
徐誠敏(ソソンミン)のポジベーション・ゼミ1年生 

名古屋経済大学経営学部 

ポジベーション・ゼミを目指せ! 
犬山キャンパス7D4 

2015年4月14日(火) 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 



ミスター「ブランドリ」の研究室です✌(◠‿◠)✌ 
ポジティブなモチベーションを持つゼミです! 
ミスター「ブランドリ」の研究室です✌(◠‿◠)✌ 
ポジティブなモチベーションを持つゼミです! 

 

犬山キャンパス 

ssmkorjp@gmail.com 

s-sungmin0703@nagoya-ku.ac.jp 

http://www.ssm-gcbm.com/ 
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http://www.ssm-gcbm.com/ 

徐誠敏のPCサイト 
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                                   http://www.nagoya-ku.ac.jp/info/professor/seo_sungmin/ 



徐 誠敏(ソ ソンミン)主な著書 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

サムスン電子の新興国市場戦略 
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『企業ブランド・マネジメント戦略―CEO・企業・製品間のブランド価値創造の 

リンケージ―』(単著、創成社、2010年) 

http://www.ssm-gcbm.com/book/index.html


徐 誠敏(ソ ソンミン)の主な著書 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

サムスン電子の新興国市場戦略 
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『中小企業にも適用可能なインターナル・ブランディングの戦略的取組事例＆ 

韓国企業の成功事例から読み解くグローバル・マーケティング戦略』 

(単著、東洋出版[電子書籍]、2014年) 



徐 誠敏(ソ ソンミン)主な著書 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

サムスン電子の新興国市場戦略 
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「第1章 国家ブランディングの妥当性と範囲、発展」『国家ブランディング― 

その概念・論点・実践―』(共訳、中央大学出版部、2014年) 



徐 誠敏(ソ ソンミン)主な著書 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

サムスン電子の新興国市場戦略 
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「グローバル・ブランド構築の戦略的要因―サムスン電子の5つの革新期を超えて」

『ブランド戦略全書(Handbook of Brand Strategy)』(共著、有斐閣、2014年) 

http://amazon.co.jp/o/ASIN/4641164509/htweb-22


徐 誠敏(ソ ソンミン)の主な著書 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

サムスン電子の新興国市場戦略 
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『社員をホンキにさせるブランド構築法』(執筆・編集協力者、同文館出版、2015年) 



ミスター「ブランドリ」徐 誠敏(ソ ソンミン)の 

ソローアルバム、1994年10月20日 



自己紹介 
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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!  

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」 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=mzm6aJmYXDnl8M&tbnid=8l3NLQvjnkmr2M:&ved=0CAUQjRw&url=http://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId%3Ddlfn85%26logNo%3D110126521943%26parentCategoryNo%3D33%26viewDate%3D%26currentPage%3D1%26listtype%3D0&ei=GRurUtPKAaqRigfxqIGACA&bvm=bv.57967247,d.cGU&psig=AFQjCNEEad3ERtW03l1BdGTiXmnB0UJuzg&ust=1387031566712543
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=iw5haoS68E-fkM&tbnid=Nm4nNfU6JdfAtM:&ved=0CAYQjRw&url=http://www.sterlingparfums.com/en/pressrelease/media-centre/press-releases/sterling-parfums-launches-lets-grow-together-employee-branding-campaign-february-2011.html&ei=5-wnU_67Jsb1kQWr-oH4CQ&bvm=bv.62922401,d.dGI&psig=AFQjCNEtlxf3y7kiW7XXnP-M-zACoky4CQ&ust=1395211869851303


自己紹介 
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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」 

  

  

春バージョンの「ブランドリ」 

  

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」 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=mzm6aJmYXDnl8M&tbnid=8l3NLQvjnkmr2M:&ved=0CAUQjRw&url=http://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId%3Ddlfn85%26logNo%3D110126521943%26parentCategoryNo%3D33%26viewDate%3D%26currentPage%3D1%26listtype%3D0&ei=GRurUtPKAaqRigfxqIGACA&bvm=bv.57967247,d.cGU&psig=AFQjCNEEad3ERtW03l1BdGTiXmnB0UJuzg&ust=1387031566712543
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=ouxp62hye_bZgM&tbnid=xQymzAR8n775AM:&ved=0CAUQjRw&url=http://sarubobo.stepserver.jp/newpage32.htm&ei=6WKtUtfDIMaWkgW5jYDgBQ&bvm=bv.57967247,d.dGI&psig=AFQjCNGHyy8s5apOhCItyC_C6IqT4gtsAA&ust=1387179444166693
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=mzm6aJmYXDnl8M&tbnid=8l3NLQvjnkmr2M:&ved=0CAUQjRw&url=http://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId%3Ddlfn85%26logNo%3D110126521943%26parentCategoryNo%3D33%26viewDate%3D%26currentPage%3D1%26listtype%3D0&ei=GRurUtPKAaqRigfxqIGACA&bvm=bv.57967247,d.cGU&psig=AFQjCNEEad3ERtW03l1BdGTiXmnB0UJuzg&ust=1387031566712543
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=iw5haoS68E-fkM&tbnid=Nm4nNfU6JdfAtM:&ved=0CAYQjRw&url=http://www.sterlingparfums.com/en/pressrelease/media-centre/press-releases/sterling-parfums-launches-lets-grow-together-employee-branding-campaign-february-2011.html&ei=5-wnU_67Jsb1kQWr-oH4CQ&bvm=bv.62922401,d.dGI&psig=AFQjCNEtlxf3y7kiW7XXnP-M-zACoky4CQ&ust=1395211869851303


自己紹介 
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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」 

  

  

夏バージョンの「ブランドリ」 

  

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」 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン) 
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http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=iw5haoS68E-fkM&tbnid=Nm4nNfU6JdfAtM:&ved=0CAYQjRw&url=http://www.sterlingparfums.com/en/pressrelease/media-centre/press-releases/sterling-parfums-launches-lets-grow-together-employee-branding-campaign-february-2011.html&ei=5-wnU_67Jsb1kQWr-oH4CQ&bvm=bv.62922401,d.dGI&psig=AFQjCNEtlxf3y7kiW7XXnP-M-zACoky4CQ&ust=1395211869851303


自己紹介 
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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」 

  

  

秋バージョンの「ブランドリ」 

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」 
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http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=iw5haoS68E-fkM&tbnid=Nm4nNfU6JdfAtM:&ved=0CAYQjRw&url=http://www.sterlingparfums.com/en/pressrelease/media-centre/press-releases/sterling-parfums-launches-lets-grow-together-employee-branding-campaign-february-2011.html&ei=5-wnU_67Jsb1kQWr-oH4CQ&bvm=bv.62922401,d.dGI&psig=AFQjCNEtlxf3y7kiW7XXnP-M-zACoky4CQ&ust=1395211869851303


自己紹介 
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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」 

  

  

冬バージョンの「ブランドリ」 

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」 

  

一生、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) 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=mzm6aJmYXDnl8M&tbnid=8l3NLQvjnkmr2M:&ved=0CAUQjRw&url=http://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId%3Ddlfn85%26logNo%3D110126521943%26parentCategoryNo%3D33%26viewDate%3D%26currentPage%3D1%26listtype%3D0&ei=GRurUtPKAaqRigfxqIGACA&bvm=bv.57967247,d.cGU&psig=AFQjCNEEad3ERtW03l1BdGTiXmnB0UJuzg&ust=1387031566712543
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=ouxp62hye_bZgM&tbnid=xQymzAR8n775AM:&ved=0CAUQjRw&url=http://sarubobo.stepserver.jp/newpage32.htm&ei=6WKtUtfDIMaWkgW5jYDgBQ&bvm=bv.57967247,d.dGI&psig=AFQjCNGHyy8s5apOhCItyC_C6IqT4gtsAA&ust=1387179444166693
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=mzm6aJmYXDnl8M&tbnid=8l3NLQvjnkmr2M:&ved=0CAUQjRw&url=http://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId%3Ddlfn85%26logNo%3D110126521943%26parentCategoryNo%3D33%26viewDate%3D%26currentPage%3D1%26listtype%3D0&ei=GRurUtPKAaqRigfxqIGACA&bvm=bv.57967247,d.cGU&psig=AFQjCNEEad3ERtW03l1BdGTiXmnB0UJuzg&ust=1387031566712543
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=iw5haoS68E-fkM&tbnid=Nm4nNfU6JdfAtM:&ved=0CAYQjRw&url=http://www.sterlingparfums.com/en/pressrelease/media-centre/press-releases/sterling-parfums-launches-lets-grow-together-employee-branding-campaign-february-2011.html&ei=5-wnU_67Jsb1kQWr-oH4CQ&bvm=bv.62922401,d.dGI&psig=AFQjCNEtlxf3y7kiW7XXnP-M-zACoky4CQ&ust=1395211869851303


自分の無限の可能性を信じよう! 

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!  

16 



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 

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✌(◠‿◠)✌ 



ポジベーション・ゼミのメンバー紹介 

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・ゼミ生全員 

日本人学生10名、中国人学生2名、ベトナム人学生2名、韓国人学生1名、 

インターナショナルな顔ぶれです✌(◠‿◠)✌ 



ポジベーション・ゼミのメンバー紹介 

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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『キキョク君』 

  

国籍：中国 

好きな言葉：OK! 

趣味：PCゲーム、食べること^^ 

今年の目標：日本語コミュニケーション能力の向上、 
      パワーポイント(PPT)をうまく使って、 
      説得力のあるプレゼンテーションを行いたい。 



ポジベーション・ゼミのメンバー紹介 

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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『西林 貴皇(ニシバヤシ キコウ)君』 

  

国籍：日本 

目標：Bigになる!! 

趣味：バス釣り 

好きな言葉：ホワイト(何色にも染まっていない) 



ポジベーション・ゼミのメンバー紹介 

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 晋ノ介(コヤマ シンノスケ)君』 

  

国籍：日本 

好きな言葉：一攫千金、一生懸命、勝 

夢：社長になりたい。 

趣味：フットサル、DVD鑑賞。 

長期目標：ネットビジネスでカネを稼ぎたい   
     (月100万) 



ポジベーション・ゼミのメンバー紹介 

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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『サイ シュウラク君』 

  

国籍：中国 

好きな言葉：「自由」 

明るい性格^^ 

趣味：旅行、ゲーム、美味しい物を食べること。 



ポジベーション・ゼミのメンバー紹介 

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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『柴田大貴(シバタ ダイキ)君』 
  
国籍：日本 
好きな言葉：「人生何とかなるさ!」、「未来より今を楽しむ」、 
      「明日は明日の風が吹く」 
趣味：読書(ライトノベル)、マップを見ないで知らない街を歩くこと。 
ゲーム、アニメ(結構子供向けのやつ)。 

今年の目標：スクールバスを使わず、駅から歩き
続けること。ベトナム語と中国語を覚えて留学生
の友達をたくさん作ること。 



ポジベーション・ゼミのメンバー紹介 

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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『西川 暢一(ニシカワ ノブカツ)君』 

  

国籍：日本 

好きな言葉：「人生は、楽しんだ者が勝ちだ!」 

自分は負けず嫌い。 

今年の目標：1部に昇格すること。 

趣味：音楽を聴くこと。走ること(大阪マラソンに出る)。
ショッピング(服、帽子、小物など)、友達と遊ぶこと。 



ポジベーション・ゼミのメンバー紹介 

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!  

26 

『中子 武蔵(ナカコ ムサシ)君』 

  

国籍：日本 

好きな言葉：「先手必勝」 

今年の目標：英語を話せるようになりたい。 
趣味：のんびりすること。体を動かすこと。 



ポジベーション・ゼミのメンバー紹介 

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!  

27 

『清水 俊彦(シミズ トシヒコ)君』 

  

国籍：日本 

好きな言葉：ポジベーション^^ 

夢：幸せになること。 

趣味：買い物、温泉。 

今年の目標：勉強すること。授業をさぼらないこと 



ポジベーション・ゼミのメンバー紹介 

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!  

28 

『チンヴァンドン君』 

  

国籍：ベトナム 

好きな言葉：「頑張れ」、「ありがとう」、「大丈夫」 

ギターも弾けるよう!単位を満点取ること。 

夢：有能なビジネスマンになること。 

今年の目標：日本語が上手になること。 
      英語も話せるようになりたい。 



ポジベーション・ゼミのメンバー紹介 

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!  

29 

『柴田幹音(シバタ カノン)君』 

  

国籍：日本 

好きな言葉：「やりたいことをやる!」 

趣味：ドラム、ギター、歌うこと。 

今年の目標：メジャーデビュー、留学したい。 



ポジベーション・ゼミのメンバー紹介 

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!  

30 

『山崎光昭(ヤマザキ ミツアキ)君』 
  
国籍:日本 
好きな言葉：「一期一会」 
バトミントンがうまくなる。留学生の友達をたくさん作ること。痩せる。 
趣味：音楽ゲーム、歌うこと、走ること、ギター、水泳。 

今年の目標：バイトで統括をマスターする。 
      車の免許を取る。ギターを弾けるようになる。 



ポジベーション・ゼミのメンバー紹介 

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!  

31 

『紺野翔月(コンノ カツキ)君』 

  

国籍：日本 

好きな言葉：「眠い」 

趣味：12時間睡眠、寝ること、 

   KIRIMIちゃん 

今年の目標：パワーポイント(PPT)関連 

      資格試験に合格すること。 

      大学を休まないこと。 

      朝早く起きること。 

      眠気に勝つこと。 



ポジベーション・ゼミのメンバー紹介 

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!  

32 

『グェンティフェンちゃん』 

  

国籍：ベトナム 

好きな言葉：お金 

好きな食べ物：韓国料理(辛い物がすき)    、果物(メロン、イチゴ、スイカ) 

趣味：ファッションショッピング、 

今年の目標：日本人の友達をたくさん作ること。 
      日本語を上手く喋れるようになりたい。 



ポジベーション・ゼミのメンバー紹介 

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!  

33 

『バンデグン君』 

  

国籍：韓国 

好きな言葉：お金 

座右の銘：死んでずっと寝よう! 

今年の目標:日本人の友人を作りたい。 
趣味：友人とお酒を飲みながら話すこと、 
   バスケットボール 



ポジベーション・ゼミのメンバー紹介 

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!  

34 

『鬼頭 健(キトウ タケル)君』 

  

国籍:日本 

好きな言葉：「最高」 

趣味：運動 

今年の目標：何かに夢中になって、全力で取り組むこと。 



「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!  

35 

「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2名、ベトナム学生2名、韓国人学生1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!  

36 

「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!  

37 

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・ゼミは最高だぜ✌(◠‿◠)✌ 

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!  

38 

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! 


