決定する。必ず敢闘賞は作る必要はない。
講評の作成
・討論に参加した学生の評価を参加者にフィードバックする。

・活動期間(予定)
６月 25 日(金)
７月中旬～９月上旬
10 月 27 日(水)〜29 日(金)

大会参加申込、指導講師・司会申込締切
ご担当頂くテーマ・ブロックの確定
参加団体論文提出締切
参加団体の論文内容の確認

11 月上旬

（この段階で、ある程度の論文の採点をお願い致します。）
参加団体のプレゼン動画内容の確認

12 月上旬
12 月 11 日 (土)

（この段階で、ある程度の論文の採点をお願い致します。）
証券ゼミナール大会

・注意事項
討論等を採点して頂くにあたっての大まかなガイドラインを設定しておりますので、そちらを踏
まえた上での採点をお願い致します。

Ⅱ. 司会について
・業務内容
講師の方との連携、討論中の議論の仕切り講師との連携
・事前に進め方をよく打ち合わせておく。
・討論中に講師から助言をもらい、軌道修正の手助けをしてもらう。
・講師への負担が大きくならないように事前準備を怠らないようにする。
議論の整理
・節目で話を整理しつつ、討論の流れをつくる。
・参加者全員に対して発言機会が均等になるよう配慮する。
・討論が混迷したら流れを軌道修正する。

・活動期間(予定)
６月 25 日(金)
７月中旬～９月上旬
10 月 27 日(水)〜29 日(金)
10 月上旬～11 月上旬
12 月 11 日 (土)

大会参加申込、指導講師・司会申込締切
ご担当頂くテーマ・ブロックの確定
参加団体論文提出締切
ブロック担当講師との打ち合わせ
証券ゼミナール大会

・注意事項
・実際に講師または司会を担当して頂くか否かについては、７月上旬以降に当連盟からお電話を
させて頂きます。
・事前打ち合わせなどの詳細については、講師が確定次第ご連絡致します。
・交通費並びに宿泊費等は支給いたします。

※ 指導講師・司会に関するお問い合わせにつきましては、大学等所属を明記の上、当連盟
連絡先メールアドレス shoukengakusei@gmail.com までお送りください。

以 上

