
2019年12月10日時点

開会式 10:00-10:10

教室

司会

10:10-10:35 1

10:35-11:00 2

11:00-11:25 3

休憩 11:25-11:30

教室

司会

11:30-11:55 4

11:55-12:20 5

教室 2201 2202 2301 2302 2303 2102

司会 細谷 圭　教授 細井 長　教授 古沢 広祐　教授 野村 一夫　教授 木村 秀史　准教授 中馬 祥子　教授
異次元の金融緩和は継続

すべきか～アベノミクスに

よる金融政策の成果と課

題～

本屋業界の衰退と今後取

るべきビジネスモデル

貿易は途上国に恩恵をも

たらすか~農業問題を中
心に~

長谷-江ノ島間における新
たな観光スポットの開発に

ついて

インドの現状および日本

企業の進出

SDGs（持続可能な開発
目標）とこれからの世界・

社会

高橋 日向樹，白澤 峻希，
青木 晋太郎（橋元ゼミ）

青木 知景，田中 達哉，石
田 洋輝，牧野 斗和（藤山
ゼミ）

泉 茉那，奥垣 絢音，黒澤
直人，村田 一輔（中馬ゼ
ミ）

中居 風菜，大泉 翼，下井
晃人，三塚 萌（根岸ゼミ）

黒澤 京子，市原 愛菜，亀
田 羽純，須田 詞音，山崎
翔太（細井ゼミ）

小松原 秀元，片井 響介，
原田 大輝，和田 竜二（古
沢ゼミ）

地域金融機関の現状分析

と今後の方向性に関する

一考察

(A)学習塾業界の企業分
析

(B)コンビニ業界の財務諸
表分析

働き方改革について Soceity5.0における農業
の変化と課題

経済厚生の測定に関する

新たな潮流

メゾメディアファブでの学

び

真下 健太郎，崔 智媛，飯田
実菜子，大平 想，田中 友
梨，藤井 倭，小口 夏輝，天
野 慎一郎（紺野ゼミ）

(A)朝比奈 祥也，大澤 悠
真，小林 凛太郎，(B)大高
裕輝，小野 綾花，高橋 美
月（中田ゼミ）

伊藤 聖，熊崎 ゆい（橋元
ゼミ）

葛西 輝至，土田 渉（橋元
ゼミ）

中田 日向，石原 寿貴，川
嶋 未楽，増野 祐里花，仲
澤 脩斗（細谷ゼミ）

鈴木 芹佳（野村ゼミ）

論文の卵の産み方シリー

ズの編集体験

B to B企業の企業分析① 首都直下地震時における

帰宅困難者対策

天然資源は恵たりえるか ESG投資に関する研究 女性総活躍社会を目指し

て

中村 豊（野村ゼミ） 石井 翔，尾﨑 天美，山際
勇斗，山下 真侑（金子ゼ
ミ）

岡本 陸，赤坂 史奈，基
星架，栗原 麻莉（星野ゼ
ミ）

新井 彰仁，丸山 紘平，鈴
木 一駿（中馬ゼミ）

菅澤 侑斗，遠藤 祐翔，小島
拓也，川田 明日輝，大渕 か
すみ，篠田 佳菜子，石井 瑠
菜（紺野ゼミ）

小川 優奈，小泉 郁絵（橋
元ゼミ）

休憩 14:50−15:00

教室 2201 2202 2301 2302 2303 2102

司会 紺野　由希子　准教授 　宮下 雄治　教授 藤山 圭　准教授 中田 有祐　准教授 星野 広和　教授 根岸 毅宏  教授
クラウドファンディングを用

いた神奈川県への地域貢

献活動

キャッシュレス化による企

業への影響

行動経済学図鑑の編集体

験

B to B企業の企業分析② 地方銀行の不正に関する

一考察

リサイクルからリデュース

へ~環境政策転換に向け
た試み~

出光 歩，吉本 穂乃香，佐
藤 麻美，大野 なな，久保
舞雪（星野ゼミ）

村田 唯菜，斉藤 まみ，先
川 雄登，守田 晴香（中田
ゼミ）

後藤 大輝（野村ゼミ） 田口 陽菜，鎌田 裕佳，城
地 航平，本田 充（金子ゼ
ミ）

池山 由莉，谷田 実優，中村
美優，熊谷 匡冴，小野 達
哉，神田 慎，坂根 隆太，遠
藤 夏音（紺野ゼミ）

高野 瑛，太田 早紀（中馬
ゼミ）

途上国の貧困層の子ども

たちの教育に日本の援助

は役立っているか

ドラッグストアの経営統合

について

株主還元策に関する研究 ゼミ活動の内容や成果、

取り組んだプロジェクトの

発表と報告

Forever21〜goodbye
forever〜

少子高齢化の問題点とア

ベノミクスによる対策と効

果、それを踏まえた解決

策

宮崎 偲永，松井 純香，諸
岡 瑶青（中馬ゼミ）

門間 大知，坂本 捷真，茂
呂 僚河（藤山ゼミ）

草薙 菜月，小幡 咲希，高
井 晴菜，萩原 功基，佐藤
麟太郎，唐澤 遼，矢島 雅
也（紺野ゼミ）

鳴澤 亜美，野元 駿，平野
志織，清水 翔太（根岸ゼ
ミ）

森田 樹，和田 尚也，堀池
麻斗，上原 萌花，園部 優
衣（藤山ゼミ）

島田 敬介，渡邉 拓斗（橋
元ゼミ）

映画業界の企業分析 建材商社において、AI、
IoT をどのように活用でき
るか

Soffice 〜どんな人も好き
な場所で自身のスタイル

を〜

ワークマンの成長分析 ESG投資について 学びのドキュメント化

斉藤 結衣，野本 奈津実，
徳原 唯夏（中田ゼミ）

森田 塔登，小川 航平，田
島 彩夏，石川 愛花（星野
ゼミ）

石川 明日香，鈴木 裕大，
荒井 紗良奈，萩原 耀一
郎（根岸ゼミ）

千野 洋喜，阿部 梓，堀
春菜，前田 佑里亜，廣瀬
円音（藤山ゼミ）

西山 瑠菜，福田 実央，家
田 遼太郎（中田ゼミ）

新沼 美優（野村ゼミ）

休憩 16:30-17:00

閉会式/
懇親会

17:00-18:00

分科会

第1部

分科会

第2部

10:10-11:25

閉会式/懇親会（有栖川宮記念ホール18F）

休憩

13:20-14:50

13:20-13:50

13:50-14:20

1

2

3

15:00-15:30

15:30-16:00

1

2

3

16:00-16:30

ゼミのブース説明（ポスターセッション）②（3号館3階）

開会式（2014教室）

14:20-14:50

15:00-16:30

2104
田原 裕子  教授

11:30-12:20

2104
橋元 秀一  教授

金子 周平，岩元 ひろの，新間 真衣，瀬尾 万美子，根本 麻耶，釣 孝成，広瀬
楓，桐山 七海，徳田 那岐，宗像 友美（田原ゼミ）

中国 奏人　（中馬ゼミ）

城田 優美，岡島 隆泰（橋元ゼミ）

※変更の可能性あり。変更後随時更新します。

昼休み 12:20-13:20

2020オリパラに向けて渋谷が抱える課題への挑戦

休憩

満足な貧者か, 不満足な富豪か—効用主義的福祉評価を超えて—

東京一極集中に対するアベノミクスの政策は効果的か

ゼミのブース説明（ポスターセッション）①（3号館3階）

M&A

AIが企業経営に与える影響と課題

朴 玹世，本田 亜沙実，利根川 舞（中田ゼミ）

出光 歩，吉本 穂乃香，佐藤 麻美，久保 舞雪，岡本 陸，赤坂 史奈，基 星架，栗
原 麻莉，森田 塔登，田島 彩夏，石川 愛花，小川 航平，大野なな

（星野ゼミ）

2019年度ゼミ成果発表会プログラム

全体会

第1部

全体会

第2部


