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「知の祝祭」リサーチ・フェア2008に寄せて

総合政策学部長　加藤晃規

  総合政策学部の「知の祝祭」であるリサーチ・
フェアが今年もまた神戸三田キャンパスで開催さ
れることを大変うれしく、また大きな誇りに思いま
す。
  このリサーチ・フェアは学生・院生による研究発
表と交流の場です。それだけに総合政策学部・研
究科のすべての学生・院生諸君に参加して欲し
いと思っています。それも、受身ではなく自ら行動
し、他人事ではなく自分に関わることとして、世界
の諸問題に向き合って欲しいと思っています。大
学とは人類の知恵と知識を学び、それを継承する
ところです。そして次の社会を創造する力を養うと
ころであり、立派な人間として成長する機会を見
つけるところでもあるからです。
  リサーチ・フェアを通じて社会に目を向け、その
課題を発見して、それを解決する政策について真
剣に考える過程では、迷ったり、悩んだりしたこと
もあるでしょう。しかしそれを契機に、考えることや
実現することの面白さがわかってきたことと思い
ます。そうしたあなたたちの経験は、将来、きっと
生きてくると確信します。
  後に、リサーチ・フェアの開催に際して様々な
準備と運営に携わった学生諸君、そしてサポート
いただいた同窓生や関係者の皆様に、心より感
謝を申し上げます。
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リサーチ･フェア2008プログラム
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what is ecotour? UbuntuによるITシステムの構築 守れ!! 世界遺産 この人、死刑ですか。

11:20 A102
緒方政仁

B102
藤原龍一

C102
鈴木允彦

E102
入江聡

大戸川ダム建設は本当に必要 second lifeでのキャンパス建設 地域の特性に合わせた環境政策 「改正」少年法の比較・検討

11:40 A103
か？石原凌河

B103
森下絵理香

C103
高橋遼平

E103
原村紗苗

夢みる防災教育 関学SNSを活用しよう♪ KG議定書を考える 橋本知事の教育改革に物申す！

12:00 A104
塩崎雄太

B104
寺島惇

C104
吉川寛子

E104
西園真以子

なんだかいけそうな気がする
町　中崎町

Highly Motivation&Grade エコバッグ、使ってますか？ 企業の農業参入

12:20 A105
西田彩乃

B105
森脇由佳

C105
谷口真知子

E105
猪子有惟

関西弁のアナウンスってどうなん?? 「How are you?」「I'm fine,
thank you. And you??」

サスティナビィティとは？ 世界にはびこる模倣品

12:40 A106
蔵田智美

B106
出本恭子

C106
大久保信克

E106
森本万理

ミッキーに負けるな！ Future Elementary School English
Teaching

バイトで脳トレ！ 訴えられますよ!!

13:00 A107
仙波徹也

B107
市来朗真

C107
梅澤皓平

E107
高林渚
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都市を総合的に捉える 方言は日本のビタミン！ 非行予備軍を救え 未来の知的財産政策

13:20 A108
田中かわい

B108
長濱弘実

C108
小林篤史

E108
山東晃大

三田のプロファイル 総政学生の食生活事情 日本の差別禁止法に対する考え
方

学長×教員×職員×学生＝関学
カワル　AGoRA

13:40 A109
字室彰人

B109
川原あずさ

C109
阿部雅子

E109
河島萌美

九州の観光業の可能性 総合政策学部と理工学部の生徒
に性格や考え方の違いはある

Difficulties for people from
abroad in Japan

資格は就職活動に役に立つの
か

14:00
か

ポスター発表（代表者・タイトル等は次頁をご覧下さい）
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14:30

15:00 A110
三田祥雲館高校2年次生

B110
粕井　宏一

C110
織田智裕

E110
浜川喜美恵

それでもみんなパンが好き エコカー市場戦略 シエラレオネに新しい風を 遠隔医療の未来予想図

15:20 A111
宮内　徹也

B111
大村尭也

C111
岡崎卓人

E111
中谷仁美

親は子供を守れるか？！ 中国人のごみに対する意識を
上げるには？

アメリカ文化から日本へ 将来のパパ・ママ Come
on！！

15:40 A112
中澤正樹

B112
下村淳一

C112
大橋光

E112
牟田彬子

まちの施設の使い方はみんなで考
える！

原子力発電は地球環境を救うか？ ＩＣＴで変える！米国ヒスパニック教
育格差

キャリアも家庭も手に入れた
い!!

16:00 A113
齊藤祥子

B113
中島倫彦

C113
難波真伊子

E113
谷口理沙

郊外住宅地における理想的なまち
づくり組織とは？

日本におけるバイオエタノールの
将来

世界遺産政策 救命救急２４時

16:20 A114
林　健太郎

B114
風川美緒

C114
松本　知久

E114
奥野 瑞季

｢赤バス」は｢あかんバス！？｣ 三田、環境への取り組み マンガで実践！！国際理解教育 家族を殺すとき

16:40 A115
桑島奈美

B115
松永　裕子

C115
佐伯実佳

E115
佐伯奈津子

集客力のあるキャラクター ハシと魔法の政策 We study English for WHAT? 素晴らしき友達親子！？

17:00 A116
山下由衣

B116
水谷　純

C116
 上住麻依

E116
加藤純平

本日開校！？関学姫路城キャ
ンパス

ラスカル捕獲大作戦！！ それでいいのか？日本のメ
ディアリテラシー

現代を生きる武器としての「モ
チベーション」

17:20 A117

藤木　美里

B117
中野早矢香

C117

長谷川利貴

E117

浅野雄大

篠山市丸山地区について オニヒトデだけが悪者なのか?? アンポンタンよりアンパンマン 関学って知ってる？

17:40 A118
藤原美香

B118
平山七七子

C118
吉川恵

E118
阿部景太

篠山いい旅夢気分♪ 企業のアート戦略 オタクの新しい使い方 関学総政脱構築

18:00 A119
寺井友哉

B119
栗林フランツ健

C119
中野綾香

E119
佐藤麻里子

コウノトリに会いに行こう！ 我が国の基幹ロケットであるH-IIA
ロケットの産業化について

KSCにゆるキャラは必要
か！？

総政改革

18:20 A120
福万由希子

B120
中谷勇輝

E120
高橋研一郎

エコイズム～地球と生きる。地
球に生きる。～

バブル崩壊のきっかけを探る 学生研究の可能性



第
２
日
（

一
一
月
八
日
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10:00

政策プランコンテスト
「ワーキングプアを救
え！」

参加チーム
　ANDAS
　The Slap Kids
　Wealthy Life
　チームDK
　鎌田ゼミ
　(順不同;詳しいタイム
ラインは24ページをご覧
下さい）

ビジネスプランコンテス
ト
「あなたの健康を支える
ヘルシーライフデザイン
ビジネス」

参加チーム
　Trickster
　TAICHAN’S
　松本ファミリー
　福田内閣
　株式会社シルバ
　(順不同；詳しいタイム
ラインは22ページをご覧
下さい）
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No oil, No life in Indonesia !? 日記からみるコミュニティ みんなでつくろう鴨川公園

10:20 C202
岡田崇志

D202
山城千鶴

E202
萬田剛史

ベトナムの戦災復興 エヴァンゲリオンから見る共生 中山間地域のこれからのあり
方とは？

10:40 C203
竹田幸平

D203
藤本博基

E203
平井聡

「ナイトの不確実性」の観点に基づ
くIMFの果たすべき役割の考察

劇的！ディズニー社会のリ
フォームプラン

市街地の農地保全のあり方

11:00 C204
井波亜由美

D204
藤田泰仁

E204
藤川祐輔

排出権取引について web2.0と企業 日本農業の可能性

11:20 C205
牧雅貴

D205
小栢雅史

E205
西田真司

「パスポート、取りたいんです
けど・・・」

Second Lifeで都市デザイン 大梅田エリアマネジメント

11:40 C206
川本淳

D206
馬越準也

E206
山森梨那

３色思考の意思決定 携帯電話業界の危機と将来性 やっぱり老後はゲートボール！？

12:00 C207
古庄祐樹

D207
清水聡

学生が考える広告モデル 劇的ビフォーアフター　(関学Web
ページ編)

12:20 C208
橘綱男

D208
大平仁士

'Rail for your life' 次代の就活トッ
プランナー

これでいいのか神戸三田キャ
ンパス？

総合政策学部
同窓会総会

12:40 C209
中川祐一

高校生の地域参加

13:00

自由形式10　市口幸治　未来の留
学生へのメッセージ～A Case of
Japanese University Student in

Canada～
(13:00～14:00）

13:20

13:40

14:00

同窓会車座企画
(詳細は25～26頁）

14:30

同窓会車座企画
(詳細は25～26頁）

同窓会車座企画
(詳細は25～26頁）

15:00 コンテスト記念講演会
安達貞至氏（ヴィッセル神戸代表取締役社長）

於：Ⅱ-102教室
(詳細は23ページをご覧下さい）

15:30

16:00

16:30

表彰式・懇親会
17:30

ポスター発表
No. 代表者名 タイトル No. 代表者名 タイトル

Ｐ１ 花原涼 日本の医療、介護分野における人材不足の問題は外国人によって救われるのか？
Ｐ14 西谷賢一

　　　　　　　　　ファイナルエディション

Ｐ２ 難波真伊子 POSHプロジェクト～世界文化遺産・石見銀山フィールドワーク報告～ エヴァンゲリオンから見る共生～人類補完計画　完全版～

Ｐ３ 宇賀治知香 今井地区公民館改造計画 Ｐ15 石原夕季 劇的！ディズニー社会のリフォームプラン～あなたは魔法にかけられている？！～

Ｐ４ 山本翔子 私が見つけた震災復興物語 Ｐ16 塙恵美 日記からみるコミュニティ～日記の歴史的背景からコミュニケーションの希薄化を考える～

Ｐ５ 畑井克彦 高校生の地域参加～新しい成功ループ～ P17 古林悠子 Rail for your life' 次代の就活トップランナー～就職活動代行業㈱レールライフ～

Ｐ６ 笹倉麻衣 今こそ必要？！～NEW ～カフェテリア P18 勝又由実 ペットの“食”を考える

Ｐ７ 石原凌河 Change!! !三田本町! P19 小野恵 商店街　VS　スーパーマーケット

Ｐ８ 坂野晶 ゴミゼロ C ウェックス～E oFLが推進するゼロ・ イスト～ P20 舞田あゆ美 ローマの広場～計画された空間～

Ｐ９ 平井聡 市民農園の開設意義と現状 P21 宮原一徹 駅前における景観政策の比較

Ｐ１０ 福田純子 環境都市 P22 山本佳之介 ホッキョクグマの危機

Ｐ１１ 西原弘剛 知床モデルエコツアー～知床イイトコ知っとこ！～ P23 稲継小百合 「上ヶ原クエスト」で上ヶ原キャンパスを攻略せよ！！

Ｐ12 辰馬舞 原油価格高騰による漁業への影響 P24 小野愛美 ファッショントレンドとメディア

Ｐ13 宗實陽子 視覚から心に訴えることは出来るのか？～タバコポイ捨て編～

◆発表代表者名とタイトルを掲載しています（口頭発表はスペースの関係から、サブタイトルを省きました）。詳しくは、各ページに掲載の要旨をご覧下さい。



Reseach Fair 第１日（11月7日）

Research Fair EC Presentation Schedule
教室 9:00～9:25 9:30～9:55 10:00～10:25

II-101

1.Landmines 7. Rising Sea Level 13.Food Safety 
Takaaki Yoshikawa
Yasuhiro Matsumoto
Yuki Hayashihara

Yoshiyuki Kono
Shogo Takimura
Chihiro Ooi
Naoki Nishira

Marina Kozono
Sachiyo Otani
Anna Munakata
Manami Usui

II-102

2.Street Children 8. Refugees in Japan 14.Climate Change 
Yohei Miki
Toshihiko Nukiba
Masashi Nakata
Takahiko Banno

Marina Shibata
Mutsumi Kitayama
Akiko Takemura
Yuka Tokunaga

Akira Sakane
Yukari Kinugasa
Saki Tanaka
Hideaki Tamaki

II-111

3.Abortion Issues in Japan 9.Alternative Energy 15. Solar Energy 

Mitsuyo Washio
Aiko Nishijima
Malina Kimura

Kazuhei Koseki
Yoshimi Kan
Asaka Minami
Yukari Hayashi

(visiting from the UAE)
Sara Abdulla Abdul Rahman
　　Abdulla Al Hammadi
Mariam Jasim Abdul Kareem
　　Abdulla Al Hammadi
Hamla Abdulla Salem Majed
　　Hamad Al Mansouri
Fatema Yousef Kashtekar

II-303

4. International
Extradition of Criminals 10.Food Additives 

16.Genetically Modified
Food

 Hana Tanioka
Alisa Iehara
Miki Bohgauchi
Ayaka Ueda

Misato Sawa
Miyuki Kimura
Yuko Segawa
Chisa Nishimura

Reiho Ikai
Shiori Ishikawa
Hatsuki Nishikawa
Sayaka Taguchi

II-304

5. Terrorism in Japan 11.Rising Sea Levels 17.HIV / AIDS 
Eri Hamada
Kenichi Yoshioka
Tomohiko Yasuno
Yuichi Makata

Aya Kanda
Haruka Aoki
Miho Nakao
Nanako Saneto

Gen Oe
Keita Sumimoto
Shota Fujita
Kentaro Kubo
(substitute)

II-305

6.Internet Regulation
12.Societal Causes of
Obesity

18.Declining Population 

 Sho Miyagawa
Mayuko Fukui
Michiko Markouizos
Chiharu Yoshida

Kazuhiro Sumura
Yuki Tamai
Miki Horiuchi
Ryo Fukui

Aika Maeda
Ayumi Yamada
Mina Ando
Wakako Yamamoto

II-201

19. Animal Testing
Tomoyo Horio
Yukiko Kawabata
Katsuhide Itagaki
Yousuke Ikeda



第１日（11月7日）口頭発表A会場（Ⅱ号館101教室）

11:00

A101 what is ecotour? ～地域経済振興のための体験型ツアーの実現を～
魏小娥（総４；加藤ゼミ）･宋洋（中條ゼミ）

  エコツアーってどんなツアーだろう？一般のツアーとの違いはどこにあるか？そう尋ねれば多くの人は自然保
護を旅行の目的に加える点で以前の旅行と異なる、と答えるだろう。しかし、本当に自然保護だけの旅行なので
しょうか？私たちは、このような疑問から地域の観光の実態とそれらが持つ問題を分析し、地域経済振興のため
のエコツアーの実現について考える。そして、実際の地域の観光ツアーを作り、一般のツアーとの比較を通じ、
今後の観光のあり方を提案する。

11:20

A102 大戸川ダム建設は本当に必要か？
緒方政仁（総３;亀田ゼミ）・汐津隼一・三井太介

　日本列島はその気候的、地理的な要因から、豪雨による水害が古来多いという特徴があり、洪水対策がわが
国における重要な政策の一つである。しかし、大規模な治水　事業は同時に国や地方の財政を逼迫させ、既存
の環境を改変してしまうという負の側面も持つ。現在進行中である淀川水系整備事業の５ダム計画においてもそ
の必要性が大きな問題となっている。本研究では５ダム計画の一つである大戸川ダムに注目し、費用便益の観
点から望ましい治水のあり方について考察していく。

11:40

A103 夢みる防災教育～教育で命は救えるか～
石原凌河(総３;室崎ゼミ)・太田公佑・松田美代子

 防災教育という言葉を知っていますか？　知っている方も、知らない方も、小中学校などで避難訓練を経験され
た方は多いと思います。しかし、避難訓練だけが防災教育ではありません！！　この発表では、理想論だけが先
行しているように思われる防災教育の現状や問題点について分析します。さらに、先進的な防災教育の事例
や、防災教育の現場で活躍している方々へのインタビューを取り入れつつ、よりよい防災教育のあり方を提案し
ます。あなたも未来の防災教育について考えてみませんか？

12:00

A104 なんだかいけそうな気がする町　中崎町～あると思います　都会のオアシス～
塩崎雄太（総３；室崎ゼミ）・谷本豪・浅井瑶平

  今なお開発が進む梅田から歩くこと５分。そこには昭和の雰囲気が残る下町、中崎町が広がっている。大都会
に隣接するにも関わらず、なぜこのような町が残っているのか。中崎町の過去から現在を考察し、その実態を明
らかにしていく。

12:20

A105 関西弁のアナウンスってどうなん？？
西田彩乃(総政３年;陣内ゼミ)・王宇飛・原枝実子・藤原みか・岩館美紀

　あなたは普段駅構内のアナウンスを注意して聞いていますか？私たちは、普段聞き流しがちな自動音声に注
目し、各鉄道会社のアナウンスの違いについて調査しました。そこで、私たちは、身近な電車の自動放送を、「関
西弁」、「ちょっと関西弁」、「標準」の3パターンに作り直し、アンケートでどの音声の印象が も良いかを聞いて
みました。その結果から、私たちは、新しい駅のアナウンスの在り方を提案します。

12:40

A106 ミッキーに負けるな！～USJから始まる大阪産業活性化～
蔵田智美(総３;西本ゼミ)･前田麻帆･片山謙允･平林頼･土屋順子

 大阪産業の地盤沈下が随分前から言われていますが、それを打開できるような有効な政策はなかなか打ち出
されていません。そのような背景の中で私たちが提言できる政策とは？－大阪府の産業の中で重要な位置を占
める観光業。そして観光地として大きな役割を担っているUSJ。私たちは大阪府の産業活性化のため、USJの活
性化という切り口から挑みます！

13:00

A107 都市を総合的に捉える～ＧＩＳを利用したマップ作り～
仙波徹也（総３;長谷川ゼミ）・塩尻悠介・佐藤公紀・三島拓人・辻真裕子・玉手理佳子・西村依里子・原瑞季

  フリーのGISソフトであるMANDARAを利用して、都市を総合的に捉えるためのマップを作成する。様々な視点か
ら作成されたマップを重ね合わせることにより、これまで見逃されてきた課題を新たに発見できる可能性がある。
あわせて都市を総合的に捉えるということはどのようなことなのかについても考えたい。

13:20

A108 三田のプロファイル
田中香愛（総３;長谷川ゼミ）・冨藤彩花・今中章子・松原梓・中村亮太・栗原愛・島井智咲・松田依子

  フリーのGISソフトであるMANDARAを利用して、三田市の現状を視覚的かつ総合的に表現したプロファイルを
作成する。例えば人口集積と都市機能との関連、子どもや高齢者の居住範囲、災害に対する脆弱性などについ
て、それぞれ個別にマップを作成した上で重ね合わせる。こうした作業を通じて三田がどのような特徴を持つまち
なのかを明らかにしたい。

13:40

A109 九州の観光業の可能性
字室彰人(総１)･佐藤結･堀江智康

  九州という地には観光産業という部門ではまだまだ多くのビジネスチャンスというものが眠っている。現在、九
州は、東アジア諸国(韓国・中国・台湾)が地理的に近い環境を生かしたインバウンド(訪日外国人旅行者)などに
力を入れている。九州には、温泉・テーマパーク・雄大な自然・世界遺産などのような素晴らしい観光名所があ
る。これらのスポットを無駄にすることなく、新たな観光客やリピーターを増やすにはどのようなことをしなくてはい
けないのかを提案する。



15:00

A110 それでもみんなパンが好き～小麦高騰の影響を探る～
池田美咲（三田祥雲館高校２年）・勝又詩乃・岸本麻衣子・木村沙貴・仲真奈美

　私たちはパンが好きでよく食べます。でも、 近、小麦価格の高騰でパンが値上がりしていることを知りました。パンの値上
がりは、パン屋さんや消費者にどのような影響を与えているのでしょうか？インタビュー、アンケートなどを行いその影響を探
りました。三田祥雲館高校では、グループ研究を進める「探究基礎」という授業を行っています。先日、その授業の探究基礎
発表会で 優秀賞を獲得した「地域と経済」講座の生徒が発表します。

15:20

A111 親は子供を守れるか？！～家庭内の不慮の事故～
宮内徹也(総３；室崎ゼミ)・渡辺佳代子・木村小百合

  政府の統計によると、１歳～９歳の子どもの死因第１位は不慮の事故（交通事故・窒息・転落・転倒・溺水等）で
ある。その中の多くが安全と思われている家庭内（住宅）で命を落としている。では、なぜ家庭（住宅）内での不慮
の事故が多いのだろうか。私たちは実際に独自のアンケート調査を行い、それらのデータをもとに分析すること
で、「子どもにおける家庭内の不慮の事故を防ぐため」の政策提案をする。

15:40

A112 まちの施設の使い方はみんなで考える！　～指定管理者制度導入による公共サービスの変化と運用面に
おける課題についての調査報告～

中澤正樹(総３；社会調査実習・村上)･綱嶋孝太(総４)･原田修平(総３)･佐伯奈津子
  2003年の地方自治法改正によって、公共施設の管理・運営が民間企業やNPOも行えるようになった。この「指定管理者制度」導入の目的
は、民間のノウハウを活用した「サービスの向上」と「コスト削減」である。私たちは、この制度の目的に矛盾を感じた。根本的にコストを削減
するとサービスの質は下がってしまうのではないのか。そもそも、利益を目的とする企業に公共施設を運営させることで、今まで以上の成果
を出すことが可能なのか、疑問は膨らむばかりである。そこで私たちは、指定管理者や行政に聞き取り調査を行い、運用の実態と課題に
迫った。

16:00

A113 郊外住宅地における理想的なまちづくり組織とは？～エリアマネジメント導入の可能性について～
齊藤祥子（総４；角野ゼミ）・奥野由久・南友貴（総３）・木下三四郎

  近年、郊外住宅地は「成長」から「成熟」の時代へと移り変わり、急速な少子高齢化や人口減少に伴う空き地・空き家問題などの問題を抱
えている。さらに行政が財政難で全面的な支援ができない今、住民主体のまちづくりの必要性が叫ばれ全国でまちづくり組織が展開してい
るが果たしてそのような組織に郊外住宅地の抱える複雑な課題は解決できるのか？宝塚市と名張市のまちづくり組織の事例を紹介し組織
の限界を探り、都市部などで導入され始めているエリアマネジメントの考えを取り入れた郊外住宅地の新しいまちづくり組織の体制を提案
する。

16:20

A114 ｢赤バス」は｢あかんバス！？｣～愛されるバスになるには～
林健太郎（総４;加藤ゼミ）・坂田信也・徳田和也・成瀬由衣・林田藍子・根来

  試験運行を行い平成１４年１月２７日から本格的に運行を開始した大阪市のコミュニティバス｢赤バス」。福祉施設や公共施設、商店街、病
院等地域住民の日常生活に密着した施設を廻る路線である。しかし、路線によっては利用者が少なく“ただ空気を運ぶバス”になっており、
今年に入り運行開始以来初めて２路線が廃止となった。もちろん全路線とも赤字。ただ利用者の多くが高齢者であり、赤バスは彼らにとって
必要不可欠な交通手段である。そのため高齢者だけでなく、地域住民も「利用したい」と思える魅力ある今後の赤バスの姿を考察する。

16:40

A115 集客力のあるキャラクター
桑島奈美（総１;亀田ゼミ）・井上さゆり

 近年キャラクターブームの影響からか、イベント告知のために作られ利用されるキャラクターは増加している。イ
ベントに使われる一部のキャラクターは、一般の人々から人気を集める愛嬌のある容姿を持つキャラクターが注
目を浴びて話題になり、それに併せてイベントが注目され沢山の人々を集めている。そこで、キャラクターの中で
も特にイベントに使われるキャラクターに焦点を当てて検証した。

17:00

A116 本日開校！？関学姫路城キャンパス～世界遺産を大学に～
山下由衣（総３;室崎ゼミ）･杉浦靖明･松岡優

  みなさんご存知、日本が誇る世界遺産姫路城。現在は観光地として利用されていますが、私たちは他にも有効
な活用方法があるのではないかと考えます。そこで私たちの提案は姫路城を大学のキャンパスにすることです。
「えっ、世界遺産やん!？」「メリットは!?」「観光客の邪魔じゃない!?」そんな疑問や問題を私たちが解決、対処策へ
と導きます。果たして世界遺産である姫路城をキャンパスとすることは可能なのでしょうか！？

17:20
A117 篠山市丸山地区について

宮上昌吾(総３；角野ゼミ)・藤木美里・岡田沙矢香
　篠山市丸山地区の現状と改善すべき課題を見つける。

17:40

A118 篠山いい旅夢気分♪
藤原美香（総３）・河野広貴・安部沙也子（総４）

  近年、観光都市として注目を集める篠山市ですが、滞在時間が短いことや観光地の偏りなど問題が山積みで
す！  そこで、わたしたちは篠山市の観光実態調査をするために８月と１０月にアンケート調査を中心とした
フィールドワークを行いました。その調査結果をもとに篠山の新たな旅を提案！  篠山のいい旅夢気分のはじま
りはじまり♪

18:00

A119 コウノトリに会いに行こう！～豊岡のまちづくり～
寺井友哉（総３;角野ゼミ）・小障子まみ・田中亜依

  かつて絶滅の危機にさらされていたコウノトリ。しかし豊岡市をはじめとした復帰政策の結果、現在では「豊岡
発」のコウノトリの姿が全国各地で見られるようになりました。コウノトリは豊岡の市の鳥にも指定され、街の至る
ところにコウノトリのシンボルが見られます。発表では環境学習・観光・商品開発の３つの点から、コウノトリの野
生復帰が地域にもたらした影響を考察し、そしてこれからどのような政策をとるべきかを提案します。

18:20

A120 エコイズム～地球と生きる。地球に生きる。～
福万由希子（総３：福田ゼミ）・笠井梓（総３：久野ゼミ）

　近年地球温暖化の問題が世界的に叫ばれており、国内外でも環境問題に対する関心度は高い。しかし、ここ
日本でも”エコ”という言葉自体が独り歩きしていることも事実である。そこで、”エコ”というキーワードを基に人間
と環境との共生について新たな提言を示したい。エコイズム～地球と生きる。地球に生きる。～



第１日（11月7日）口頭発表B会場（Ⅱ号館102教室）

11:00

B101 UbuntuによるITシステムの構築　～LINUX、はじめませんか？～
松山慶太・西野友一朗（総３；ティヘリノゼミ）

　Windowsとよく比較されているOSとして注目されているLinuxの特徴は、無償で配布されていることや、カーネルレベルから
カスタマイズすることができる柔軟性の高さなどが挙げられます。先日、ゼミ室のリフォームに伴い、Linuxの仲間である
Ubuntuを利用したシンクライアントシステム、LTSPを導入しました。このLTSPを導入してみてLTSPまたはLinuxの魅力的な点
または欠点についていろんなこと発見しました。さらに、それらをより明確にするために、実際にLinuxを体験できる場を提供
し、現時点ではまだ実施していませんが、第三者からの意見も取り入れようと思います。以上のようなことを主な構成として
私たちはリサーチフェアで発表しようと思います。

11:20

B102 second lifeでのキャンパス建設
藤原龍一(総３；ティヘリノゼミ)・中井健二

　私たちが今行っている、セカンドライフの中に関西学院の三田キャンパスを作ろうというプロジェクトについて紹
介をしたいと思います。セカンドライフは3Dの世界でありよりリアルな体験をすることができます。その世界でキャ
ンパスを作ることによって多くの人に関西学院のことを知ってもらえ、さらに私たちの研究の一部を公開すること
で多方面の人に私たちの研究に触れてもらい、新たな視点からの考えを得ることもできます。セカンドライフとい
う新しい世界の新しい可能性について考えていきたいと思います。

11:40

B103 関学SNSを活用しよう♪
森下絵理香（総３；ティヘリノゼミ）・鹿子雄介

  mixiに代表されるSNS。その関学バージョンを初公開したいと思います。リサーチフェアでは私たちが作った
SNSの使い方やメリットなどを実際に操作しながら紹介します。日本ではSNS＝mixiと認識されるほどmixiの知名
度が圧倒的ですが、兵庫県民専用のSNS”ひょこむ”など、小さなコミュニティーを対象としたSNSがたくさんあり
ます。関学SNSもその１つとして、知り合い同士でより親睦を深めるためや、情報を共有する１つのツールとなる
ことを目標として運営したいと思います。

12:00

B104 Highly Motivation&Grade～Does highly motivation for English study reflect grades?～
寺島惇(総１；ロスゼミ)・伊瀬綾香・森本葵・橘田一輝・中野寛子

　私たちが調査したのは、英語学習への意欲は成績に反映するのかどうかということです。英語学習に対して高
い意欲を持っている学生と持っていない学生ではどれだけ成績に違いが出るのか、さらに男女間では成績に差
はあるのかというのをテーマに調査しました。総合政策学部の学生は将来、海外で仕事をする人も多いと思われ
ます。そのために、世界共通語である英語の学習に重点を置くことは必須です。学部はＥＣの授業などで学習に
重点を置いているが、学生自身の意識はどうなのかということを調査したいと思い、このテーマを選びました。

12:20

B105 「How are you?」「I'm fine, thank you. And you??」
森脇由佳（総３：Sawyerゼミ）・堀古はるな・松田ひとみ・笹岡理恵

     In 2011, the Ministry of education will distribute a official textbook, “英語ノート”.This textbook seems
effective for young students to learn basic phrases equally. However it is not communicative and practical. We
would like to suggest extra contents in “英語ノート”. What kind of concrete experiences should be included in
the curriculum?

12:40

B106　Future Elementary School English Teaching～Learning from students～
出本恭子(総３；Sawyerゼミ)・小笠原由美子・奥泰仁

　3年後に小学校で、英語が必修化されることをご存じですか。日本の小学校英語は、音声になじませることのほ
かに、英語に対する興味関心を育成することを目標としています。しかし、実際には目標とかけ離れた授業が行
われてしまう問題点があります。そこで私たちは実際に三田市の小学校を訪ねてリサーチを行い、小学校の英
語教育に本当に必要なものは何かを提案したいと思います。

13:00

B107　方言は日本のビタミン！
市来朗真（総３；鈴木ゼミ）・高島武・尾西晋伍・一本杉友里・趙秀眞

　現在の日本における方言の現状や問題点を発表するとともに、我々なりに考えた方言の良さを紹介する。発表
の 後には全国の方言による「告白」も聞いていただく。あなたの心も「ときめく」こと間違いなし。さぁ、あなたの
心に響け方言！

13:20

B108 総政学生の食生活事情
長濱弘実（総３）・河上健史朗・今村恵理

  私たちは必ず毎日食事を取ります。食事の時間が至福の時となっている人もいるのではないでしょうか。しかし
「食生活の偏り」、「不規則な食事」は私たちの健康へ大きな被害を与えます。まず食事の与える健康被害の現
状を紹介します。そして今回の発表では身近な総合政策学部生の食事への意識や実際の食生活事情を調査
し、自宅・自宅外生の食生活の比較を行いました。総政学生食生活の現状を紹介すると共に今後どのようにして
いくべきかを発表します。

13:40

B109 総合政策学部と理工学部の生徒に性格や考え方の違いはあるか？
川原あずさ(総１)・田中しおり・松岡徳翔・安元裕子

　両学部生徒の性格や考え方、イメージの違いにどんな特徴があるのか？　今回はアンケート方式で調査を行
い、自分たちが立てた各学部のイメージの仮説にアンケート結果を当てはめ両学部の性格・特徴の違いを挙げ、
さらに血液型が関係するのかも調査しました。また、見た目や雰囲気にも両学部で異なったイメージがあるの
か、ということについても上ヶ原キャンパスで調査を行ってきました。



15:00

B110 エコカー市場戦略　～トヨタに勝つためには～
粕井宏一(総政３年古川ゼミ)浅沼希美・石本萌実・的井智尋

  温室効果ガス、石油資源の有限性から自動車業界の技術革新、環境配慮の重要性が高まっている。そういった外部要因
から、自動車企業各社はそれぞれ独自の次世代自動車(エコカー)の開発に資源を集中させている。しかし、日本・アメリカの
エコカー市場はトヨタの独り勝ちといってよく、他社はなかなか市場のパイを獲得できずにいる。そこで我々がトヨタに勝つた
めの戦略を市場調査及び経営戦略的な視点から述べていきたい。

15:20

B111 中国人のごみに対する意識を上げるには？
大村尭也(総１)・孫健・山見玲加

  現在、中国は著しく経済が発展している。経済が発展することは大量生産、大量消費を意味し、大量のごみを
排出する。経済は急速に発展するが、人の意識はなかなか発展しない。どうすれば人の意識を変えられるのだ
ろうか？私たちは中国のごみ問題の現状とごみへの意識を調べ、また環境先進国と呼ばれるドイツや日本と比
べることによって、中国人のごみに対する意識を上げる方法を見つける。

15:40

B112 原子力発電は地球環境を救うか？
下村淳一（総４；中野ゼミ）･岡林雄大･真柴竜児･難波真伊子･その他中野ゼミメンバー

  供給電力の80%を原子力発電によって供給しているフランス電力パリ本社を訪問し、なぜ原子力優先なのか？ 住民合意形
成はどうなっているのか？などについてインタビューしてきた。その結果、フランス国民が原子力発電の経済性を理解し、40
年以上の発電実績に基づいて政府とフランス電力を信頼していること、周辺諸国はフランスから輸入する安価な原子力発電
電力を国内市場に大量に輸入供給し、より割高な風力、太陽光発電などの国内供給事業者を援助していることなどが見え
てきた。

16:00

B113 日本におけるバイオエタノールの将来
中島倫彦（総３；大江ゼミ）・寺田美鈴・橋野友里

  近年、燃料問題、特にガソリンの高価格化が問題となっている。現在、次世代エネルギー源として注目されている一つにバイオエタノール
がある。植物から作られる（主にとうもろこしや廃木材、）バイオエタノールは世界的にもガソリンの代替燃料などで注目を集めており、地球
温暖化対策の一環としても話題になっている。日本でもバイオエタノール製造に力を入れようとしているが、欧米・ブラジルなど諸外国と比
較して普及しているとは言いがたい。その上食料価格高騰により製造そのものが見直されている。そこで日本におけるバイオエタノールの
現状を調査し、今後どのような形でバイオエタノールを利用すべきであるのか提案する。

16:20

B114　三田、環境への取り組み～環境都市へ～
風川美緒（総３；久野ゼミ）・安達優子・大木茉莉・笠井梓・後藤美那

　　近年日本には環境都市として取り上げられる地域がどんどん増えている。しかし、KSCのあるここ三田市では三田市新環境基本計画の
下、様々な環境に対する取り組みが行われているにもかかわらず、その認知度が低く、住民の間で環境に対する取り組みが広まっていな
いと感じられる。そこで、三田という土地を活かし、どのようにすれば三田市の環境に対する取り組みが住民に浸透するかを考える。主に家
庭における廃棄物問題に焦点を当て、市民・事業者・行政が一丸となった真の“環境都市”三田を目指す提案を行いたい。

16:40

B115 ハシと魔法の政策
松永裕子（総３;李ゼミ）・本下あゆみ・平岡裕也

  割り箸が大量に消費されている食堂。あなたは、毎日使っている「箸」について考えたことはありますか??  私た
ちは、ＫＳＣにおける割り箸の無駄遣いに注目し、調査しました。新事実発覚!!!!!ＫＳＣの「箸」における現状を伝
え、魔法の政策を提案します!!

17:00

B116 ラスカル捕獲大作戦！！
水谷純（総３；今井ゼミ）　金岡孝典・名川飛鳥・中川敬士・李勇憲

　島国である日本に、海を越えて招かれざる動植物がやって来る問題が近年表面化している。本講義では、三田キャンパス
の周りにも出没し、多大な農業被害を与えているアライグマを例としてピックアップし、どうして今のような事態になったのか、
そして今後の対策を考える。愛くるしい姿のアライグマを捕獲するために、私たちも実際に捕獲活動に参加し、現場の生の声
を聞いてきました！そこで目の当たりにしたのは、アライグマにとっても農家にとっても悲しい現状でした。

17:20

B117 オニヒトデだけが悪者なのか??
中野早矢香(総３;安高ゼミ)・佐藤ひかり

  一般的に、サンゴを食べるため悪者と思われているオニヒトデ。しかも爆発的に増えることがあり、そうするとサ
ンゴを食べつくしてしまいます。一方、オニヒトデはサンゴ礁の多様性を担うのでイイ奴でもあります。どうしてそ
んなに増えるのか？？私たちはオニヒトデが爆発的に増えるメカニズムを調べてみました。

17:40

B118 企業のアート戦略～アートでカイシャが変わる～
平山七七子（総３；古川ゼミ）・片山勇輝・溜谷はるか・鍋嶋明子

　近年、企業の不祥事などが数多く聞かれている。このことは企業の信用や価値（コーポレートレピュテーション）
を大きく下げる要因になっている。コーポレートレピュテーションは企業の競争優位を支える重要な無形資産であ
る。企業が不祥事を起こさないことはもちろんだが、日常の経営戦略においてアートを利用することでコーポレー
トレピュテーションを向上させることができるのではないかと考えた。

18:00

B119 我が国の基幹ロケットであるH-ⅡＡロケットの産業化について
栗林フランツ健（総３；亀田ゼミ）・平岩亜佑美

　現在政府は、H-ⅡＡロケットによる衛星打ち上げサービス事業を世界市場へ売り出すとしている。しかし、現状は国内の官需のみがH-Ⅱ
Ａロケットを支えている状況にある。そこで本発表では、H-ⅡＡロケットの世界市場への参入について、世界における各国ロケットの性能比
較や、衛星打ち上げ市場の動向、関税などの事情を踏まえた上で、H-ⅡＡロケットが現在抱えている課題を明確化し、それら諸課題を検証
し、我が国として今後如何にH-ⅡＡロケットの運営を行うのが望ましいか、独自の提案も行う。

18:20

B120 バブル崩壊のきっかけを探る
中谷勇輝（総３：亀田ゼミ）・竹房透・谷本恭平

　バブルの崩壊には様々な直接的原因、間接的原因がかんがえられている。しかし一体どれがトリガーとなってバブルが崩壊したのかとい
うことを具体的に示した先行研究は現在のところほとんどない。今回は株価の暴落という点にしぼって、そのトリガーが金融引き締めもしく
は米国証券会社の売りというような仮説を前提として、イベントスタディの手法を用いて実証的に分析をしていく。



第１日（11月7日）口頭発表C会場（Ⅱ号館204教室）

11:00

C101 守れ!! 世界遺産～ネパールと日本の抱えるジレンマ～
玄蕃みどり(総３;今井ゼミ)･日根埜谷朋子･山本弥生･田中友理佳

  ネパール(カトマンズ盆地)と日本(奈良の平城宮)の世界遺産の保存体制を比較し、世界遺産登録によって引き
起こるジレンマ、両地域が抱えている遺産の保存をめぐる問題を提起する。そして、今後、世界遺産を守っていく
ためにはどのような政策が必要なのかをアプローチする。世界遺産の保存と住民の生活のジレンマとは？両政
府の対応は？世界遺産登録に各国や各地域が力を注ぐ今、その保存体制について一緒に考えてみませんか。

11:20

C102 地域の特性に合わせた環境政策
鈴木允彦（総M１）

　国主導の環境政策。地方自治体の役目はその方向性を実現するための具体策を実施すること。国からの役割
分担として行っている地方自治体の環境対策の中で、ひときわ積極的に対策を講じている地方自治体が存在す
る。それは単なる役割分担なのであろうか。地域との特性とも照らし合わせながら、地方自治体の環境政策の展
望を考察していく。

11:40

C103　KG議定書を考える　～京都議定書の精神を引き継ぐ、ポスト京都議定書を提言する～
高橋遼平 (総３年:長峯ゼミ)･菅野琴美･石川由起･新田麻衣子･小林萌理･川田繭･亀井郁太

　2008年が京都議定書事でとても重要な年であることを知っていますか？　実は、今年は京都議定書の定める第1次約束期
間の第1年目なのです！しかし、日本の様に温室効果ガス削減目標の達成が難しい先進国が多く、京都議定書の実現も難
しいというのが現状です。また、アメリカ・中国・インドのような超排出国が参加していない等、その実効性にも疑問点が多くあ
ります。私たちは①日本がどうすれば京都議定書の目標値を達成できるのか？　②第２次約束期間(2013年以降)における、
明確な削減目標で世界的合意を目標とする“ＫＧ議定書”を提言したいと考えています。

12:00

C104 エコバッグ、使ってますか？～スーパーに見る環境意識～
吉川寛子(総１;ロスゼミ)・西尾創・米田名津子・柏戸菜穂子

  近年、地球温暖化や異常気象、原油をはじめとする天然資源の高騰等を受け、世界規模で環境への関心が高まっています。しかし、実際
に身近な生活の場では、高い環境意識はどれほど普及しているのでしょうか？ 私たちは、実際にスーパーに足を運び、エコバックを持参し
ている人の人数をカウントして調査を行いました。この発表では、人々が買い物をする際にエコバッグを使用している割合を調べ、身近な場
で環境意識がどれほど広まっているのか、また、店の場所と買い物をする曜日はエコバッグの持参に関係しているのかを検証します。

12:20

C105 サスティナビィティとは？～持続可能な地域社会を考える～
谷口真知子（総３；長峯ゼミ）・大野泰司・苧阪真矢・谷口真琴・内藤千鈴・山田奈美

  サスティナビィティ・持続可能性は、地球環境、エネルギー、財政や社会保障など、あらゆる分野で注目されて
いる。では、私たちの住んでいるまちの持続可能性とは、何だろう？また、持続可能な地域社会には何が必要な
のだろう？持続可能な地域社会となるために、「人の関わり」「信頼関係」「協働」というキーワードを中心にアプ
ローチする。

12:40

C106 バイトで脳トレ！～脳を活性化する賢いバイト活用法～
大久保信克（総２）･田村祐介･今川大輔

  アルバイト＞勉強。関学生の中に、そうなってなってしまっている人がたくさんいるのではないだろうか。しかし彼等は必ずし
も遊ぶためにバイトをしているのではない。中には、勉強をしたくてたまらないのに、学費のためにバイトをしている学生もい
るのだ！「…そ、そんな！バイトのために貴重な時間を無駄にするなんて…か、かわいそうだわ！泣」と思ったあなた！実は
“半分”間違いです！アルバイト中でも、意識の持ちようによっては頭が良くなるのだ！学習意欲のあるあなたに贈ります。脳
トレメソッド、バイトレーニング。

13:00

C107 非行予備軍を救え～はじめの一歩～
梅澤皓平（総３；渡部ゼミ）・大橋美紀・槌山愛・丹生佳菜子

　みなさん"非行少年"という言葉を聞いてどんな子ども達を思い浮かべますか？メディアを通して実態を知ることが多い彼ら
は果たして私達とは遠い存在でしょうか？私達はなぜ"非行"行為にはしらない生活をおくれているのでしょうか？私達の発
表でみなさんには非行のメカニズムを知ってもらい、彼らのことを理解することで"非行"という問題を解決するための"はじめ
の一歩"を提示したいと思います。みなさんも「もしもあの時」「将来、自分の子供は」と照らし合わせながら"非行"という問題
について一緒に考えましょう。

13:20

C108　日本の差別禁止法に対する考え方
小林篤史（総１;亀田ゼミ）・戸山昌弘

　日本における障害者の状況。なぜ日本には、障害者差別禁止法がないのか。例えば、保育園や小学校で入学
を拒否されたり雇用に困っている障害者を守る法律がないのか。

13:40

C109　Difficulties for people from abroad in Japan
阿部雅子(総３;Sawyerゼミ)・野見山理沙・板倉あすか

     First, we will introduce the communication problem using the examples of difference of thinking between Japanese and
Americans. Then, we will talk about education problems that immigrants who live in Japan have by thinking about the way
to solve. For religious part, we will give examples that many foreigners might have religious problem in Japan such as they
are sometimes not understood by other people in some situations, and how they face it and how they could solve that
problem.



15:00

C110 シエラレオネに新しい風を
織田智裕（総２；中條ゼミ）・笹倉寛史・伊藤暁香・吉田千春・小玉聖史

 私たちはスポーツ特にサッカーの持つメリットに注目しました。何とかそのメリットを使って世界での問題を解決
に導けないだろうかと考えました。そこで現在世界で も悪い状況であるシエラレオネという国をモデルにしス
ポーツの持つメリットを展開していくために今どんな事ができるのか。現状から考えていこうと考えています。

15:20

C111 アメリカ文化から日本へ～コミュニティの大切さとは～
金山基洪（総３;今泉ゼミ）・井川貴恵・西明絵里・谷茂樹・高森むさし

　人々の「コミュニティ」に対する意識はどのようなものなのか？今回、今泉ゼミはゼミ生全員で3週間アメリカに行ってきた。現地で学んだも
の、実感したもの、一人一人想いは違うが、特に印象的なのが「コミュニティ」という考え方であった。アメリカに住んでいる人達と日本に住ん
でいる人達の考え方は驚くほど違っていた。それには様々な理由があるが、日本にアメリカの考え方を少しでも導入すれば、新たな変化を
もたらし、日本に住んでいる人達の「コミュニティ」に対する考え方も変わり、現状もより良くなるというのが、私たちの想いである。

15:40

C112 ＩＣＴで変える！米国ヒスパニック教育格差
大橋光（総２；中條ゼミ）・段亜男・西島あい子

現在、グローバル社会の影響で日本においても外国人の数が増加している。将来的に、外国人に対する教育が
問題となると予想される。アメリカ 大のマイノリティーであるヒスパニックに対するICTを切り口にした教育対策
を考えることで、将来の日本の問題の参考にもなると考える。

16:00

C113 世界遺産政策～関学UNVとUNESCOとの連帯～
難波真伊子（総４；中野ゼミ）下村淳一・真柴竜児・岡林雄大・小野真吾・大石遼・藤松大士・王暁静・文野公彰・榮悠樹・三宅潤一・森貴浩・山

口陽　地球温暖化や観光開発、地元住民の利便性追求などにより、世界遺産を取り巻く環境は年々厳しくなっていま
す。世界遺産への登録によって現地の人々に課されることとなる管理・保全義務と、受益者としての世界市民の
より緊密な協力関係構築が求められています。発表では、世界遺産条約の説明から登録までの仕組み、当面の
優先課題、大学間ネットワーク(FUUN)などを紹介します。 後に、現地住民・政府などの要請に基づき、必要な
人材の教育・育成などの分野で関学UNVが果たすことができる役割などについて検討します。

16:20

C114 マンガで実践！！国際理解教育
松本知久（総３）・尾崎歩・田中修平・具滋成・藤本幸三・坂田尚也・上野紗季・愚呂典子・野方美希・中川優衣・寺

島有紀・馬場智子・原田みどり・廣田有紀・伊東朋夏

  マンガを使って国際理解教育を実践することはできるのか？その可能性を実際に行ったフィールドワークを基
に探る。

16:40

C115 We study English for WHAT?
佐伯実佳(総３;Sawyerゼミ)・東磨佑・赤石紗和

  From 2012, new English education the Ministry of education arranged will start on junior hihg school. Main
change is increase of numbers of English class and vocabularies with the purpose for cultivating the basic of
communicative competence.We focus on "comprehension of cross-culture" one of the goals. What is an ideal
class in the new curriculum?

17:00

C116 それでいいのか？日本のメディアリテラシー
上住麻依(総３;中條ゼミ)・森本祐希・秦裕樹・前河佑香里・大川真由

　メディアが私たちに与える影響は大きいです。特に、インターネットの普及によって様々な情報が社会の中に氾
濫しています。しかし、それらの真偽、また情報の裏に潜む発信者の意図を読み解く力を身につけていない受け
手（特に子どもたち）が多く存在しているのではないでしょうか。私たちは、この発表において日本におけるメディ
アリテラシーの現状や教育の重要性を喚起し、私たちなりの政策案を提示します。

17:20

C117 アンポンタンよりアンパンマン～何のために生きるのか～
長谷川利貴（総４年；Greeneゼミ）・大平仁志（総４）・内山千穂

  『なんのために生まれて、なにをして生きるのかこたえられないなんてそんなのはいやだ！』と思いませんか？
『なにが君のしあわせ　なにをしてよろこぶわからないままおわる　そんなのはいやだ！』と思いませんか？あな
たの人生、あなたが主役です。あなたがあなたの人生をどうしたいか決めて下さい。他人にあなたの人生を委ね
ないで下さい。上の２つの質問を真剣に考えてみませんか？「そうだ、うれしいんだ　生きるよろこび」と言えるよ
うになるために。You decide what you want to do with your life. Don't let others do that. IT IS YOUR LIFE.

17:40

C118 オタクの新しい使い方～オタクにモノを創らせろ～
吉川恵（総１；亀田ゼミ）・辻麻美絵・小松弘明

　近年のオタク文化の広がりにより急成長を果たしたオタク産業。その成長を支えたオタクたちの能力を生かし、
さらなる成長を目指した新たな政策を提案する。

18:00

C119 KSCにゆるキャラは必要か！？
中野綾香（総３；鎌田ゼミ）・稲津沙奈・園田達也・高田祥太郎・植村奈生(総４)・西川美希

  昨今キャラがブームを巻き起こしています。その代表例としておバカキャラ「羞恥心」やゆるキャラ「ひこにゃん」
が挙げられます。そしてブームは大学にも広がっています。私達はＫＳＣにオリジナルキャラを導入することを想
定し、賛成派・反対派に分かれて討論を行います。キャラを導入することは経済利益が期待できますが、教育と
いう側面から見るとどのような効果・影響があるのでしょうか。あなたはＫＳＣにキャラを導入することに賛成です
か？反対ですか？白熱の討論の様子を見てキャラとの付き合い方を見直してみませんか。



第１日（11月7日）口頭発表E会場（Ⅱ号館201教室）

11:00

E101 この人、死刑ですか。
伊飼有衣子（総３；関根ゼミ）・藤原友子・勢理客成彦・神田勇樹

  平成21年からスタートする裁判員制度。色々なところでこの言葉を聞いたことがあると思います。駅の広告やテ
レビＣＭ、法学の授業など。実はドラマ「相棒」でも裁判員制度は取り上げられたことがあるんです。言葉だけなら
身近に感じているかもしれませんが、実際に裁判員制度について理解している人はどれくらいいるのでしょう
か？・実は裁判員制度は違法だった！？ もし裁判員に選ばれたら、あなたは死刑を宣告できますか？  裁判員
制度について知られていないことは、まだまだあります。裁判員制度にひそむ問題を知ってほしいと思います。

11:20

E102　「改正」少年法の比較・検討
入江聡（総１；亀田ゼミ）・尾末真希・佐藤優子

　2002２年の少年法改正と2007年の少年法改正を比較・検討し、反対意見と賛成意見をまとめ、厳罰化の必要
性を見出し、研究課題を見つける。

11:40

E103 橋本知事の教育改革に物申す！
原村紗苗(総３;西本ゼミ)･芦田明美･泉景子･金本幸子･関灘玲子･山口真琴

  2007年度から再開された「全国学力調査」の結果によると、大阪は下位2位。現在、大阪では学力低下が問題
視されています。その原因はいったいどこにあるのか。私たちは、問題をLogicalに分析する手法、
“LogicalFrameWork”を用いてその原因を解明します！！併せて、橋本知事による教育改革が妥当なものなのか
を検証し、私たち自身、教育改革の政策を作りたいと思います！

12:00

E104 企業の農業参入
西園真以子（総３；古川ゼミ）・岩元聡明・脇啓太・高石康雄

  近まで、農業は特定の人しかできない事業であった。しかし、高齢化による放棄農地の増加や、流通の変化
などにより、個人では対応できない問題が発生している。そこで企業が見直され、徐々に農業に参加しやすくなっ
てきている。ここでは、農業参入に関する近年の状況と、企業にとって農業が有益であるかを理論に沿って考え
て行きたい。

12:20

E105 世界にはびこる模倣品～ＣＡＳＩＯへ研修に行って～
猪子有惟(総３；眞壽田ゼミ)・金本剛志・吉村有恵・辻野圭吾(総４)・稲葉健太郎(総３)・平原大嗣

  私たち眞壽田ゼミは９月１１日にＣＡＳＩＯへ研修に行ってきました。私たちはそこで模倣品の現状を知りました。
皆さんは「模倣品」をご存知ですか？他にも「コピー商品」など呼び名は様々ですが、それら「模倣品」が今、「発
展の為に真似て習う事」と「権利の侵害」との間で問題となっています。皆さんも「模倣品」について一緒に考えて
みませんか？

12:40

E106 訴えられますよ!!～あなたはファイル共有ソフトWinnyを使っていませんか!?～
森本万里（総３年；眞壽田ゼミ）・鈴木宏奈・大江加奈・吉村萌

  私たちはゼミの東京研修で社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会（ACCS）に行き、近年、問題視されて
いるファイル共有ソフトに関する著作権問題について学びました。そこで私たちは基本的な著作権法の知識を教
わると共に著作権法の曖昧さに気付き、同時に、幾つかの疑問が生じました。このプレゼンテーションではそれ
らの疑問点を、Winnyを代表するファイル共有ソフトの使用問題やyoutubeの問題を著作権法に関連させて、将
来、著作権法の適用がどう変貌していくか、推測を元に発表したいと思います。

13:00

E107 未来の知的財産政策～特許庁で学んだこと～
高林渚（総３；眞壽田ゼミ）・塩入康平・田中郷慈・清水響子・正司雅士

　夏休み期間中、ゼミで東京に研修へ行き、初日に特許庁を訪問させて頂きました。その中で職員の方々とお話
をする機会を頂き、このグローバル化した社会の中で、特許庁が今後目指すべき知的財産制度の在り方と、そ
の実現に向けての政策を学びました。今回は、知的財産についての現状と問題点、その解決に向けての政策と
して、これからの持続可能な知的財産のシステムの構築、イノベーション促進のためのインフラ整備を紹介し、そ
れについて私達が感じたことを発表したいと思います。

13:20

E108 学長×教員×職員×学生＝関学カワル　AGoRA～www.kg-agora.com～
山東晃大（総３；Greeneゼミ）・岩崎亮太（鎌田ゼミ）・田中大地（Greene）・岩崎謙二（窪田ゼミ）

  AGoRAとは、ギリシャ語で広場という意味です。私たちは、関学をもっと良い大学にできるのではないかと考え
ています。そのために、教員・職員・学生・大学経営者の４者が集まる場「AGoRA」を作ります。学生も個々に名
案を持っています。教員の方も職員の方も同様だと思います。皆、関学をもっと良くしたいと感じているはずで
す。今までは関学改革の提案だけで終わっていましたが、これからは行動を起こす時だと感じています。AGoRA
は、そんな提案を実現に結びつける場を目指しています。是非皆さんも一緒に参加しませんか？

13:40

E109　資格は就職活動に役に立つのか～SPSSを使用したデーター解析による分析～
河島萌美(総２；ロスゼミ)・平岡彰子

　現代日本は資格社会ともいわれているように、多くの人が資格修得に精を出しています。大学生も就職を意識
して一般的に役立つといわれている資格を取る人も多いようですが、それらの資格は実際の就職活動で役に
立っているのでしょうか。私たちは「就職活動において資格は役に立っていない」という仮説を立て、その真偽を
確かめるべく、インターネットや大学訪問などを通してアンケート調査を行いました。そしてその集計をSPSSとい
うソフトを使用し、データー解析を行うことで検証しました。



15:00

E110 遠隔医療の未来予想図
浜川喜美恵(総２;中條ゼミ)・衣笠友加里・市村知未・小籔ともみ

  現在、福祉には様々な問題があります。それは産婦人科や小児科の医師不足、僻地と都会での都市間の医療格差、また
様々な医療問題があります。これらをくい止めるために注目されているのが遠隔医療です。そこで私達はこの遠隔医療シス
テムの現状を調査し、新たなネットワーク組織の設立を提案します！

15:20

E111 将来のパパ・ママ Come on！！～赤ちゃん保育所を利用しますか？～
中谷仁美(総３;渡部ゼミ)・細尾侑子・杉村香織

  乳児期（０～１才）は、ハイハイを始めたり、親を認識できるようになったりする、とても大事な時期です。そんな時に、お父さ
んとお母さんはどのように仕事と育児のバランスをとりますか？仕事を辞めて育児に専念しますか？仕事を続けて乳児保育
所に預けますか？乳児保育所とは、働いている家庭において、仕事に行っている間、乳児期の赤ちゃんを受け入れてくれる
保育所です。つまり、保育所の赤ちゃん版です！今回、私たちと一緒に乳児保育所について考えていきましょう！

15:40

E112 キャリアも家庭も手に入れたい！！
牟田彬子（総３：渡部律子ゼミ）・小林梨恵・小川明子

　現代では女性の社会進出が推進され、ライフワークを充実させている女性がメディアなどでももてはやされています。しかし
多くの働きたい女性が結婚や出産を機に仕事を辞め、家庭に入っているのが現状です。では、やはり女性は仕事と家庭の
両立はできないのか・・・？　社会に出ていく前に、自分の人生プランを真剣に考えてみませんか？

16:00

E113 救命救急２４時～医療先進都市　大阪を目指して～
谷口理沙(総３；西本ゼミ)・崎このみ・香川涼子・塚部祥子・土田真規子

  近年ニュースでよく耳にする救急搬送における「たらい回し」という言葉・・・。果たしてこの言葉は適切な表現なのだろうか。「病院が受け入
れてくれない」＝「ひどい！」という認識が多くの人に植え付けられているのではないだろうか。そこで、大阪府に焦点を絞り、徹底調査！何
が問題でこのような事態が起こっているのか！！  医療は私たちの生活にも大きくかかわっている。病院や医師だけが悪いのではなく、国
策や府の政策、市民のモラルなどにも問題があるのかもしれない。問題の原因を追及するため、多方面から論理的なアプローチをかけた。

16:20

E114 家族を殺すとき～親が、子供が・・・家庭内殺人を考える～
奥野瑞季（総３：村上ゼミ）

  殺人という凶悪犯罪は必ずしも“外”で起こるものではない、それは しばしば”内”で起こるものだ。特別な存在
である家族を手にかけるケースは極めて特殊なものだと、多くの人は思うだろう。しかし、実際には被害者と加害
者が家族関係にあるというのは稀なことではない。なぜ、家族に殺意を抱くのか―その原因を探ったうえで、事
件抑止の方法を考えていく。

16:40

E115 素晴らしき友達親子！？～現代の親子の課題～
佐伯奈津子(総３；渡部ゼミ)・喜田智子・田中沙也佳

 近年の日本では、親と子がまるで友達のように行動を共にするという姿がそれほど珍しくはない。このような親子は一般に
友達親子と呼ばれている。私たちは、この発表により、日本においてこのような親子関係が存在するようになった背景を探
り、現段階で、友達親子は社会の中でどのように捉えられているかをアンケートにより明らかにし、こういった親子が社会の
中でどのような影響を与える可能性があるのかを示す。

17:00

E116 現代を生きる武器としての「モチベーション」
加藤純平（総政：グリーンゼミ）

人間がよりよく生きるために「モチベーション（動機付け）」を知ることは欠かせない。現代の生き方にはベストはない。生きる目的が多様化し
ている中で、いかに自分を動機づけるか。そしてその動機付ける方法をいかに知っているか。それがよりよく生きる手段となる。これは企業
や学校など自分が所属している組織についても同じである。ある目的のために自分をいかに動機づけできるか、みんなを動機づけるために
自分はどうすればよいか。これからみんなのニーズになっていくであろう「モチベーション」、知ってて損はない。

17:20

E117 関学って知ってる？～関西学院大学のＰＲ戦略に迫る～
浅野雄大（総３;古川ゼミ）･藤井智史･高田将人･須川和哉

  現在日本では少子高齢化社会の影響もあり、大学間での競争が激化している。そんな状況において、関西学院大学がこ
の先どう生き残っていくかを私たちはＰＲ戦略に焦点を当てて考察していきたいと思う。関西学院大学の知名度は関西圏で
は非常に高いが、全国的には必ずしもそうではない。そんな関西学院大学の全国的な知名度を上げるにはどうすればいい
か。現在実際に行われているＰＲ戦略を踏まえつつ、新たな提案を進言したいと考える。

17:40

E118 関学総政脱構築
阿部景太(総４)・岡本康・中西孝之

　　今年で、関西学院大学の総合政策学部も開学１３年を迎えました。今回の発表では、開学１３年を迎える本学部が、果たしてあるべき姿
であるのか、ということを検証することを試みました。総合政策における「本来あるべき姿」を検証していくことは、総合政策という学部に所属
する私たち学生にとって必要不可欠であると考えられます。またそれは、関西学院大学総合政策学部の未来へのアプローチとして重要なこ
とだと考えました。本来「総政」はどうあるべきかを様々な関係者の視点を踏まえて議論します。

18:00

E119 総政改革～もっとがんばれる授業を!!～
佐藤麻里子(総３；鈴木ｾﾞﾐ)･寺崎真依子･堀内美希･宮脇啓介

  あなたが今通っている総合政策学部!!どんな思いで毎日通っていますか??  授業に対する学生のモチベーショ
ンを調べ、これまで以上により積極的な取り組みを望める対策を提案します。これを見れば、充実したキャンパス
ライフがあなたを待っています!!

18:20

E120 学生研究の可能性～リサーチフェアに焦点を当てて～
高橋研一郎(総３；関根ゼミ)・赤枝祐輔・伊来浩樹・坂口実・古川ちづる

　毎年多くのアイデアや政策立案が行われる中、リサーチフェアが終わったとたん探求を辞めてしまう例が数多く存在します。今年で11回目
を迎えるリサーチフェアですがいつしか出場する事が目的になり発表したらそこで終わりになってはいないでしょうか。また学校側に提案さ
れた多くのアイデアはどこまで実行に移され検討されているのか疑問に思った方も少なくないはずです。そこで実現可能性の高いアイデア
や提案を選定し、より実行に移す事のできるリサーチフェアの後の組織作りを私達は提案します。



ポスター発表（ディスカッション・タイムは11月７日[金]14:00～15:00）

Ｐ１

日本の医療、介護分野における人材不足の問題は外国人によって救われるのか？
花原涼（総３；園田ゼミ）・安藤悠希・中澤祐一郎・青木律子・入海まみ・奥村慧・田仲由実

　これから日本が直面していく深刻な問題のひとつである少子高齢化問題。これは医療、介護分野における人材
不足の問題をも引き起こす。日本政府は、ＡＳＥＡＮ諸国との間で締結されているＥＰＡ（経済連携協定）により、
締結国であるインドネシア、フィリピンから看護士や介護士を受け入れることで問題解決を図ろうと考えている。
果たして、この取り組みが本当に問題解決に繋がるのだろうか？さまざまな視点からこの問題を考えてみる。

Ｐ２

POSHプロジェクト　～世界文化遺産・石見銀山フィールドワーク報告～
難波真伊子（総４；中野ゼミ)・岡林雄大・大石遼・下村淳一・真柴竜児・藤松大士・木下奈美

　中野ゼミの世界遺産政策研究グループ（POSH）では、調査の一環として、世界文化遺産に昨年度登録され
た、島根県大田市にある石見銀山を訪れました。現地ではガイドの会、大田市役所、島根県庁などを訪ね、世界
文化遺産登録に至るまでのプロセス、登録後に生じた問題や今後の課題などについて、実務に携わっている
方々から話を伺い研究を進めました。石見銀山の魅力をフィールドワークの様子とともに、写真なども用意してみ
なさんにお伝えします。（参考：口頭発表Ｃ１１３）

Ｐ３

今井地区公民館改造計画
宇賀治知香（総４；加藤ゼミ・建築ゼミ）・人見知佳・辻野富美子・高村奈保

　ところは奈良県橿原市今井町。ここに一軒の公民館があります。その名も今井地区公民館。その見た目は日
本全国によくあるような公民館らしい公民館。でもなんか‥馴染んでない！なぜ！？　実はこの今井町、国に
よって重要伝統的建造物群保存地区に選定されているのです。周囲は伝統的な日本建築の家々なのに‥公民
館だけ超平凡！　そこで外観を今井町らしい建物に、そして内部をより住民が集いやすい空間に！　リニューア
ル計画スタート！

Ｐ４

私が見つけた震災復興物語
山本翔子（総１;室崎ゼミ）・北田千尋・中島優・佐衛田夏巳・葦田美緒・安光梨恵・加藤由衣・大谷龍平・天野まゆら・山本侑紀・

入江舞・塩入友貴・安達大佑・西谷匡史・小林法子・美田さくら・高橋健・亀井直人・栗山裕輝・鶴山亜裕美

　阪神・淡路大震災からの復興をなしとげた地区の中でも、特色のある４つの地域について紹介する。街の人々
の力で火災を防いだ真野地区／震災前と復興後で商店街のあり方が変化した西宮北口地区／歴史的な景観を
残しつつ、地盤から町づくりに取り組んだ築地地区／身近な公園が、復興時から現在に至るまで大きな役割を果
たした鷹取地区。それぞれの地区で行ったフィールドワーク、インタビュー等から学んだ教訓を、『復興物語』とい
う形でまとめ発表する。

Ｐ５

高校生の地域参加～新しい成功ループ～
畑井克彦（伊丹市立伊丹高等学校教諭）

　昨年、私たちは数々のイベントをこなす中で学んだ、プロジェクトの「成功ループ」について紹介しました。そし
て、今年のハロウィンイベントはより充実したものとすべく、３学年協働で準備を進めていきました。しかし、各学
年間でのコミュニケーション不足に陥る、という事態が発生した。なぜ、うまくいなかったのか。どうやってそれを
乗り越えたのか。ハロウィンイベントを経験した中から学んだプロセス「新しい成功ループ」について図を用いて
分析する。

Ｐ６

今こそ必要？！～NEWカフェテリア～
笹倉麻衣（総２；建築ゼミ）・石橋宙明・松田佑斗・垣尾俊彰・北出悟士（総３）・宗像杏奈・米田理沙・塚本真己

　学科増設により、これから４年のうちに1000人増える予定の三田キャンパス。今のままでは食堂が足りない！
ということで、建築ゼミ２回生が今までにない食堂を提案します。

Ｐ７

Change!! 三田本町!!　～三田本町商店街の施設提案～
石原凌河(総３;都市環境デザイン演習角野・上野・橋本ゼミ)・小川優花・杉浦靖明・谷本豪・寺井友哉・南友貴

　三田本町商店街といえば、ほんまちラボ。ほんまちラボはソフト面のまちづくりの成功例として全国から注目を
集めました。しかし、ほんまちラボの活動がなくなり、三田本町商店街は再び活気がなくなりつつあります。なら
ば、ハード面のまちづくりで三田本町商店街は活性化するのでしょうか？　私たちはハード面から三田本町のま
ちづくりについて考えていき、商店街が活性化するような新しい施設を提案します。

Ｐ８

ゴミゼロックス～ECoFLが推進するゼロ・ウェイスト～
坂野晶(総２）・東輝実・中谷勇輝（総３）・山東晃大

  世界で広まりつつある「ゼロ・ウェイスト」という概念がある。単純に英語そのまま、「ゴミをゼロにしましょう」とい
うこと。ただ、単にゴミをゼロにするというだけでなく、普段の生活スタイルから無駄をなくしていこう、そのための
システムを創ろう、という意味も込められている。日本では徳島県の上勝町から始まったこの取り組みを、私たち
はKSCで、そして三田市でも進めていきたいと考える。



Ｐ９

市民農園の開設意義と現状
平井聡(総M１)

　近年、農作業を気軽に体験できる市民農園がクローズアップされている。市民農園が盛んな欧州諸国では、そ
れを都市計画の一部に組み入れるほどである。一方、日本では1924年に 初の市民農園が開設されて以降、
紆余曲折を経ながら現在に至っている。特に1980年代からはニーズの高まりもあり、全国各地に開設されたが、
ここ数年は開設数も緩やかで、安定期に入ったといえる。そこで、日本において市民農園を開設する意義を紹介
すると共に、市民農園の現状とその発展に必要な条件とは何かを考察する。

Ｐ１０

環境都市
福田純子（総３;安高ゼミ）・松谷明香・浅野剛・中澤篤史

三田市における現段階の環境政策（ゴミ・交通・緑化・家）を調査し、その問題点を探り私たちがより良い環境政
策を提案する。

Ｐ11

知床モデルエコツアー～知床イイトコ知っとこ！～
西原弘剛（総３；安高ゼミ）・宮島えりか・長島秀俊・大江千尋・鈴木美由紀

　日本で世界自然遺産に登録されている北海道の知床半島。環境への関心が高まっている近年では、コツーリ
ズムという考えが広がりつつある。しかし、世界遺産知床では、そのエコツーリズムの観点から見た問題が多々
あり、見直す必要がある。私たちは、現在知床のエコツアーにある問題点を考え、それらを解決し、本当のエコツ
アーとは何かを考えた。そして、世界遺産知床半島の放蕩のエコツアーのあり方を示すために、エコツアーのモ
デルツアーを企画した。

Ｐ12

原油価格高騰による漁業への影響
辰馬舞(総３;鈴木ゼミ)・小関紘平・佐々木直哉・白神徹弥

  原油の値段が上がり、私達の生活にも様々な影響が出ています。今回、私達は漁業という側面から、高騰の原
因や、影響、解決策を考えていきます。

Ｐ13

視覚から心に訴えることは出来るのか？～タバコポイ捨て編～
宗實陽子(総３;李ゼミ)･中山亜耶･永田麻依･寺田美紀･當山実佳

  みなさんはポイ捨て禁止のポスターを見てポイ捨てを止めますか？落ちているタバコの吸殻の数が、ポスター
という視覚からの訴えによってどのように変化するかを測定しました。果たして人の心は視覚からの訴えに反応
するのか、反応しないのか。

Ｐ14

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ファイナルエディション

エヴァンゲリオンから見る共生～人類補完計画　完全版～
西谷賢一（総１；Ⅰ鎌田ゼミ）・酒井里菜・志水恵美・徳山まどか・鍋谷拓哉・山城千鶴・山本沙羅

　　「新世紀エヴァンゲリオン」は、自己の殻に閉じこもることで共生関係を失うことになった現代社会を映し出し
ている！なかでも他人が思っていることが見える世界を創ろうとしている『人類補完計画』は重要な鍵となる。こ
の計画は、登場人物の身勝手な考えに従い、理想の人間関係を築こうとしている点で共生できているとはいえな
い。またこのキャラクター性はアニメ固有のものではなく、現代社会に生きる私たち一人一人の本質と重なる。こ
の作品を取り上げ共生について考えることは、現代の人と人の共生理解に新しい光をもたらすだろう。

Ｐ15

劇的！ディズニー社会のリフォームプラン～あなたは魔法にかけられている？！～
石原夕季(総１;鎌田ゼミ)･藤本博基･河井達生･井高早紀･西村祐佳･崔花

  夢と魔法の国と言われるディズニーランドは、消費中心の私たちの生活の写し鏡である。あなたが「あの人個
性的！」と思う時、持ち物や服装、髪形などで判断してはいないだろうか。それは既に、消費という魔法にかけら
れているのだ。一般的には、個性を求めるということは見た目を装うことと思われているが、私たちの考える個性
とは、他人との関わりによって認識させられるものである。現代の私たちの生活を改善し、自分と他者とのあるべ
き共生の姿を、ディズニーランドを例に考え直してみたい。

Ｐ16

日記からみるコミュニティ～日記の歴史的背景からコミュニケーションの希薄化を考える～
塙恵美(総１;鎌田ゼミ)・村井聡・槇香保里・田後まるり・堀田尚吾・葛村望実

　　共同体の中での信頼関係の紡がれ方には、情報が人間関係をつくるものと、情報が人間関係をあらわしてい
るものがある。前者の共同体は社会であり、後者は家である。現代社会は利益を追い求めるあまり、社会的な共
同体において、契約による信用関係の占める割合が大きくなり、家における信頼関係が希薄になっている。この
ような社会において、現代の日記とされるブログは、技術や情報のやりとり、趣味嗜好のものとなっている。私た
ちは、人間関係の希薄化を考察するための題材として、日記の持つ本来の役割を取り上げる。



Ｐ17

Rail for your life' 次代の就活トップランナー～就職活動代行業 ㈱レールライフ～
古林悠子（総３；鎌田ゼミ）・宮本寛子・増田竜馬・大鳥雅史・橘綱男（総４）・長嶋範幸

㈱レールライフはあなたの就職活動を全力でサポートします！ 現在の就職活動は、学生を蝕む 悪のシステム
です。私たちレールライフは、そのような悪から皆さんを守り、次代のリーダーとなっていただくために、やってき
ました。レールライフは大志を抱く学生に、満足な就職活動を提供するべく誕生した、時代の 先端を担う会社で
す。未来ある学生が、就職活動のために大切な授業を休んで後悔する…。私たちはそんな時代を変えるために
戦います。夢見る学生を応援し、誰もが幸せになれる理想のビジネスプランを、レールライフは実現します。

Ｐ18

ペットの“食”を考える
勝又由実（総３;今井ゼミ）・佐野杏奈・福永知記

　近年、“食”への関心が高まっています。みなさんも自分の“食”については考えたことがあると思いますが、み
なさんの大切なペットの“食”について考えたことがありますか？私たちの身近な存在だからこそ、安心できる
“食”を用意してあげたい。では、安心できる“食”とは何なのでしょうか。ペットフード？手作りごはん？　今回は、
イヌをクローズアップしてペットの“食”についてみなさんと一緒に考えていきたいと思います。

Ｐ19

商店街　VS　スーパーマーケット
小野恵（総１：Rossゼミ）・能登麻衣子・竹崎かな・武田一博・小林裕太

　　私たちのグループでは、商店街とスーパーマーケットの市場調査を行い、実際に消費者がなぜ、商店街を選
ぶのか、なぜスーパーマーケットを選ぶのか、を検証しました。それぞれの答えには理由もあり、納得させられる
ような答えが出てきました。そして、これらの検証の結果、商店街やスーパーマーケットになにが必要かをグルー
プ内で話し合い、数々の答えが導かれ、元気がなくなっている商店街の将来などをまとめてポスターで展示しま
す。

Ｐ20

ローマの広場～計画された空間～
舞田あゆ美（総３；加藤ゼミ）・大久保えりな・三浦麻理子・小川優花・井上ゆり

　ローマでは広場は市民、観光客が多く集う欠かせない重要な空間です。そんな重要空間を建築的に見ることに
よって、新しい見方、楽しみ方を伝えていきたい。

Ｐ21

駅前における景観政策の比較
宮原一徹（総３；加藤ゼミ）・幸純也・山本祐士・窪田恵大・竹安麻里・袁素香・竹岡文

駅前開発が進展する中、駅前における景観政策は都市によって様々である。地域によっていかなる特性がある
のかを考察し、それを基にそれぞれの地域を比較する。それらの地域には日本の主要都市だけでなく中国の主
要都市も含め、国際的比較と共に、より良い駅前開発とはどのようなものなのかを発表する。

Ｐ22

ホッキョクグマの危機
山本佳之介(総３；鈴木ゼミ)・中瀬麻子・于婷・単稲

　内容は多岐にわたりますが、今回の私たちの発表ではおもに、北極の氷の氷解、それにともなう現地に生息す
るホッキョクグマの生態について発表を行います。発表ではまず、ホッキョクグマの簡潔な説明から始まり、ホッ
キョクグマの生息する地の環境変化等を図、グラフを用いて説明します。現在、ホッキョクグマの生息数はここ30
年で約３分の１にまで減少しています。その原因は主に環境破壊による北極の氷の氷解や狩猟だと考えられて
います。私たちの発表ではこれらの生息数減少の理由を深く掘りさげ、北極の氷解を止めるにはどのような手段
が考えられるか、また、氷解を止められないのであればどのような手段が考えられるかを考察します。

Ｐ23

「上ヶ原クエスト」で上ヶ原キャンパスを攻略せよ！！
稲継小百合(総４;伊佐田ゼミ)･寺村孝一

　ＫＳＣに通うあなた！！上ヶ原キャンパスで迷ったことはありませんか？！たまに上ヶ原キャンパスに行く機会
はあるものの、ＫＳＣとは異なる広々としたキャンパス内でなかなか目的地に到達できずに困ったことがあるとい
う人、少なからずいると思います。そこでその問題を解決するため、私達は「上ヶ原クエスト」というものを作成し
ました。「上ヶ原クエスト」は、ゲーム感覚で上ヶ原キャンパスを模擬体験することができる便利なソフトです。ポス
ター発表の際には、そんな「上ヶ原クエスト」を皆さんに体験していただこうと思います☆

Ｐ24

ファッショントレンドとメディア
小野愛美（総４；ティヘリノゼミ）

ファッショントレンドとメディアについて研究発表します。



自由形式　第１日（11月7日）

自由
形式

１

神戸三田キャンパスイントロダクションムービー
森貴弘(総３;山田ゼミ)・古谷将・山本諭・杉岡達朗・大嶋敦宏

　関西学院大学神戸三田キャンパスを５つの視点（１．総合政策学部新学科の設立、２．総合政策学部とは、３．
神戸三田キャンパスの施設、４．神戸三田キャンパスの周辺、５．神戸三田キャンパスでの課外活動）から考察
し、Adobe Flashを使ったアニメーションを作りわかりやすく神戸三田キャンパスの魅力を伝える。（Ⅱ-104教室；
11:00-12:00）

自由
形式

２

おいしいひととき～おいしいコーヒーここにあります～
吉田恵梨奈(総３)・田尾有加里・湯浅徹也(総１)

　フェアトレードのカフェをＯＰＥＮします!!フェアトレードってなに？？私にも出来ることはあるのかな？　そんな方
は私たちのカフェに立ち寄ってください。おいしいコーヒー(free)とこころあたたまる雑貨をご用意してお待ちしてお
ります。（Ⅱ-105教室；11:00～16:00）

自由
形式

３

Flashアニメーション入門ワークショップ
小林史幸(総４;山田ゼミ)･塚原大祐(総３)･武川志織･安本枝理子

  簡単なFlashアニメーションを作るFlash入門のワークショップです。Flashとは動画やゲームなどを作成するため
のソフトウェアです。Flashを使えば、簡単に自分でアニメーションやゲームなどを作ることができます。今回は人
間が走っている姿のアニメーションを作成します。「パソコンでアニメーションを作るなんて難しそぉ」と思われがち
ですが、コツさえ掴めば結構簡単に作れるので、山田ゼミのメンバーで優しく丁寧に教えたいと思います。（Ⅱ-
106教室；14:00～15:00）

自由
形式

４

みんなが主役の街づくりをめざして～三都市から見る街の特色とこれから～
住本温美（総政３年；中條ゼミ）・大岡尚司・水津杏子

　発表を通して、自分が住んでいる街の特色をもう一度考えてもらい、市民が街づくりに関心を持ってもらえるよ
う、意識を変えることを目標とする。発表では、市民主体となって実践した街づくりの事例、また「伊丹」、「三田」、
「箕面」３都市をいろいろな角度から紹介し、私たちなりの政策提案を紹介する。さらに、自分が住んでいる街に
置き換えて考えてもらえるよう、参加型のワークショップなどを取り入れる。自分の街のあり方、そして自分がど
のように街と関わっていくかを考えてもらうきっかけ作りを目指す。（Ⅱ-202教室；11:00～16:00）

自由
形式

５

ようこそモンゴルの世界へ
飛田裕利恵(総３；上野ゼミ)・池田茜・石田一喜・泉田梨沙・解元・鹿子雄介・北村慧祐・喜多弘明・澤井亜矢香・谷口晴香・長田

太紀・畠山優子・藤田水都・増田慎・松本学

　モンゴルへ行ったことがある方も、ない方も、ぜひモンゴルの世界へ足を踏み入れてください！私たち上野ゼミ
生は、今年の夏にゼミ研修でモンゴルへ行きました。そこで実際に知った都市状況・文化・遊牧民の生活などを、
映像や写真、ポスター、ゲルのオブジェを使って、教室全体で表現しました。モンゴルのインフラや交通問題、迫
力ある映像でお届けします。遊牧民の生活、こだわりある写真で表現します。ポスターでより詳しくモンゴルのこ
とを説明します。ゲルの中にも入れちゃいます！モンゴルを体験して、新たな世界を発見してみませんか？？
（Ⅱ-203教室；11:00～17:00）

自由
形式

６

KGアメリカンフトボールプロジェクト
貴島耕平（総３：中條ゼミ）・松島康太・岩田淳・金城忍・藤田あかり

　関西学院大学体育会アメリカンフットボール部「ファイターズ」　ファイターズは歴史、実績共に日本アメフト界を
代表するチームである。私たち中條ゼミと理工学部の早藤ゼミではファイターズへの支援を行ってきた。今回は
三田キャンパスではあまり知られていないファイターズの活躍を映像を交えて広報すると同時に、私たちの支援
の内容を紹介する。（Ⅱ-207教室；11:00～12:00）

自由
形式

７

Guide to Flash  ～フラッシュアニメーションの魅力を知ろう～
福本絵美（総４；山田ゼミ）・西尾由衣・松下香織・真下智之・隅田素晴

私たちの発表の目的は、見に来てくれた人に「フラッシュをやってみたい！」と思ってもらう事です。ポスターを用
いてフラッシュについて説明を行い、そして次にネット上にある簡単なフラッシュアニメーションを見てもらいフラッ
シュを身近にそして、簡単にできるものなのだと感じてもらいたいと思います。 後には私たちが作成したフラッ
シュアニメを紹介します。(Ⅱ-207教室；13:00～14:00）

自由
形式

８

視覚で伝える久野ゼミの魅力
笠井梓（総３・久野ゼミ）・風川美緒・後藤美那・安達優子・橋本紗綾佳・新井大輝・柴田貴澄・大木茉莉・池田佳映・

  久野ゼミでは毎年、夏休みを使って全国各地の国立公園に実習に行かせてもらいます。国立公園の目的は利
用と保全であり、公園ごとによって保護方法も利用方法も違います。その活動内容を視覚である写真を使って感
じ取っていただきたいと思います。（国際交流コーナー；9:30～18:30；８日も展示）

自由
形式

９

関学生は国境を越える！！～国連学生ボランティアプログラム(UNSVP)～
荒木文菜(総４)・奥山愛子・前原太詩・荒木雄介(総合政策研究科)他、UNITeS/UNSVP参加者

　2004年以降、40名以上の関学生を世界の開発途上国に送り出している、国連学生ボランティアプログラム(旧：
UNITeS)。関学生は、国境を越え、現地の人々と共に働くことで、何を想い、何を感じたのか…!?　関学生が体験
した国際機関のでの仕事とは…!?　現地の様子や活動内容を、写真や民族衣装、活動で使用した道具を展示す
ることで紹介します。（Ⅱ-109教室；11:00～17:00；８日も展示）



第２日（11月８日）口頭発表C会場（Ⅱ号館204教室）

10:00

C201 No oil, No life in Indonesia !?
太田千尋(総３年;久保田ゼミ)･黒田祐衣･谷田隼人･王一信･松井こころ･工藤陽平･湯浅康平･除健･せつ家愚

  インドネシアは石油産油国でありながらも、石油輸入国となっています。この国は、73年と97年のアジア通貨危
機の打撃を受けながらも、経済建て直しを目標に、石油産業を中心に工業を発展させてきました。現在の世界
は、石油を巡る動きによって絶えず変動していますが、その情勢の中OPEC脱退という政治的選択をしたインドネ
シアが、今後どのような政策を打ち出していくのかを検討していきたい。

10:20

C202 ベトナムの戦災復興
岡田崇志（総３；室崎ゼミ）・小田高之・石津理紗

  ベトナム戦争においてベトナムはアメリカ軍による爆撃や枯葉剤を使った攻撃によって多大な被害を受けた。その戦災の被
害からベトナムは今日に至るまでどのような政策をとることで復興を行い、自国の成長・発展に努めてきたのだろうか。このプ
レゼンテーションではそうしたベトナムのベトナム戦争後から現在に至るまでの国家としての歩みを町並み・住宅の復興、文
化財の復興、そして教育・福祉の政策を通して紹介する。また日本の災害復興のあり方を考える上での参考となるような教
訓をベトナムの復興から引き出す。

10:40

C203　「ナイトの不確実性」の観点に基づくIMFの果たすべき役割の考察～アジア通貨危機の反省と失敗～
竹田幸平(総２;基礎演習Ⅰ亀田ゼミ)・滕世陽(総１)・森綾乃

　1997年、アジア通貨危機が発生した。それから10年余り経った今日、アメリカでのサブ・プライムローン崩壊による金融破綻の影響が凄ま
じい。実は、これら性質を全く異にする両者をある観点から見つめると、似た構図に気づくことができる。その観点とは、「ナイトの不確実性」
である。アジア通貨危機では、IMFの救済案は裏目に出た。それは、この不確実性の観点が欠けていたことによるのではないか。本発表で
は、この「ナイトの不確実性」の視点に基づくとき、IMFがいかなる救済策を打ち出すべきであったかを、考察していく。

11:00

C204 排出権取引について～今後の日本にとって本当に必要か～
井波亜由美（総３；園田ゼミ）・乾圭太・古屋後勇太・田村早絵子・津田哲兵・古藤由佳・長嶋まり奈

 近年、世界中で環境問題が深刻な問題となっています。温暖化が急速に進み、世界中の気候に大きな変化をもたらしています。そして温
暖化の対策として温室効果ガスを削減する目的で、「排出権取引」が欧米で行われています。EUやアメリカでは、CO2や温室効果ガスの削
減に成功しています。そして、日本でもCO2のさらなる削減を目指して排出権取引を行うか検討中です。排出権取引は、日本にとってメリット
もあるが多くのデメリットも存在しています。これらのメリット・デメリットを考えて日本にとって排出権取引は必要なのかどうか考えてみたいと
思います。

11:20

C205 「パスポート、取りたいんですけど・・・」～離婚後300日問題をめぐって～
牧雅貴（総３；関根ゼミ）・吉田恵梨奈・井上貴千・中谷矩

  海外への修学旅行のためにパスポートを申請したある女子高生が、無戸籍であることを理由に発給されませ
んでした。無戸籍になってしまった原因は、民法772条のいわゆる「離婚後300日規定」にあります。無戸籍者に
は公共サービスが受けられないといった問題が生じており、全国で戸籍取得の訴訟が起きています。国も通達な
どで対応していますが、十分ではありません。この「離婚後300日問題」についての研究を発表することで、皆さ
んに関心を持って考えてもらいたいと思います。

11:40

C206 ３色思考の意思決定～意思決定のための新聞の読み方～
川本淳（総政卒業生；元井垣ゼミ）

　何かものごとを決めるには“何のためかという目的”“制約となっているもの”“そもそも何を決めるのか？”とい
う３要素が必要となってきます。この３要素さえ数値化できれば、あとはコンピューターが一通り計算してくれて求
めている答えを出してくれます。つまり、コンピューターに計算させられる状況までを、どう自分で構築できるかが
大事になってきます。そこで今回は３色の蛍光ペンを使って実際に練習してみようと思います。

12:00

C207 学生が考える広告モデル
古庄祐樹(総３；山田ゼミ)・下里真央(総４)・尾野由季(総３)・西山篤・山上翔大・旭泉かりん・吉岡達哉・美矢祥吾・増田雄介

  三田キャンパスはとても良い場所なのに、関学といえば上ヶ原のほうをどうしても意識してしまう。これは、関西学院大学の
神戸三田キャンパスの知名度が上ヶ原と比べ、低いからです。　「もっと多くの人々に三田キャンパスを知ってもらいたい」と
いう私たちの思いから、この企画はできあがりました。三田キャンパスを学びの場として使っている私たち三田キャンパス生
だからこそわかる、三田の良さ！！その良さを前面に押し出した広告企画！！ 広告の新たな形『五感で感じる広告！！』

12:20

C208 'Rail for your life' 次代の就活トップランナー 就職活動代行業 ㈱レールライフ
橘綱男（総４；鎌田ゼミ）・長嶋範幸・宮本寛子（総３年）・古林悠子・大鳥雅史・増田竜馬

 ㈱レールライフはあなたの就職活動を全力でサポートします！ 現在の就職活動は、学生を蝕む 悪のシステ
ムです。私たちレールライフは、そのような悪から皆さんを守り、次代のリーダーとなっていただくために、やって
きました。レールライフは大志を抱く学生に、満足な就職活動を提供するべく誕生した、時代の 先端を担う会社
です。未来ある学生が、就職活動のために大切な授業を休んで後悔する…。私たちはそんな時代を変えるため
に戦います。夢見る学生を応援し、誰もが幸せになれる理想のビジネスプランを、レールライフは実現します。

12:40

C209 高校生の地域参加～新しい成功ループ～
中川祐一（法４）

  昨年、私たちは数々のイベントをこなす中で学んだ、プロジェクトの成功ループについて紹介しました。そして、
今年のハロウィンイベントはより充実したものとすべく、３学年協働で準備を進めていきました。しかし、各学年間
でのコミュニケーション不足に陥る、という事態が発生した。なぜ、うまくいなかったのか。どうやってそれを乗り越
えたのか。ハロウィンイベントを経験した中から学んだプロセス「新しい成功ループ」について分析する。



第２日（11月８日）口頭発表Ｄ会場（Ⅱ号館111教室）

10:00

D201 日記からみるコミュニティ～日記の歴史的背景からコミュニケーションの希薄化を考える～
村井聡(総１;鎌田ゼミ)・塙恵美・槇香保里・田後まるり・堀田尚吾・葛村望実

  共同体の中での信頼関係の紡がれ方には、情報が人間関係をつくるものと、情報が人間関係をあらわしてい
るものがある。前者の共同体は社会であり、後者は家である。現代社会は利益を追い求めるあまり、社会的な共
同体において、契約による信用関係の占める割合が大きくなり、家における信頼関係が希薄になっている。この
ような社会において、現代の日記とされるブログは、技術や情報のやりとり、趣味嗜好のものとなっている。私た
ちは、人間関係の希薄化を考察するための題材として、日記の持つ本来の役割を取り上げる。

10:20

                                　　　　　　　　           　　　　                                                                         ファイナルエディション

D202 エヴァンゲリオンから見る共生～人類補完計画　完全版～
山城千鶴（総１；鎌田ゼミ）・酒井里菜・志水恵美・徳山まどか・鍋谷拓哉・西谷賢一・山本沙羅

  「新世紀エヴァンゲリオン」は、自己の殻に閉じこもることで共生関係を失うことになった現代社会を映し出して
いる！なかでも他人が思っていることが見える世界を創ろうとしている『人類補完計画』は重要な鍵となる。この
計画は、登場人物の身勝手な考えに従い、理想の人間関係を築こうとしている点で共生できているとはいえな
い。またこのキャラクター性はアニメ固有のものではなく、現代社会に生きる私たち一人一人の本質と重なる。こ
の作品を取り上げ共生について考えることは、現代の人と人の共生理解に新しい光をもたらすだろう。

10:40

D203 劇的！ディズニー社会のリフォームプラン～あなたは魔法にかけられている？！～
藤本博基(総１;鎌田ゼミ)･石原夕季･河井達生･井高早紀･西村祐佳･崔花

  夢と魔法の国と言われるディズニーランドは、消費中心の私たちの生活の写し鏡である。あなたが「あの人個
性的！」と思う時、持ち物や服装、髪形などで判断してはいないだろうか。それは既に、消費という魔法にかけら
れているのだ。一般的には、個性を求めるということは見た目を装うことと思われているが、私たちの考える個性
とは、他人との関わりによって認識させられるものである。現代の私たちの生活を改善し、自分と他者とのあるべ
き共生の姿を、ディズニーランドを例に考え直してみたい。

11:00

D204　web2.0と企業
藤田泰仁（総４；ティヘリノゼミ）

　web2.0企業が今後どのようになっていくか、可能性などを探る。

11:20

D205 Second Lifeで都市デザイン～市民参加の新しい形とは～
小栢雅史(総４；ティヘリノゼミ)

　戦後、我が国の都市政策は、経済発展や効率性を重視し、道路、公園下水道などのインフラ整備を中心に進
められてきた。　結果として経済発展し、国民の生活水準が向上した。一方で、自然破壊や公害の発生、コミュニ
ティの崩壊、文化や歴史遺産の喪失などの問題、近年の環境問題への対応などが課題となっている。こうした課
題の解決には、都市のエンドユーザーである市民の参加が不可欠である。市民参加の新しい形として、Second
Lifeを使った都市のデザインをプレゼンテーションする。

11:40

D206 携帯電話業界の危機と将来性
馬越準也(総４；ティヘリノゼミ)

  飽和状態といわれている携帯電話業界に登場したiPhone。しかし、業界の活性化につなぐことができず、撤退
するメーカーまで現れている。発表では、iPhoneが成功しなかった理由、また、業界を活性化するのに必要な要
素を考察し、新たなツールを提案する。

12:00

D207 劇的ビフォーアフター　(関学Webページ編)
清水聡（総３；伊佐田ゼミ）・田中愛・岩下永奈

　学生や教員の方から使いにくいと評判の関学のWebページをもっと使いやすいように改良します。現在のペー
ジは何がどこにあるかわかりにくい状態です。学生や教員の方からの声をもとにもっと使いやすいページを作り
ます。

12:20

D208 これでいいのか神戸三田キャンパス？～設計から利用実態まで～
大平仁士（総４；加藤ゼミ）・内山顕三郎・辻野富美子・小西池拓哉・山本佳代

  みなさんは神戸三田キャンパス（KSC）の設計について考えたことがあるだろうか？  身近な建築物に対する私
たちの意識はどのようなものか？ 私たちは、大学を利用する学生に対して、KSCの建築物の認知、イメージ、利
用実態を調べた。 後に、現代の都市をよく見てほしい。見ている間に、貴方は、また、聞き、ぶらつき、そして見
ているものについて考えるでしょう。【キーワード】KSC、建築、都市、イメージ、空間、学生、大学



第２日（11月８日）口頭発表Ｅ会場（Ⅱ号館201教室）

10:00

E201　みんなでつくろう鴨川公園
戚暁輝（総Ｍ２）・岡田唯・三崎知沙（総４）・和田真莉恵（龍谷大学経営１年）・野畠章吾（株式会社クロス･クリエイティブ･コア）

　都市の魅力創出、近隣商店街の活性化、市民生活の向上などに貢献できる“都市公園づくり”とはどのようなも
のか。鴨川公園は、市街地・住宅地が近隣に含まれ、様々なステークホルダーが存在するため、ニーズも多様で
あり、目指すべき公園づくりがイメージしにくい。しかし我々は、ステークホルダーが自ら公園づくりにかかわるこ
とによって、真にニーズに沿った公園づくりができるのではないかと考えている。本発表では、鴨川公園の現状と
そこにあるニーズを踏まえた上で、望まれる公園づくりを実現するための政策提案を行う。

10:20

E202 中山間地域のこれからのあり方とは？～社会的企業を中心に考える～
萬田剛史（総Ｍ１）

  本報告では、中山間地域における、いわゆる社会的企業を軸とした地域運営の可能性を探る。現在、多くの中
山間地域においては、過疎化等に伴う地域の活力低下が叫ばれ、旧来の過疎法等では、それをくい止めること
が出来ていないのは明白である。こうした中山間地域の維持および活性化には、究極的には、人口の増加をど
のように図るかが重要な課題となってくるが、本報告では「現在の生活レベルをいかにして維持していくか」という
命題を設定し、先進事例地の報告も織り交ぜながら発表を進めることとする。

10:40

E203 市街地の農地保全のあり方～尼崎市富松地区を事例として～
平井聡(総M１)・萬田剛史

市街地における農地は、農産物の生産だけでなく、豊かな自然環境を住民に供給する機能も包含する重要な空
間である。ところが近年、宅地化が進んだことなどによって、市街地における農地減少が著しい。そのような中
で、尼崎市富松地域では、地場野菜の復活を中心とした様々な取り組みが行われている。その結果、農地の活
用が促進されただけでなく、様々な派生効果も生じている。そこで、この発表では、富松地区での取り組みを紹
介するとともに、これからの市街地における農地保全の可能性を探ることとする。

11:00

E204 日本農業の可能性～農業の差別化RITS案～
藤川祐輔（立命館大学政策科学１）・清家佑基・後迫英利・佐野懸太郎・杉山祥一朗・竹村彬

  日本の農業は近年様々な問題を抱えている。例えば食料自給率低下の問題だ。現在、我々日本人は世界から
大量の食料を輸入して生活を営んでいる。しかし、自給率が低下すると様々な問題が起こる。食糧安保・国際収
支の不安定・食の安全性などだ。では、自給率を上げるにはどのような政策が必要なのか。自給率を上げるに
は海外に勝たなければならない。しかし安さでは海外には勝てない。そこで私たちは、日本産食料の差別化とい
う切り口で、JAという組織も含めてこの問題をリサーチする。それらを踏まえ、自国内での持続可能な農業を実
現するために政策を提言したいと考える。

11:20

E205 大梅田エリアマネジメント～違法駐輪をなくせ！～
西田真司(総３;角野ゼミ)・小野巧馬・樋上雄哉・山口敬寛(総４)・米倉里依

  現在、都心部では違法駐輪問題が顕著である。大阪の梅田地区もその例外ではなく、違法駐輪によって歩行
者空間が侵食され、まちのブランド力が低下している。これは、単純に駐輪場を増やせば解決するという問題で
はない。それはどういうことか？梅田の違法駐輪はどうすればなくなるのか？実際に行った梅田地区でのフィー
ルドワーク、福岡天神地区でのヒアリング調査を基に、エリアマネジメントの観点から、その解決の糸口を探り、
新たな梅田の可能性を見出す！！

11:40

E206 やっぱり老後はゲートボール！？～豊かな老後を送るには～
山森梨那(総３;渡部ゼミ)･青山奈央・西谷加寿香･北出悟士

　みなさん、老後で思い浮かぶのはやはりゲートボールでしょうか？　将来、仕事や子育てなど「やらねばならな
いこと」がなくなった時、今まで「ねばならない」に費やしていたその時間をあなたは何のために使いますか？　私
たちの発表では、若者の老後のイメージと高齢者生活の実態を比べて、豊かな老後生活を送るためには何が必
要なのかを提案します。そして、この発表を聞いたみなさんが豊かな老後生活への一歩を踏み出せますように。



自由形式　第２日（11月８日）

自由
形式

８

視覚で伝える久野ゼミの魅力
笠井梓（総３・久野ゼミ）・風川美緒・後藤美那・安達優子・橋本紗綾佳・新井大輝・柴田貴澄・大木茉莉・池
  久野ゼミでは毎年、夏休みを使って全国各地の国立公園に実習に行かせてもらいます。国立公園の目
的は利用と保全であり、公園ごとによって保護方法も利用方法も違います。その活動内容を視覚である
写真を使って感じ取っていただきたいと思います。（国際交流コーナー；10:00～16:00）

自由
形式

９

関学生は国境を越える！！～国連学生ボランティアプログラム(UNSVP)～
荒木文菜(総４)・奥山愛子・前原太詩・荒木雄介(総合政策研究科)他、UNITeS/UNSVP参加者

　2004年以降、40名以上の関学生を世界の開発途上国に送り出している、国連学生ボランティアプログ
ラム(旧：UNITeS)。関学生は、国境を越え、現地の人々と共に働くことで、何を想い、何を感じたのか…!?
関学生が体験した国際機関のでの仕事とは…!?　現地の様子や活動内容を、写真や民族衣装、活動で
使用した道具を展示することで紹介します。（Ⅱ-109教室；10:00～15:00）

自由
形式
10

未来の留学生へのメッセージ～A Case of Japanese University Student in Canada～
市口幸治（総3、Sawyerゼミ）・木村友栄・山本生

　大学留学成功の秘訣とは！？　カナダの大学へ留学経験のある人を中心にアンケートを取り、現地で
の英語教育が日本人留学生に与える影響やどうすれば充実した留学生活が送れるのか考察したいと思
います。（プレゼンテーションは英語で行います）(Ⅱ-111教室；13:00～14:00）



ビジネスプラン・コンテストForesight 2008

テーマ：あなたの健康を支えるヘルシーライフデザインビジネス
主旨：今年の４月、「メタボ健診」が義務化されました。「メタボ健診」ができた背景には、日本人の生活習慣の
変化や高齢化によって、生活習慣病や生活習慣病予備軍の人が年々増加していることが挙げられます。そし
て近年、その影響は中高年だけでなく、若者や子どもにも及んでいます。しかし幅広い世代の“健康”に対し
て注目が増す一方で、ライフスタイルの多様化等により、健康維持のための方法も個々に合わせていく必要
があります。そこで、今年度の課題は、個々のニーズを満たすような「あなたの健康を支えるヘルシーライフ
デザインビジネス」の策定です。なお、既にビジネスプランとして確立されているものは避けて下さい。

タイムライン・要旨

10:00-10:10
司会挨拶・審査員紹介

(10分）

10:10-10:45
(35分）

チーム名 Trickster　　
会社・事業名 life-log
我々がこのビジネスを企画するに際して注目したのは、健康保険組合が何故メタボリックシンドロームに積極的に取り組むことに
なったのか。という点である。（中略）これらの問題への解決のために我々のビジネスにより、新たな健康のスタイルを提案できる
と考えられる。　我々が提案するビジネスが、健康保険組合をクライアントとして捉えているということは先述の通りであるが、その
内容について説明していく。　まず、我々は、企業が設立している健康保険組合と協力して、その企業が抱える被保険者である社
員のデータを蓄積し、そのデータを運用し、コンサルティングを行うことで自己管理の手助けを行うことがビジネスの骨子である。
（中略）被保険者の情報を蓄積して、健康な状態へのアプローチを行うという我々の新規性についても、この情報化社会において
これから更に成長性がある分野だと考えられる。また、「メタボリックシンドローム」は軽度ながら複数の疾患が複合して見られる
状況を指しており、この段階で更に大きな疾病に繋がることを防いでおけば、医療費は大幅に軽減され、さらに、高額医療費を発
生させる心筋梗塞や脳卒中の発症頻度も下がると考えられており、厚生労働省や、経済産業省が取り組み始めていることから、
この問題は更に注目されていく分野であると考えられる。

10:55-11:30
(35分）

チーム名 TAICHAN’S
会社名 Meter Box
事業名 SNSで健康促進サポート
事業の特徴、概要（新規性、競合性、市場性・成長性）事業の特徴は、SNSを利用し、全国の大学生（18-22歳）を
ターゲットに健康促進を実行する。既に、多数の健康促進SNSサイトが存在しており、競合性はあると考えられる。
またターゲットを大学生限定とすることにより、新規性を出していきたい。また、「メタボ健診」の導入と共に、ターゲッ
トとなる大学生の健康への関心が増加していく傾向もあり、さらなる市場拡大は見込めると考える。

11:40-12:15
(35分）

チーム名 松本ファミリー
会社名 みかづき株式会社
事業名 塾弁当配送サービス
事業の特徴、概要（新規性、競合性、市場性・成長性）
　新規性―夜間生徒の集う場である塾において、栄養価の高い食事を規則正しい時間に提供する。
　栄養科の学校等と提携し、食事メニューの立案を委託する。
　市場性―食の安全性の問題から食生活を見直す風潮がある
　成長性―受験戦争の中、塾通いの生徒は今後も増加し、顧客を確保できる

12:15-13:00
昼休み

（45分）

13:00-13:35
(35分）

チーム名 福田内閣
会社名 有限会社豊生
事業名 ヘルシーコミュニティー/地域活性化支援事業　　　　　　　　　　　　
事業の特徴、概要（新規性、競合性、市場性・成長性）
　年金問題、後期高齢者医療制度、振り込め詐欺など、高齢者を取り巻く環境は年々厳しくなる一方である。そこ
で、これらの問題を社会的に解決すべき課題と捉え、地域住民と共に課題解決、また、地域活性化に取り組む支援
事業を三田市で展開する。そして、兵庫県が県内の中学2年生を対象として、1998年から実施している「トライやる
ウィーク」をモデルとし、“大人”のトライやるィークを提唱する。WHOが提唱する健康の定義によれば、健康とは肉
体的、精神的、社会的に健康であることを指す。弊社が展開するビジネスに於いては、社会的健康を重要事項であ
ると捉え、閉鎖的になりがちな世代が社会的に健康に安心して暮らせる地域社会再生を目指す。

13:45-14:20
(35分）

チーム名 株式会社シルバ
会社名 シルバ
事業名 ぷらぷらっと　
事業の特徴、概要（新規性、競合性、市場性・成長性）
　私たちは、「シニア世代を今よりもっと元気にする」ことを理念に、団塊の世代やシニア世代を対象としたフリー
ペーパー発行事業を行います。地域密着型で、読者参加型のフリーペーパーという媒体を通して、地域での交流の
場を紹介し、家に閉じこもりがちな高齢者が地域の人々との交流によって、生きがいを得られるような環境づくりを
提供したいと考えています。団塊の世代がいかに地域経済に貢献できるかが課題になっている今日、今までにな
い視点で作成された読者にとって身近なフリーペーパーを通して、々の交流や街の活性化に貢献します。

14:25-14:50
講評・閉会

(25分）



コンテストの後は．．．． 15:00～16:30　於：Ⅱ-102教室

コンテスト記念講演会

「サッカークラブと地域密着」
安達貞至氏（ヴィッセル神戸社長）

　今年のリサーチ･フェアでは、ヤンマーディーゼルサッカークラブ・マネジャー、Ｊ１ヴィッセル神戸の社
長を歴任された安達貞至氏をお招きして、豊富なビジネスおよびサッカークラブ運営経験に基づくコミュ
ニティビジネス戦略をお話いただきます。総政の学生には必聴です。

ヴィッセル神戸は、地域に密着したクラブ
として、地域の皆さんとふれあい、地域の
元気づくりに役立てるような、さまざまな地
域活動を展開しています。

ヴィッセル神戸はプロサッカーチームとして
サッカーをするだけでなく、地域貢献をするこ
とが大きな目的のひとつとなっています。
Ｊリーグの「ホームタウンにおいて、地域社会
と一体になったクラブづくり（社会貢献活動を
含む）を行い、サッカーをはじめとするスポー
ツの普及および振興に努めなけ　ればならな
い」という理念のもと、スポーツ文化の振興活
動に取り組んでいます。「 Ｊリーグ百年構想 」

●あなたの町に、緑の芝生におおわれた広場やスポーツ施設を作ること。
●サッカーに限らず、あなたがやりたい競技を楽しめるスポーツクラブをつくること。
●「観る」「する」「参加する」。スポーツを通して世代を超えたふれあいの輪を広げること。

【安達貞至様のプロフィール】

1961年　関西学院大学商学部卒
1994年　株式会社ヴィセル神戸強化部長に就任
1996年　株式会社ヴィセル神戸常任取締役ゼネラルマネージャー昇格
　　　　当年11月退社
2005年　株式会社クリムゾンフットボールクラブゼネラルマネージャーに復帰。
　　　　同年６月、常任取締役就任。
2006年　代表取締役社長就任

　現在までに、ヤンマーディーゼル株式会社にて大阪防災設備販売部長、東京陸用特販部長を
歴任、ヤンマー東日本株式会社にて代表取締役社長、全日本スポーツ株式会社（横浜フリュー
ゲルス）にてゼネラルマネージャー、株式会社ニシテックにて顧問、日本プロサッカーリーグ（J
リーグ）にてマッチコミッショナー等、数々の役職に就任。

ヴィッセル神戸の誕生と
ホームタウン活動



政策プラン・コンテストView 2008

テーマ：ワーキング･プアを救え！
　現在、日本の社会で指摘されている様々な労働問題の１つに、“ワーキング・プア”があります。“ワーキング・プア”と
は、正社員と同じような仕事に就きながら、年間収入が生活保護水準以下の人たちのことを指す言葉です。現在、日本
には500万人から700万人の人が、この状況に陥っているといわれ、今や見過ごせない大きな階層を形成しつつありま
す。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「もっと働きがいのある社会をーーー!!」
　労働者がこのような言葉を口々に言うようになってしまった日本社会。この問題を身近な課題として捉え、まず自分の周
りから変えていけるような政策を考えてみませんか？

タイムライン・要旨

10:00-10:10
司会挨拶・審査員紹介

(10分）

10:10-10:45
(35分）

チーム名 Wealthy Life
政策名 雇用維新！～神戸からの送りバント～
コンセプト 農業で、心身ともに豊かになろう
　働けども貧困にあえぐワーキングプア。彼らの中にはお金だけでなく、未来のビジョンや生きがいをも喪失してい
る者もいる。格差社会の是非を問うよりもまず、彼らにこのような現状を脱却してもらうのが先決である。我々は兵
庫県神戸市をモデルに、同じく日本が抱える問題のひとつである「農業」によって、彼らに全く新しい生き方を、プロ
ジェクトを通して提案したい。地域を受け皿に非正規雇用の現場では得られない、地域密着型の仕事を通して、自
らの手で何かを創り出し、地域社会に貢献するといったやりがいや充実感と共に、安定的な生活を目指していくこと
を目標とする。また、地域住民にとってはワーキングプアの置かれている境遇や現状を知るきっかけにもなり、地域
全体でワーキングプアを支えていくといった土壌や雰囲気も同時に作り出していく。

10:55-11:30
(35分）

チーム名 チームDK
政策名 学生のまち京都による、学生発の母子家庭支援広報
コンセプト 学生の町、京都から発信する母子家庭支援政策
学生のまち、京都を舞台に母子家庭を支援するＮＰＯに、福祉やその他様々な分野の学問を学ぶ学生などを参加
させ、母子家庭世帯の母親労働者に対して、必要な情報を的確に発信し、また親身になって相談することのできる
組織を作ることで、今まで支援にありつくことのできなかった母子家庭世帯の支援を行い、改善につなげる。従来、
ＮＰＯの視点だけでなく学生の視点が入ることでよりきめ細やかなケアを行うことを期待する。

11:40-12:15
(35分）

チーム名 鎌田ゼミ
政策名 総合政策的視点に基づく農村コミュニティ政策
コンセプト コミュニティの形成によるワーキングプア問題の総合的解決
本プロジェクトのコンセプトは「コミュニティの形成によるワーキングプア問題の総合的解決」です。ワーキングプア
問題は、「働く貧困者」と言われるように、「金銭的な貧困」の問題であるという認識が一般に多いように感じます。し
かし、それだけが問題ではないと私たちは考えます。ワーキングプアの人々の多くはパート・契約社員・派遣などの
非正社員であり、これらの就業形態では正社員に比べて相対的に収入が低いことに加え、職場を転々とせざるをえ
ず、雇用保険などの社会保障を受ける機会が相対的に低く、また、職場での人間関係が築きにくいということがあり
ます。彼らはセーフティネットの恩恵を享受できない「社会的な貧困」、また、人と人との関わりが失われたことによ
る「心の貧困」にも直面しているといえるでしょう。「心の貧困」はすべての人々に起こりうることです。人と人との関
わりが失われつつある今日、問題を問題として認識する意識が共有されていないがゆえに、ワーキングプアという
現象がここまで拡がったと私たちは考えます。ワーキングプア問題を解決するためには、「金銭的な貧困」に目を向
けるのみでは不十分で、総合的な視野で原因を見定めることが不可欠です。
　そこで私たちは古くからの農村での生活に着目し、『農村コミュニティ政策』を提案します。プログラム参加者は農
家に弟子入りします。そして、
・衣食住の確保による「金銭的な貧困」の解消
・コミュニティの形成による「社会的な貧困」の解消
・人と人との関わりの回復による「心の貧困」の解消

12:15-13:00
を通じて ワーキングプア問題の総合的な解決を目指します

昼休み
（45分）

13:00-13:35
(35分）

チーム名 ANDAS～一年次生～
政策名 プアケアプロジェクト
コンセプト ワーキングプアの子育てと自立の支援、ワーキングプアを核としたコミュニティの成立
家族をつくることで、人生をより豊かにする。その過程において経済的にも自立できるために、住居や育児において
の支援を行う。生活水準程度しか収入がなく、結婚、子育ての困難なワーキングプアに対して子育て支援を行う。
ワーキングプアのコミュニティをつくることで、孤立状態をなくす。加えて、ワーキングプアを中心とした地域コミュニ
ティを確立することで、ワーキングプアに対する社会的包摂を涵養する。

13:45-14:20
(35分）

チーム名 The Slap Kids
政策名 THE　PROJECT～よりよき雇用環境を求めて～
コンセプト SOEによるロストジェネレーション世代の救済
　よりよい雇用環境を求めて、注目した世代はロストジェネレーション世代（1993～2004年度新卒者）である。この世
代は、バブル崩壊などの背景により、非正規社員率が高く、この問題が も深刻な世代である。そこで、今回私た
ちが提案するのは、ハローワークの補佐的役割を担うSOE（Satisfaction　Of　Employment）という組織を立ち上げ、
特にロストジェネレーション世代に関して、アルバイトから正規社員への採用の有無など、さらに詳しい企業情報を
提供、人材を求める企業の募集、スキル研修を行い、マッチングすることで正規社員化を達成する。また現在ハ
ローワ―クで不足しているメンタル面でのケアも行っていく。

14:25-14:50
講評・閉会

(25分）



リサフェでOBG訪問！ ～一歩先のリアルな未来～
2008年１１月８日（土）　１４：００～１６：００　
各車座　１時間×２回　学生１０人程度　入替え制

テーマ チューター プロフィール・備考 会場

1
出産・子育
てしながら
働く

金山浩子 総合政策卒業時に「助産婦しかない（特に自宅分娩介助。いわゆる“産婆”さん）」と決
意。一年間、日中はOL（営業・広告など）、夜はアロマセラピーとリフレクソロジー施術
者として働き、学費を貯める。翌年京都府立医科大学医療技術短期大学部看護学科、
つづいて助産学専攻科を経て、助産婦に。現在京都市左京区の日本バプテスト病院
勤務。3年前に息子、今年の夏に娘を自宅出産。

Ⅱ-214ａ

（Ⅰ期生Greeneゼミ）
助産婦

埜田陽子 9年3月学部卒業後、関電の子会社にSEとして就職。６年半働き、過労の恐怖、将来の
不安を感じて退職。自治体の経験者採用を目指すが正職員は受からず、３年限定職
員になり、堺市立保育所で事務員として４ヶ月の産休を挟んで３年目。１年目の秋に30
才で出産した男児が２才。

（Ⅰ期生・長峯ゼミ）
保育所事務員

2

ＮＰＯのいう
名の戦略～
社会起業家
としての生
き方（仮）

小杉崇浩 総合政策学部在学中よりボランティアとして障害者福祉に関わる。総合政策研究科博
士後期課程在学中にNPO法人WELnetさんだを設立、代表理事となる。現在常勤スタッ
フ16人、非常勤スタッフ約50人。三田市障害者就業支援センター事業、障害者居宅介
護事業、単独型短期入所事業、就労移行支援事業、就業継続B型事業、福祉有償運
送事業、支援者養成事業等を手がける。すべての市民が暮らしやすいまちづくりを実
践中。 Ⅱ-214b

（Ⅱ期生・渡部ゼミ）
ＮＰＯ法人ＷＥＬｎｅｔさ

んだ

角野綾子 京都大学大学院・エネルギー科学研究科にて修士号取得後、旧：UFJ総合研究所
（現：三菱UFJリサーチアンドコンサルティング（株））の環境コンサルタント
として３年間勤務。その後、NPO法人日本教育開発協会（JAE）学校教育事業部
に転職し、小中高生を対象としたキャリア教育の企画・コーディネートを担
当。

ＮＰＯ法人ＪＡＥ

3

対人援助職
～人が人を支
援するしごと～

荒木澄玲 卒業後スーパーに就職するが、介護職に転職。現在は地域の高齢者・家族の相
談対応や地域づくりをしています。社会福祉士、精神保健福祉士、介護支援専
門員。福祉以外の日々のことや就職に関する相談もどうぞ。キーワードは、社
会福祉、対人援助、高齢者虐待防止、認知症、資格、就職・転職、キャリアな
ど

Ⅱ-214c
（Ⅰ期生、渡部ゼミ）
社会福祉法人　神戸老人ホーム住
吉・御影あんしんすこやかセンター

4 金融

匿名 卒業後、三菱信託銀行へ入社。６年半を支店で渉外業務に従事。この間2度の合
併を経験。その後、米銀派遣生として、1年間関連の米銀で、主に米銀のリテー
ルビジネスについて学ぶ。帰国後はリテール本部で、中期経営計画や総合予算
の策定、管理を主に行っている。

Ⅱ-214d
（Ⅱ期生；久保田ゼ
三菱UFJ信託銀行株

式会社

5

総政的
MarketingC
ommunciati
on！

武田優子 ヘアケア、スキンケアブランドのMarketing、PRを担当しています。日々マクロ
からミクロまで、幅広い発信先に対していかにメッセージを作成し、伝達する
のか?Communication Strategyについて考えていますが、これからの
Marketing/Brandingについて総政的視点で皆さんと考えられればと思います。

Ⅱ-214e
（Ⅴ期生・Greeneゼミ）

ユニリーバ・ジャパン
（株）

6 メーカー
岩谷 裕司 卒業後小林製薬㈱に入社。5年間の営業経験、2年間のマーケティング経験を経

て、現在は経営企画部門に在籍。会社の面白さを、経験談を通じて「楽しく」
お話します！

Ⅱ-210（Ⅰ期生・高畑ゼミ）
小林製薬

7

世間の風あ
たりの強い
公務員、そ
の真相は？

赤松克之 5年間東京などで銀行に勤めたあと、兵庫県にUターン採用。それなりに民間経
験が生かせる仕事には就けているけど、財政難の地方自治体で今後もやってい
けるのかどうか不安な毎日．．．。

Ⅱ-207

（Ⅰ期生；片寄ゼミ）
兵庫県

高塚航太 大学院在学中より、フィールドワークのため、豊中市市政研究所の活動に参
加。現在は豊中市伊丹市クリーンランド新炉建設課にて新施設整備業務を担
当。

（修士課程修了）
豊中市

8

ものづくり
の魅力～新
たな価値を
創造する仕
事

松下裕崇 卒業後、庭師に。2005～2006は英国Waddesden Manor、Royal Botanic Garden
Edinburgh, Logan、Benmore Ntional Garden Scheme理事、個人邸等にて庭師修行。
帰国後、また三田を拠点に全国で作庭中。 主な作品にパティシエ・エス・コヤマの庭

Ⅱ-204

（Ⅲ期生；Ｇｒｅｅｎｅゼミ）

庭師
木葉慎介 Ｐ＆Ｇにてヴィダルサスーンブランドマネージャーを務める。

（Ⅲ期生・Greeneゼミ）

P&G

9

社会人に
なってから
修士課程で
学ぶこと～
総合政策研
究科での２
年間の学び
で得たもの
～

呉屋奈都子 研究科一期生で、高校で教鞭を執る中で、プライベートの子育て中、主に夜間院に通
いました。研究目的は、学童保育での障がい児童のひとり親世帯のお母様たちとの出
会いから・・・官依存からの民意識改革でした。2000年に設立したNPOも今年で８年。政
策研究科で得た手法を、修了後も教鞭業務の企画、他様々なネットワークづくりに生か
しつつ、生かされつつact locallyを胸に刻み日々ボチボチ過ごしています。

Ⅱ-203

（修士Ⅰ期；柴田研究室）

高校教諭

中川芳江 研究科の一期生。「自然環境とビジネスの共存」をコンセプトとし「ビジネスを通じて直
接的・間接的に環境保護・自然とヒトの共存に寄与する企業活動を行う」ことを目的とし
て、1998年に宝塚にて株式会社 ネイチャースケープを立ち上げ、グリーンコンサルティ
ング、自然環境保全・再生シンクタンクなど幅広い活躍を行っています。共著で「ソー
シャル・アントレプレナーシップ―想いが社会を変える」（NTT出版）

（修士Ⅰ期；片寄研究室）

株式会社 ネイチャー
スケープ

あと、お１人調整中 研究科の一期生。長峯先生の著書「地方分権と公共選択」と出会い、地方公共団体
（市役所）勤務をしながら、総合政策研究科で学ぶ。現在、転職をして東京にてコンサ
ルティング業務に従事。



10

政策を考え
るⅡ～民主
的な政策決
定とは～

白岩正三 松下政経塾を経て、豊中市の外郭団体「豊中市政研究所」にて地域コミュニティづくり
に携わる。2007年4月の統一地方選挙に出馬し初当選、豊中市議会議員1期。

Ⅱ-202

(Ⅰ期生；田嶋ゼミ）
豊中市市会議員

関本秀一 総政大学院在学中に三田市議会議員選挙に出馬し初当選。１期で実現した政策は数
十に及び、独自の改善案で経費を五千万円以上削減。08年、政策策定に必要なツー
ル等をまとめた実践本を作ろうと思い立ち、2期目に出馬せず引退。

（Ⅱ期生；Martenゼミ）

前三田市市会議員
西哲史 慶應義塾大学政策メディア研究科、株式会社博報堂社員を経て、2007年4月の政令指

定都市となって初めての統一地方選挙に堺市西区から出馬、当選。 堺市議会議員１
期。

（Ⅲ期生；Rossゼミ）
堺市議

11 学校のセン
セイ

中村恵子 大学時代は渡部先生のゼミで勉強していました。　ゼミでの勉強、ボランティ
アサークルでの経験から　私は今の職業を選びました。　なぜ、今の職業を選
んだのか、仕事のやりがいなどについて話せたらいいなと思います。

Ⅱ-112

（Ⅷ期生・渡部ゼミ）
大阪府内養護学校

谷真理子 三年生を担当しています。初めて受け持った生徒達と共に過ごせるあと5ヶ月
間、大切に過ごしたいと思っています。今は文化祭に向けて準備中☆生徒会活
動やクラス合唱に燃えています！大成功できますように…♪

（Ⅷ期生・渡部ゼミ）
姫路市立飾磨中部

12 教育

北村美香 現在、宝塚市の
公立中学校の社
会科教員として

　総合政策学部出身者として、現在学校の教員として働いて
いる現役教師が、その実情について多くを語り、教員を志す
みなさんのアドバイスが出来ればと思います。今回公立の教
員、私立の教員とも参加しますが、なかなか聞けない学校の
現状、また、社会、英語、数学のそれぞれの教員が、それぞ
れの学校での経験や実情について話します。ぜひ、遠慮なく
いろんな事をどんどん聞いて下さい。教員を志している人
も、少し教員を視野に入れて現在教員免許を取得中の人も、
実際の現場の話を聞くことによって、その目的が明確になっ
たり、また本当に教員で良いのかを考えるきっかけになった
りすればよいかと思っています。

Ⅱ-111

（Ⅰ期生久野ゼミ）
中学校教員

山田優介
勤務中
現在神戸市の中
高一貫の私立中
学・高校にて数
学科教員として

（Ⅱ期生中條ゼミ）
啓明学院中学校・高

等学校　数学科

田村真紀子 現在山梨県にて
英語科の教員と
して勤務中。

勤務中。

(Ⅹ期生今井ゼミ）
教員

13
想いをカタ
チに(海外
ビジネス）

永井亨 大学時代はCVSG　JAPAN等のNGOを通じカンボジアなどでのボランティア活動
や、キャンプなど小学生対象のレクリエーションや中高生対象の様々な体験学
習事業を手がけるNPO法人BRAIN HUMANITYの活動に参加、運営にも関わる。そう
いった活動を通じ、組織の変革や人材育成を通じ、社会を変革するという志を
もつようになり、コンサルティング会社を中心に就職活動を行う。結果的に
は、新卒でのコンサルティング会社への就職は実現できなかったが、発展途上
の国、地域へ行き日本製機械工具の新規市場を開拓するという、「世界の変
革」の一翼を担う一人として、大きな一歩を踏み出した。仕事内容は、下記URL
を参照下さい。小生のインタビューが掲載されています。
http://www.thaiseng.co.jp/index.html
http://job.mynavi.jp/09/pc/search/corp67980/premium.html

Ⅱ-107

（Ⅷ期生・福田ゼミ）
泰盛貿易株式会社

（入社３年目）　営業
部第２グループ（ベト
ナム向け機械工具等

輸出）担当

14

ＳＥとして働
くとは?　～
現役ＳＥの
ホンネをお
話します～

国枝功 大手鉄鋼メーカー営業様向けのシステム開発・運用・保守を仕事にしています。ＳＥはＩ
Ｔ知識や業務知識、プロジェクト管理スキルなど様々なスキルが必要でとても大変だな
と思う反面、やりがいも大きいです。当日はＩＴ業界の構造から、システム屋のやりがい
や悩み、気軽な就活相談までざっくばらんに皆さんとお話できればと思っています（社

Ⅱ-106

（Ⅶ期生・鎌田ゼミ)
コベルコシステム(株)

峯松航太
会人４年目）。
卒業後３年と１ヶ月、金融系のＳＥとして某大手都市銀行のシステム統合プロジェクトに
従事しました。色々と思うところがあってこの春に、メーカー系ＳＥに転職。心機一転新
たなキャリアを歩み始めました。久々に大学の皆様とお話しできるのを楽しみにしてい
ます(社会人４年目）。

（Ⅶ期生藤田ゼミ)
パナソニック情報シ

ステム(株)

大井敬弘 現在は、社内の業務効率化につながるアプリケーションの企画・開発と運用、あわせて
社内経理システムの運用を行っています。最前線で開発を行う、一般的に捉えられる
『SE』とは異なる感じですが、開発以外の業務も色々増えてきているのが実際のとこ
ろ。そんな立場からみた『SE』の姿もお伝えできればと思います（社会人２年目）。

（Ⅸ期生・窪田ゼミ)
パナソニック電工インフォメーション

システムズ（株）

15

マスコミを
目指す方た
ちへ（仮
称）

窪田 美沙 　卒業後、自動車リース会社に就職。５年の勤務の後、一念発起して学生時代からの
希望だったマスコミ関係の仕事に挑戦し、１年かかって記者に転職。現在に至る。　企
業、特にメーカーの取材が多く、業界特有の慣れない専門用語に四苦八苦しながらも
報道の第一線に立てる喜びを実感する毎日。仕事の流れ、必要なスキル、やりがいな
ど、素朴な疑問でも構わないのでどんどん聞いてください。 Ⅱ-105

（Ⅱ期生・園田ゼミ）
日刊工業新聞社

薮内 朋之 在学中は関学新聞で活躍。卒業後、2003年、現在の会社に入社。和歌山、豊岡支局
などを経て、昨年末に大阪本社整理部に異動。現在は社会面を担当し、レイアウトや
みだしをつけるなどしている。

（Ⅲ期生）
産経新聞社

◆内容
自己紹介（OBG＆参加者）

今の仕事内容＆この仕事を選んだ理由
仕事のやりがい、つらかったこと　etc.

Q&A
フリー・ディスカッション

注：テーマ、チューター等には、追加･変更等の可能性があります



発表者・参加者の皆様が楽しく懇談できる場です。

ぜひ、ご参加ください。

過年度の授賞式・懇親会の様子
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