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名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

一生、知的好奇心のアウトバーンを走り続ける!  

2 

ポジベーションゼミ2016年度1年生 

 

 

日本人学生：10人 

中国人留学生：3人 

ベトナム留学生：2人 

インターナショナルな 

顔ぶれです✌(◠‿◠)✌ 



自己紹介 

3 
名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

一生、知的好奇心のアウトバーンを走り続ける!  

徐誠敏(ソソンミン)の 
オリジナル・キャラクター 

「ブランドリ」 

Let’s grow together! 



ポジベーション・ゼミ名の意味 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

一生、知的好奇心のアウトバーンを走り続ける!  
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「ポジベーション・ゼミ」の名前には、ゼミ生全員が物事を常に 

ポジティブに捉えることで、学ぶ楽しみ、知る喜び、考える喜び、 

行動する喜びを共に分かち合いながら、少しずつ課題を解決していく 

活動や取り組みの経験を通して、自分のモチベーション(やる気)・ 

スイッチを見つけさせ自信をつけさせてあげたいという思いが 

込められています✌(◠‿◠)✌ 



ポジベーション・ゼミ2016年1年生 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

一生、知的好奇心のアウトバーンを走り続ける!  
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【目指すべきビジョン】 

すべての人々との出会いに感謝しながら、物事をポジティブに考え、 

前向きなモチベーションを高く保ち続け、自分の好きなことに 

夢中になって取り組んでいくことを目指します✌(◠‿◠)✌ 



名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

一生、知的好奇心のアウトバーンを走り続ける!  
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富田和希君 

国籍：日本 

好きな言葉：「人生楽しんだもん勝ち!」 

夢：旅行会社で働くこと!! 

趣味：ダンス、ショッピング、音楽鑑賞 

今年の抱負・目標：充実した大学生活を送ること 

興味のある分野：観光分野 



名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

一生、知的好奇心のアウトバーンを走り続ける!  
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夢：旅行会社で働くこと!! 

趣味：ダンス、ショッピング、音楽鑑賞 
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名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

一生、知的好奇心のアウトバーンを走り続ける!  
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ﾘﾁﾙｵﾝちゃん 

国籍：ベトナム 

好きな言葉：「頑張る!愛」 

夢：日本語の先生になること 

趣味：音楽鑑賞、歌うこと 

今年の抱負・目標：日本語能力試験2級に合格すること 

                 興味のある分野： 
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名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

一生、知的好奇心のアウトバーンを走り続ける!  
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郡英也君 

国籍：日本 

好きな言葉：「Happily」 

夢：プロ野球選手になること 

趣味：食べること 

今年の抱負・目標：一年で体重90Kgまでに増やすこと 

              興味のある分野：           スポーツ心理 
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一生、知的好奇心のアウトバーンを走り続ける!  
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趣味：食べること 
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名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

一生、知的好奇心のアウトバーンを走り続ける!  
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陳美佳ちゃん 

国籍：中国 

好きな言葉：「笑顔は敵にも自分にも勝てる武器だ、 

勇気は、成功の第一歩になる!」 

夢：起業すること 

趣味：音楽鑑賞 

今年の抱負・目標：23単位全部取って奨学金をもらうこと 

                 興味のある分野：スポーツ全般 



名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

一生、知的好奇心のアウトバーンを走り続ける!  
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陳美佳ちゃん 

国籍：中国 

好きな言葉：「笑顔は敵にも自分にも勝てる武器だ、 

勇気は、成功の第一歩になる!」 

夢：起業すること 

趣味：音楽鑑賞 

今年の抱負・目標：23単位全部取って奨学金をもらうこと 

                 興味のある分野：スポーツ全般 



名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

一生、知的好奇心のアウトバーンを走り続ける!  
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長木健君 

国籍：日本 

好きな言葉：「自由」 

夢：会計士 

趣味：マンガ、ゲーム 

今年の抱負・目標：しっかり単位を取ること 

興味のある分野：ビジネス全般 



名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

一生、知的好奇心のアウトバーンを走り続ける!  
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長木健君 

国籍：日本 

好きな言葉：「自由」 

夢：会計士 

趣味：マンガ、ゲーム 

今年の抱負・目標：しっかり単位を取ること 

興味のある分野：ビジネス全般 



名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

一生、知的好奇心のアウトバーンを走り続ける!  
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カクキンちゃん 

国籍：中国 

好きな言葉：「にっこり笑えば福が来る!」 

夢：起業すること 

趣味：旅行、音楽・映画鑑賞 

今年の抱負・目標：日本人の友達を作ること、 

                     日本語を上達すること 

                     興味のある分野：       料理全般 



名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

一生、知的好奇心のアウトバーンを走り続ける!  
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カクキンちゃん 
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名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

一生、知的好奇心のアウトバーンを走り続ける!  
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三浦湧矢君 

国籍：日本 

好きな言葉：特になし 

夢：起業すること 

趣味：スポーツ全般 

今年の抱負・目標：資格を取ること 

       興味のある分野：     経営全般 



名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

一生、知的好奇心のアウトバーンを走り続ける!  
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三浦湧矢君 

国籍：日本 

好きな言葉：特になし 

夢：起業すること 

趣味：スポーツ全般 

今年の抱負・目標：資格を取ること 

       興味のある分野：     経営全般 



名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

一生、知的好奇心のアウトバーンを走り続ける!  
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程哲君 

国籍：中国 

好きな言葉：「黙れ!」 

夢：起業すること 

趣味：寝ること 

今年の抱負・目標：これから見つけたい 

              興味のある分野：           スポーツ全般 



名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

一生、知的好奇心のアウトバーンを走り続ける!  
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程哲君 

国籍：中国 

好きな言葉：「黙れ!」 

夢：起業すること 

趣味：寝ること 

今年の抱負・目標：これから見つけたい 

                 興味のある分野：           スポーツ全般 



名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

一生、知的好奇心のアウトバーンを走り続ける!  
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早川由唯ちゃん 

国籍：Japan 

好きな言葉：「自由」 

夢：韓国で暮らすこと 

趣味：音楽(K-pop)鑑賞 

今年の抱負・目標：韓国語をもっと勉強して検定を受けること 

                 興味のある分野：韓国の文化・経済全般 



名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

一生、知的好奇心のアウトバーンを走り続ける!  
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名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

一生、知的好奇心のアウトバーンを走り続ける!  
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荒武佑太君 

国籍：日本 

好きな言葉：「国士無双」 

夢：海上自衛官、護衛艦「ゆだたち」艦長 

趣味：読書、アーケードSTG 

今年の抱負・目標：一人暮らし、一年目をやり遂げること 

       興味のある分野：会計、組税法 
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荒武佑太君 
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名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

一生、知的好奇心のアウトバーンを走り続ける!  
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ﾌﾞｨ ｺﾞｯｸ ﾀｲ君 

国籍：ベトナム 

好きな言葉：「頑張る!」 

夢：自分の店を開くこと 

趣味：スポーツ観戦 

今年の抱負・目標：日本語能力試験に合格すること 

興味のある分野：観光分野 



名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

一生、知的好奇心のアウトバーンを走り続ける!  
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小山翔彌君 

国籍：日本 

好きな言葉：「原点に戻る」 

夢：お金持ちになる 

趣味：特になし 

今年の抱負・目標：毎日頑張って生きていくこと 

                 興味のある分野：勉強以外の分野^^ 



名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

一生、知的好奇心のアウトバーンを走り続ける!  
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小山翔彌君 

国籍：日本 

好きな言葉：「原点に戻る」 

夢：お金持ちになる 

趣味：特になし 

今年の抱負・目標：毎日頑張って生きていくこと 

                 興味のある分野：勉強以外の分野^^ 



名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

一生、知的好奇心のアウトバーンを走り続ける!  
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石田稔貴君 

国籍：日本 

好きな言葉：「ダメでもともと」 

夢：結婚して幸せな家庭を築くこと 

趣味：野球観戦 

今年の抱負・目標：資格一つ取ること 

                 興味のある分野：    スポーツ全般 



名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

一生、知的好奇心のアウトバーンを走り続ける!  
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石田稔貴君 

国籍：日本 

好きな言葉：「ダメでもともと」 

夢：結婚して幸せな家庭を築くこと 

趣味：野球観戦 

    今年の抱負・目標：         資格一つ取ること 

                 興味のある分野：     スポーツ全般 



名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

一生、知的好奇心のアウトバーンを走り続ける!  
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岡澤淑末ちゃん 

国籍：日本 

好きな言葉：「一生懸命」 

夢：文化関連の仕事に就くこと 

趣味：アニメ、ゲーム、買い物 

今年の抱負・目標：簿記検定2級を取ること 

                 興味のある分野：刃剣 



名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

一生、知的好奇心のアウトバーンを走り続ける!  
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岡澤淑末ちゃん 

国籍：日本 

好きな言葉：「一生懸命」 

夢：文化関連の仕事に就くこと 

趣味：アニメ、ゲーム、買い物 

今年の抱負・目標：簿記検定2級を取ること 

                 興味のある分野：刃剣 



「ポジベーション・ゼミ」の 
教育における1年間の目標 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

一生、知的好奇心のアウトバーンを走り続ける!  
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「ポジベーション・ゼミ」の教育における1年間の目標計画は、まず、ゼミ生全員

(日本人学生10名、中国人学生3名、ベトナム学生2名)が、ゼミ内での国際交流を

楽しみながら、明るく、楽しく、元気良く、キャンパス生活を満喫し、 自らが 

定めた目標に向かって、みんな一丸となって、やれば、できる、できる、必ず、 

できるという自信を持たせてあげたいと思っております。 

それと同時に、物事をポジティブなモチベーションで取り組めるような 

雰囲気づくりを行っていきたいと思っています。 



「ポジベーション・ゼミ」の 
教育における1年間の目標 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

一生、知的好奇心のアウトバーンを走り続ける!  
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「ポジベーション・ゼミ」では、上述した目標を達成するために、まず、日本人 

学生と留学生が少しずつお互いのことを知りながら、お互いの国の文化(異文化)を

理解し、経験し、尊重できるように、ゼミ生全員で話し合いながらユニークな、 

面白い企画を立てたいと思っております。それに加えて、ゼミ生全員で話し合って

決めた課題や目標(自己表現力の向上、語学力の向上、文章力の向上、チームワー

ク力の向上、資格の取得等々)を一つずつ解決していく活動や取り組みを通して、

相互信頼関係を築き上げていくように努力してまいりたいと思っています。 



「ポジベーション・ゼミ」の 
教育における1年間の目標 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

一生、知的好奇心のアウトバーンを走り続ける!  
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また、1年間にわたり「ポジベーション・ゼミ」で取り組むすべての活動(文章 

および写真など)は、私のPCサイト(http://www.ssm-gcbm.com/)でPDF化

して発信することで、学内でも「ポジベーション・ゼミ」のさまざまな活動や 

ゼミ生の顔が見えるような仕組みをつくっていきたいと思っています。 

それと同時に、「ポジベーション・ゼミ」のさまざまな取り組みや活動を 

インターネット上で情報発信することで、日本・愛知県における 

「名古屋経済大学」の認知度・知名度の向上に少しでも貢献できるように 

努力していきたいと思っています。 



ポジベーション・ゼミ2016年1年生は 
最高だぜ✌(◠‿◠)✌ 

一生、知的好奇心のアウトバーンを走り続ける!  
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我々は、これからも知的好奇心 

のアウトバーンを走り続ける! 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

Let’s grow together! 


