
  主催：関西学院大学総合政策学部
実施：リサーチ・フェア実行委員会

　“社会への第一歩”としてのリサーチ･フェアを！

関西学院大学総合政策学部
Research Fair 2012

要旨集

「知の祝祭」リサーチ・フェア2012に寄せて

 
  リサーチ・フェア2012にようこそ

　リサーチ・フェアも今年で15回目を迎えます。このリサーチ・フェアはたんなる
「勉強のおさらい会」でもなく、ただのイベントでもありません。そしてそれは
“到達点”でさえなく、学生・院生の皆さんが社会に出ようとする“第一歩”なの
です。

  言い換えれば、リサーチ・フェアは高校から大学へ、そしてさらに社会へ、皆
さんがたどるべき道筋を示しながら、「大学」の持つ社会的機能を一点に集約
した濃密な時間である、と言えるかもしれません。

　皆さんが、どのような形で参加されるにせよ、リサーチ・フェアが持っている
多様な意味を感じとりながら、その中で自らの生きる道を探っていただきたい
と思います。

総合政策学部長　高畑由起夫

   開催：11月９日(金）、10日(土）



（写真は過年度撮影）
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１

　リサーチ・フェアは、総合政策学部から初めての卒業生を送り出そうという1998年
秋に、「卒業生の研究発表の場を設けたい」という故安保則夫先生からの提案で始
まりました。なお、安保先生はこの学部の創設時からかかわり、初代の学部長の天
野明弘先生を支えられた後、第２第学部長を務められたのですが、学部長ご退任
直後に急逝されました。

　安保先生は最初、「ゼミ単位の発表を」とお考えでした。しかし、他の先生方から
「うちのゼミではみんな違うことをしている」「どうせやるなら、個人で発表を」という
意見が強く、「理系では当たり前のポスター発表や自由形式も採用すればなんとか
なる」ととりあえず始めたのを覚えています。それから、様々な試みを経て、今年で
15回を数えます。

　その経緯を踏まえて、学生の皆さんにお伝えしたいのは以下の２点です。　まず、
リサーチ・フェアは教職員と学生のコラボレーションで始まりました。とくに、このイベ
ントを始めた１期生の方々、彼ら／彼女らは“総合政策”というまったく新しい学部を
手作りで作り上げていった人達たちでしたが、リサーチ･フェアもまたその一つでし
た。しかし、10回を超える回数を経て、今や、リサーチ･フェアも「当たり前」の世界に
なってしまい、学生の皆さんからさらなるイノベーションを図ろうとする意欲がやや
薄れてきた雰囲気も感じないわけではありません。そのあたり、皆さんの自発的な
活動を強く望む次第です。関心がある方は、是非、リサーチ･フェア実行委員会に学
生委員としてご参加いただければと思います。

　もう一つは、このリサーチ・フェアが様々なネットワークの一つの要（かなめ）になっ
ていることです。例えば、１～２年生は上級生の発表を参考に学科、ゼミを選択す
る。３～４年生はリサーチとプレゼンテーションの方法を実践して、卒業論文や卒業
後の仕事に活かす。さらに卒業生の方々は１年のこの日、キャンパスに戻って後輩
（＝皆さん）に自らの仕事を語り、皆さんは先輩の話から自らの進むべき道を選ん
でいく。ここ数年、高校からの発表者や見学者も増えました。そこに高校、大学、そ
して社会のつながりを見出す。それが大学が持つ本来の使命の一つ、リベラル・
アーツ（教養）の一つの姿だと思います。

　さらに付け加えれば、学生の皆さんに今、本当に望みたいのは“聴く”ことかもし
れません。リサーチ・フェアでもプレゼンテーションが中心となり、いきおい、みんな
自分の表現に集中する。しかし、（卒業後の社会がまさにそうですが）、みんな一年
中“プレゼン”しているわけではありません。

　むしろ、相手の話を“聴く”、しかも相手の“真意”を感じ取る、そして議論を重ね
て、それまで相手も自分も気づかなかった“新しい世界”に気づく。これがソクラテス
以来の対話型ディスカッションの本質です。そして、それができる方こそ、「自分が
生きている時代を生き抜く力」を身につけていると言えるでしょう。

　そう考えると、リサーチ･フェアこそまさに絶好に機会です。ほかの学生・院生・教
員が何を考え、何を伝えたいのか、そしてそれに自分はどう応えるのか？　さらに
議論の中から互いに思っても見なかった答えを探し出せるか？　という意味で、学
問の新たな地平＝真のワンダーランドにようこそ！

リサーチ･フェアの歴史と意義



Ⅱ-101
Cros Border Pollution ボランティア活動で空き家問題が解決

できる？

Yumi Munemasa et al Yuina Ohira et al Tomomi Ueta et al Kensuke Aramaki et al 魏小娥（総合政策研究科D2）

Climate Change 日本の中小企業なぜ長く続けるのですか？

Keisuke Nakamura et al 孫エン（総合政策研究科Ｍ１）

Illegal Drug Use 開発発展段階における政策の現状

Asami Kishida et al Junichi Yokoyama et al Natsumi Kamiryo et al Sayaka Kawahira et al 瀧川修生（総合政策研究科Ｍ２）

陳思佳（総合政策研究科Ｍ１）

駅前商店街は必要か? 難民政策の理想と現実 自由1 自由２ 自由３ 自由４ 自由５ 院5 Preventing the Galapagosization of Japan

鶴谷未来（総３年；長谷川ゼミ）他 重国郁哉（総政３年；園田ゼミ）他 谷川美央（総合政策研究科Ｍ２）

ゆるキャラの地域貢献 母子手帳の可能性 生き残る中山間地域

吉田葉菜（総政３年）他 田中俊行（総政３年）他 堀尾朋世（総合政策研究科Ｍ２）

篠山市の地域ブランド力と土地柄を活かした地域再生 Reduce child mortality
沖縄やんばるの世界自然遺産登録と国頭村
の内発的発展に関する地域振興政策の研究

森下奈津子（総政３年；長峯ゼミ）他 三橋咲那子（京都学園高校１年）他 大高茜（総合政策研究科Ｍ２）

日本におけるアグリツーリズモの再考 MALARIA 市民文化活動の多様性と寛容性

山本大貴（総政３年；加藤ゼミ）他 松岡由（京都学園高校１年）他 狩野仁哉（総合政策研究科Ｍ１）

ジオパークワークショップ 貧困と飢餓の改善に向けて
「縮小」の時代における都市構造の変化につ
いての研究

大隅冴子（総政４年；久野ゼミ）他 大橋恵理香（京都学園高校１年）他 松田卓也（総合政策研究科Ｍ１）

有馬富士公園をもっと活性化しよう 教育で貧困の悪循環を断ち切る
地域活性化政策における建築家の役
割に関する再検討

伊瀬知侑太（三田祥雲館高校２年） 上柏里々花（京都学園高校１年）他 西口真也（総合政策研究科Ｍ１）

大阪におけるオフィスビル空室の実態
とその利用

垣尾俊彰（総合政策研究科Ｍ１）
緊急時避難動線からみた特別擁護老
人ホームの建築計画についての研究

井上統一郎（総合政策研究科Ｍ１）

あなたと町の未来予想図 2012年アメリカ大統領選挙 社会的リスクの責任論

池淑子（総政３年） 杉若翔那（総政３年；小池ゼミ）他 竹内宏規（総合政策研究科Ｍ１）

池田町の魅力再発見！ 日本のソフトパワー外交 福島コットンプロジェクト

増田直樹（総政３年；鎌田ゼミ）他 熊木優歩（総政３年；井上ゼミ）他 尾崎裕真（総合政策研究科Ｍ１）

伝建と生きる
もし尖閣諸島をめぐって日中が国際司法裁
判所で争ったら

Simulation of tsunamis by 3D creation suite

石川翼（総政３年）他 仲田梨紗（総政４年；井上ゼミ）他 曹静（総合政策研究科Ｍ１）

上高地における意識調査 外国人児童がひらく未来の多文化共生社会のトビラ 新聞産業の大変動

岡田のぞみ（総政３年）他 大杉早代（総政３年；細見ゼミ）他 庭屋洋（総合政策研究科Ｍ２）

知ってた？日本は観光立国ではない！ 多文化共生社会の中で減災を考える オントロジーの概念を適用したWikiの話

大城勇登（総政３年）他 原田千尋（総政３年；客野ゼミ）他 米田卓史（総合政策研究科Ｍ１）

THE BEST 都市景観 関学生が日本を救う！ Kinectを利用しての健康維持

福壽優太（総政１年；鎌田ゼミ）他 西尾さゆり（総政３年；細見ゼミ）他 黒田智博（総合政策研究科 Ｍ１）
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D113
ステルスマーケティングによる影響力とリスク指標
から見る有用性（仮）

浦上楽(総政３年；古川ゼミ）他

川原萌生（総政３年）他 野上実香子（総政４年；Heffernanゼミ）他

Ｄ会場（Ⅱ-201）

秋山光（総政３年；窪田ゼミ）他

世代別にみる関西弁の否定形

EC Presentation

Organ Transplant

11:00

10:00

10:30
Ａ会場（Ⅱ-101）

国際交流
コーナーＣ会場（Ⅱ-111） Ⅱ-304

猪崎真理子(市立伊丹高校３年)他

14:00

14:30

A101 B101 C101
生き残るキャラクターの条件

神戸三田キャンパスから関学を変える！！

丸山遥香（総政４年；伊佐田ゼミ） 関学生向け就職支援サイトの作成

ホームページに宣伝効果は本当にあるのか古田智（総政４年）

ブランディングにおけるメディアの役割上野慎也（総政４年）

タイトル

洪美玲（総政３年；眞壽田ゼミ）他

女子大生のダイエットに対する意識調査

ICT活用による学内活性化　~KSC-Lifeプロジェクト~

五百田真衣（総政４年；伊佐田ゼミ）

深田真生子（総政３年）他

三田市南公園のまちなか里山公園構想と住民参加

出版社への著作隣接権の付与について

古家良和（総政３年）

角和貴子（総政３年；眞壽田ゼミ）他

院17

一票の格差

15:30

D107

有田志穂（総政３年；安ゼミ）

C110 D110

D108

D10916:00

　時間帯・教室ごとに、タイトルと発表代表者名、および記入された方のみ（　）内に所属ゼミ等を記しました（口頭／ポスター発表はスペースの関係から、サブタイトルを省きました）。

9:30

Ⅱ-102 Ⅱ-304 Ⅱ-305

9:00
Homelessness Malaria

時間

Women's Right

SNSにおける人間関係

インターネット出会い系

Homeless Problem
Mirei Yamamoto et al

Ｂ会場（Ⅱ-102）

藤田早希（総政３年；山田ゼミ）他

口頭発表

D101

あなたは群れたがり！？　それとも一匹
狼！？

渕上奈美（総政４年；中野ゼミ）他

柴田龍平（総政３年；窪田ゼミ）他

食生活の改革で地域を救う
A104 B104 C104

C105B105

12:00 A103 B103 C103

11:30 A102 B102 C102

山口俊朗（総政３年；長峯ゼミ）他

足立雅登（総政４年）
A106 B106 C106

バイバイ二度寝

Androidアプリ開発

武部彰寛（総政３年；窪田ゼミ）他

A107 B107 C107

A108 B108

12:30

13:00 A105

17:00 A111 B111

17:30 B112

13:30

A109 B109

ポスター発表（タイトル・発表代表者は下に掲載）

15:00

役に立つのか　私的違法ダウンロードの刑罰化法案

東日本大震災から学ぶ減災への取り組み

SNSがゲームセンターを救う？

中谷良規（KSC事務室）他

斉藤一輝（総政３年；今井ゼミ）他

節電による家庭への影響

尾上俊朗（総政３年；客野ゼミ）他

吉川亮（総政４年；八木ゼミ）他

谷掛大樹（三田祥雲館高校２年）他

高校生がまちの回遊性を創る？

高田えり子（総政３年；山田ゼミ）他

ジオパーク×教育

都市は唸る、共鳴する

田中邦昂（総政３年；長谷川ゼミ）他

方言分け目の戦い

瓦が魅せる日本の美

ジブリ映画『千と千尋の神隠し』から見る光の効果福島千尋（総政３年）他

村田春那（総政３年；斉藤ゼミ）他

白山麓誘客Webサイト for 関西

間取りから見る極東アジア

ミャンマーの観光産業の促進

小前愛（総政４年；久野ゼミ）他

震災復興においてカジノ導入は有効であるか？奥野翔平（総政４年；中野ゼミ）他

発表者

C108

A112

16:30

D102

勝井美世（総政３年）他

D112

大震災後の被災動物　

寺島省吾（総政３年；亀田ゼミ）他

見浪悠太（総政３年）他

A110

河野里沙（総政４年；小西ゼミ）他

坂東美悠（総政３年；細見ゼミ）他

尹智鉉（総政３年：亀田ゼミ）他

D105

平尾彩音（総政３年；古川ゼミ）他

メダカの生息しやすい環境とは？　

Looking for　総政！

財政安定化と受給額確保は可能か!?

B110

今井田千佳（総政３年；安高ゼミ）他

11:00
～

18:00

D111

鈴木豪（総政３年；安ゼミ）
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他

エコカー制度によるCO2削減効果分析及び
政策の提案

D104
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大学生に対するPB製品の販売戦略

総政発！大学生の力を国際理解教育に還元

クールジャパン
C109

木下莉奈（総政３年）他

高齢者のためのWebの表現と提示方法

余田一晃（総政４年）他

C111
地域SNSを知っていますか？

中田皓貴（総政３年）他

WiFiが生活を変える？！
C112

タイトル
福原祐樹（総政３年）他

発表者

平岡麻里（総政４年）他

ポスター発表
タイトル 発表者

三木田直哉（総政３年）他

コウノトリから学ぶ

藤原翔平（総政３年；今井ゼミ）他

ファッションのジェンダー 

エネルギーの革新

このままでいいのか、草原維持活動

尾崎裕一（総政３年；客野ゼミ）他

企業のCSRレポート公開状況

吉井彩夏（総政３年；宮川ゼミ）他

渡邊真衣子（総政４年）他

院3

Ⅱ-105

自由形式

エコミュージアムとしての屋久島

中江友貴（三田祥雲館高校２年）他

足立美咲（総政３年；宮川ゼミ）他

網谷千尋（総政３年;宮川ゼミ）他

ちゃんと分けてる？キャンパス内のごみ

夘野佑香（三田祥雲館高校２年）他

LCC参入における日本の航空業界と今後

エネルギーの自給自足

岩崎聡人（総政３年；宮川ゼミ）他 レジ袋の有料化と人々の環境配慮意識・行動の関係

放射能への不安

12:00
～

16:00

学生が変われば、社会は変わる

11:00
～

16:00

北川雄介（岡山龍谷高校２年）他
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他

本か情報か

リサーチ・フェア2012プログラム（修正・変更等の可能性があります。当日、掲示等する場合がありますので、ご注意ください）

院12

はたして原子力発電ゼロの世界は可能なのか

大学院発表

院6

D106

結婚観と家族観

院2

Ⅲ-1011階廊下

院9

院11
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12:30
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院10

Ｅ会場（Ⅱ-204）

靏美佳（総政３年）他

D103

院1

浙商文化”の影響を受ける浙江省
民営企業の経営戦略院4

院7

院8モ
ン
ゴ
リ
ア
ウ
ィ
ー

ク
　
2
0
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2

淋
翔
太
郎

（
総
政
４
年
上
野
ゼ
ミ

）
他

Ayasa Shiba et al

院18

院16

Big Brother Programs for Homelessness

三浦彩花（総政２年）他

11:00
～

18:00

院14

Nuclear Energy Death Penalty
Shimpei Ohnishi et al



Ⅱ-302 Ⅱ-303 Ⅱ-304 Ⅱ-305
電力不足時における節電事情 3.11のその後～復興への道のり～

世界遺産の観光開発に関する地域社会の
考察

畑山大樹（総政３年；宮川ゼミ）他 林佑一郎（総政３年；村上ゼミ）他 高瑞（総合政策研究科Ｍ１）

電気自動車はどこへいく？ 在日外国人が住みやすい地域とは？
溜池の消滅と周辺土地利用の変遷の
関係性について

引地洋月(総政４年)他 中山美咲（総政３年）他 福家徹也(総合政策研究科Ｍ２)

企業から学ぶ利益を生む特許戦略 KSCは三田市に対して何ができるか？
衛星データを利用したインドネシア・西カリ
マンタン州における土地利用・植生変化の
把握とその原因推定

松本幸士（総政３年；眞壽田ゼミ）他 毛利和義（総政３年；山根ゼミ）他 嶋村実香（総合政策研究科Ｍ２）

雑誌はなぜここまで売れないのか 日本のいじめ対策はどうあるべきか 兵庫県の基礎自治体における防災力の調査

金田頼宜（総政４年；伊佐田ゼミ） 松本和樹(総政３年)他 我謝賢（総合政策研究科Ｍ２）

ムーブメントが起こった時のメディアの役割 より美しく、持続的なコミュニティの発展をめざして ジェンダーの主流化を考える

石井伯海（総政４年;伊佐田ゼミ) 水野久仁香（総政３年；齊藤ゼミ）他 中みなみ(総合政策研究科Ｍ２)

禁じ手：日銀による銀行保有株買い取りの効果 一票の格差をどう考えるか？
言語オントロジーに基づくレシピ栄養分析
に関する研究

木浦里那（総政３年;亀田ゼミ）他 米田嵩央（総政３年；長峯ゼミ）他 鄭夢龍（総合政策研究科Ｍ２）

どうする？日本の財政再建 急成長国ミャンマーの教育 日本の高度経済成長とアマチュア無線

松本怜子(総政３年；亀田ゼミ)他 高松佳代（総政３年）他 仲田 周祐　（総合政策研究科Ｍ２）

言語景観とポライトネス理論

川畑尚貴（総合政策研究科Ｍ２）

3.11後の科学ジャーナリズムの在り方

金森宏仁(総合政策研究科M2)

院19

ディベート大会予選
Bブロック

A202 B202

B203

自由形式

自由６

国際交流
コーナー Ⅱ-107

Aブロック

自由５

Ⅲ-101

院24

院25

大学院発表

院20

院21

自由１

院23

Ⅱ号館演習教室等

院22

Ｅ会場（Ⅱ-204）

ディベート大会決勝トーナメント（第３厚生棟を予定）

A207

14:30

口頭発表

亀田ゼミ　「再チャレンジ可能な社会を目指して～事業仕分けと能力開発
　　　　　　による若年者雇用対策～」

9:00 A201

9:00
～

16:00
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淋
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）
他

10:00

A205

16:00

政策プランコンテスト：若者（30歳未満、再就職も含む）の就職難を解決するた
めの政策を立案せよ(Ⅱ-102教室）

A203

12:30

11:30

11:00

A206

Ｂ会場（Ⅱ-102）Ａ会場（Ⅱ-101）

9:30

B206

12:00

ブ
ル
キ
ナ
フ
ァ

ソ
に
お
け
る
電
波
利
用
促
進

国
際
研
究
協
力
活
動
の
紹
介

中
野
幸
紀
（

総
政
教
授
）

他

10:30 A204

時間

第
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日
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一
一
月
一
〇
日
［

土
］
）

B205

13:30

16:30

17:00

15:30

15:00

休憩
13:00

山根ゼミ　「介護福祉の公務員化」

14:00

総合政策学
部同窓会
OBG車座企

画
Ⅱ号館各会

場

B201

B204

院27

院26

表彰式・懇親会（第３厚生棟を予定）

ディベート大会予選の詳細は未
定です

B207

10:00～13:00

9:00
～

16:00



◆受付

口頭：   口頭発表
Ｐ：　　   ポスター発表
自由：   自由形式
ＥＣ：     English Communication Presentation
車座：   総合政策学部同窓会「車座企画」 自由５はⅢ-101
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レ
女
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レ
女

２階

Ⅱ－207教室
（車座）

Ⅱ－２０３
教室

（車座）
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（車座）
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Ⅱ－214
（車座）
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自由１
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Ⅱ－１１１
教室

Ｃ会場
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車座）
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Ⅱ－１１２
教室

（車座）
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Ⅱ－２０１教室
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男
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Ⅱ-303教室
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Ⅱ－304教室
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Ⅱ－305教室
（ＥＣ・ディベート）

Ⅱ-302教室
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ト）

階段

Ⅱ－206教室
（車座）

Ⅱ-１０６教室
（本部）

Ⅱ-107教室
（自由６・車座）

Ⅱ－205教室
（車座）

 Ｐ1      P2   P3    P4    P5    P6      

P29  
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 P14  P15    P16    P17   P18   
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５

教室

Yumi Munemasa Keisuke Nakamura Asami Kishida

Miyu Ihosaki Mayo Kida Hikaru Maruoka

Kana Nagashima Yoriko Fukui Mai Akao

Ai Fujimoto Nodoka Murao Chihoko Yonesaka

Yuina Ohira Mirei Yamamoto Junichi Yokoyama

Miki Takahara Sachi Fujiwara Yukio Takeda

Manami Fumimoto Ai Sakata Yoshito Furukawa

Takayuki Fuji Arisa Goto Takahiro Kobayashi

Tomomi Ueta Shimpei Ohnishi Natsumi Kamiryo

Hitomi Ikeda Shiori Abe Maki Kakiuchi

Yuma Kawai Hiromitsu Miyuki Eri Fukunishi

Jun Nakai Miho Ueda Shinji Yamamoto

Kensuke Aramaki Ayasa Shiba Sayaka Kawahira

Kokoro Murai Itsukushimi Kihara Yuriko Matsushita

Naoki Takada Erika Kosuga Haruka Sanada

Yurika Kubo Juri Sakamoto

10:00～10:25

Nuclear Energy

II-102

Organ Transplant

Research Fair 第１日（11月９日［金］）

Cros Border
Pollution

Illegal Drug UseClimate Change

Research Fair EC Presentation Schedule 2012
(9:00～10:30）

9:30～9:55

II-101

Big Brother

9:00～9:25

Homeless Problem

II-305

Women's Right

II-304

Death Penalty
Programs for
Homelessness

Homelessness

Malaria



６

13:00

11:30

河野千章（総政３年；長峯ゼミ）・前田悠志・朝川里菜・上田菜月・宮本佳苗・森下奈津子

A106：有馬富士公園をもっと活性化しよう

12:00

A102：ゆるキャラの地域貢献

　近年、彦根市のひこにゃん、奈良県のせんとくんなど、特定の地域をPRする役割を担った個性的な
キャラクターたちが話題になりました。ゆるキャラと呼ばれ親しまれる彼らは、地域の魅力をアピール
するために誕生したことに注目して、ゆるキャラが地域にもたらす利益や、ゆるキャラと地域の理想的
な関係を様々な視点から探ります。さらに得られた結果から、三田市の活性化の為にキッピーをどの
ように活かすことが出来るのか考察・提案を行います。

　都市部への人口の流出、農業従事者の減少による産業の衰退。近年の日本の農村には課題が山
積みである。この現状を打開するには、都市と農村の共存共栄を促す、新たなアプローチが必要とさ
れている。そこで私達は、イタリアの休暇様式の一つである「アグリツーリズモ」を再考する。都市部の
人間が、休暇を農村でのんびりと過ごす。そんな都市と農村の共存を実現するにはどうすればいいの
か。イタリアと日本を、多様な観点から都市・農村共に比較検証し、文献・資料と合わせて考察する。
そして地域活性化の為、新たなアグリツーリズモのスタイルを提案したい。

12:30

  三田の魅力あふれる公園・有馬富士公園。野山を散策したり、自然に関する学習をしたり、小さい子
どもたちのための遊びの王国があったり、全ての年代が自然に親しめることをモットーにしています。
しかし、私たち中高生の年代の利用者数はとても少ないのです。この年代の利用を増やし、さらに活
性化させる道を探ります。

A103：篠山市の地域ブランド力と土地柄を活かした地域再生

　今夏、9月8日午前10時より、石川県立白山ろく民俗資料館で、白山市内の小学生を対象に、ジオ
パーク構想推進にかかるワークショップを行った。白山市役所、大学生(久野ゼミと総合政策学部有
志)、地元企業の金沢庭材グループが協力し、白山手取川ジオパークのPRと地域教育の実践を目的
に企画した。実施までの経緯、当日の内容、満足度調査の結果やメディアの対応について報告し、本
企画の成果を考察、発表する。最後に、白山市役所観光推進部ジオパーク推進室様、金沢庭材グ
ループ様はじめ、ご協力頂いた皆様に心から感謝申し上げます。

山本大貴（総政３年；加藤ゼミ）・上杉一希・伊野貴之・前田佑介・西尾美佳・岡部純佳

A105：ジオパークワークショップ「始動！白峰探検隊☆～ジオパークには宝物がいっぱい～」の実施

伊瀬知侑太（三田祥雲館高校２年）・山本亮・松岡優里奈・藤本麻衣

大隅冴子(総政４年；久野ゼミ)・上野紗恵・河内泉希・小前愛・田中志帆・常盤明日美・渡部寛之・岡
本紋奈(総政３年；ヘファナンゼミ)・上林真弓(同；細見ゼミ)・武本千枝（同；今井ゼミ)・松岡佳恵(総政

鶴谷未来(総政３年；長谷川ゼミ)・鋳物卓・岩城晃士・柿本朗佑・木村隆二・小林由果・遠矢藍莉・山上
賢人・山崎晴菜

13:30

第１日（11月９日）口頭発表A会場（Ⅱ号館101教室）

11:00

吉田葉菜（総政3年）・本田美花子

A104：日本におけるアグリツーリズモの再考～イタリア式で救え！都市と農村の絆～

A101：駅前商店街は必要か?

　「商店街って活性化できてる?」「商店街なんて時代遅れやし古いやん」「大型ショッピングモールある
から無くなっても困らんよなー」「じゃあ高齢者はどこで買い物するん?」「車乗れんやん」「でも商店街
はコミュニティの場になってるやろ」…
大型ショッピングセンターの発展、郊外への人口流出によるシャッター街の増加など、商店街を取り巻
く環境は厳しくなっている。そのような現状に対し、商店街は果たして必要であるのだろうか?商店街
活性化は必要であるというこれまでの前提に捉われず、新たなモデルプランを提案する。

　昨今、日本の様々な農村地域で人口の減少が急速に進んでおり、それが原因で衰退していく街も
少なくない。私たちが通う三田キャンパスの近くに位置する篠山市も、人口減少が進んでいる街のひ
とつである。そのような中で、篠山市をいかに発展させ、いかに人口減少を食い止めるかが、これか
らの課題である。幸い篠山市は多くの自然や特産物、そして観光地や文化に恵まれている。その中で
も特に大きな地域ブランド力を持つ特産品と企業誘致という方法を絡めてアプローチをかける。これ
により、人口を増大させることができ、さらには地域再生、発展につながるのではないだろうか。
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石川翼（総政３年）・塚松葉瑠菜・中原ゆかり・原田悠里

岡田のぞみ（総政３年）・田島瑞季・戸叶尚真・野口真磨子・矢瀬綾香

大城勇登(総政３年)・小川智之・酒井香帆・柴山真帆・平嶋万莉子・森未来・山添歩

　現代の農村地域は衰退の傾向にある。農村地域を廃村した方が良いという議論もあるが、文化や
風土などの多様な観点から、農村が存続できる道を模索することも必要ではないか。本発表では、福
井県今立郡池田町を例として、農村地域が抱える問題を分析し、池田町の持続可能なあり方を探る。
現代の池田町の取り組みを踏まえた上で、さらに住民が池田町のアイデンティティを確認し、町の魅
力を自覚することを促す包括的な政策を提案する。

増田直樹（総政３年；鎌田ゼミ）椿原真太郎・柴原真子・塚田瑞穂、・藤井美穂・山口由希子（総政４年）

　現在、日本における旅行消費額は23.8兆円であり、生産波及効果は49.4兆円にも及ぶ。この数字は
GDPの5.5%を占めている。また、雇用効果は424万人であり、日本の総雇用の6.6％を占めている。こ
のように、観光業は日本経済に大きな影響を与えていると言える。しかし、日本人の海外旅行客数に
比べ、訪日外国人の割合は明らかに少ない。訪日外国人観光客数の減少の原因としては、様々な要
因が挙げられるが、根本原因として行政のPR不足が挙げられる。我々は訪日外国人旅行者増加を
狙った我が国の観光PR案を提案し、それによる経済効果について言及する。

A108：池田町の魅力再発見！～農村の持続可能性について考える～

A109：伝建と生きる。～地域のメタボリズム～

A112：THE BEST 都市景観～日本と諸外国との比較から見る未来の都市景観～

15:00

　鎌田ゼミが夏に訪れた福井県池田町には、私たち外部の人々をひきつける魅力が存在するが、そ
の魅力は他の地域にも見られるものである。では、池田町の魅力はなぜ際立って見えるのか、「町の
アイデンティティの確立」という問題に焦点を当てて考察し、発表する。ある町が確立するべき「アイデ
ンティティ」とは何なのか、それがどのようにして魅力的な町を実現するのか、「魅力的な町」とはどの
ようなものであるのか、社会学的、思想的理論を用いて解説する。また、解説したテーマが、池田町だ
けでなく、他の地域への応用が可能であるかどうか検討する。

A107：あなたと町の未来予想図～福井県今立郡池田町に見るアイデンティティの萌芽と持続可能性

17:00

16:30

　私たちは良い都市景観の条件とは何かを考える中で、都市景観大賞の過去の受賞例から３つの
テーマを見つけた。都市景観大賞とは良好な都市景観を生み出した優れた事例を選び、広く一般に
公開することでより良い都市景観の形成を目指すものである。３つのテーマは都市景観大賞に固有
の基準ではなく、日本国内における他の都市景観評価や、ドイツ等の諸外国の都市景観評価におい
ても共通に重要視されていると考える。本発表では、国内外の様々な都市景観の評価基準の比較を
通して、それらの共通点と相違点を見出し、よい都市景観とは何かを考える。

　近年、山岳ブームが再び到来し、観光・登山客が増加しています。そこで、私たちは上高地におい
て、どのような人が、どのような目的で訪れているのかについてのアンケート調査を行いました。私た
ちは、日本でも希有な特別名勝・特別天然記念物の２つの称号を持ち、年間１７０万人が訪れる人気
の山岳リゾートであるという点から上高地を選びました。その結果、３０代・５０代の年代が多く、かつ
ては、登山者の平均年齢は高かったが、近年ではその年齢が低下し幅広い年代の方が登山を楽し
んでいるということが分かりました。

福壽優太（総政１年；鎌田ゼミ）・瀧野奈央美・三浦志穂・江口健人・米吉陽香・松本侑子・妙木彩夏・池田勇亮・宮
地恵理花

池淑子(総政３年)・高柳拓芳・池田葉月・吉岡太志・神谷妙香(総政４年)・小林大貴

15:30

16:00

　近年、高度な科学技術や匠なデザイン・構造設計により、私達の住環境は大きく変化した。
グローバルに変化していく環境の中で、日本特有の文化を後世に継承していく有形文化財として、現
存する日本の伝統建築物は非常に価値のあるもの。そういった文化的価値の高い建築物を守るため
に国が伝統建築物保存地区を設け保存・再生プロジェクトに乗り出した。今回、兵庫県篠山市にある
伝統建築物保存地区として指定された地域における建築物の保存・再生計画プロジェクトについて研
究し、インタビューを通して身近な目線からその実態に迫る。

A110：上高地における意識調査

A111：知ってた？日本は観光立国ではない！～海外事例を通した観光PRの提案～

17:30



８

三橋咲那子（京都学園高校１年）・百々春花・朝田有香子・田村志穂・松田ひかり・水上瞳

上柏里々花（京都学園高校1年）・武尾香菜・佐原梨愛菜・北村光・平山美緒・平尾優衣

12:30

松岡由（京都学園高校1年）・宗像美月・坂本健・湯本寿梨・田村ひかる

　世界で、毎年970万人もの子どもが5歳の誕生日を迎えることができない。高校生の私たちにとっ
て、今生きているのは当たりのことだと思える。だが、途上国と比べると、私たちが本当に恵まれてい
ることがわかる。乳幼児が亡くなる原因の中で、1番多いのは下痢だ。私たちは、下痢は病院に行け
ば治るものだと思っている。しかし、途上国では死に関わる問題で、下痢の主な原因は不衛生な水で
ある。安全な水を手に入れることが、乳幼児死亡率の改善に繋がる。私たちは、世界のすべての
人々に二つのQを満たす水を行きわたらせる方法を提案する。

　マラリアは、マラリア原虫がハマダラ蚊のメスによって媒介され感染する病気である。サハラ以南アフリカ
におけるマラリアによる死者数は、近年減少傾向にあるが、2010年には推定655,000人もの命がマラリア
によって奪われている。マラリアの蔓延防止は国際的な課題で、MDGsの一つにもなっている。温暖化の
進行に伴い、日本もその汚染地域になる可能性が高い。予防・治療には何が有効か。対策として何を行う
べきか。私たちがマラリアで苦しむ人たちにできることはないのか。本発表ではマラリアを様々な視点から
捉え、解決のための提案を行う。

12:00

B103：Reduce child mortality　～sanitary water～

B104：MALARIA  ～What can we do to defeat Malaria?～

13:30

B106：教育で貧困の悪循環を断ち切る

13:00

大橋恵理香(京都学園高校１年）・村上穂乃佳・上坂明日香・杉原美穂・武甕花奈
B105：貧困と飢餓の改善に向けて

　人類が抱える重要課題のひとつである貧困と飢餓は、ミレニアム開発目標の１つとして取りあげら
れ解決に向けて努力が続けられています。しかし、関心の低さもまた問題です。日本で飢餓というとと
ても遠い国のことのように感じるかもしれませんが、日本でもワーキングプアーや一人暮らしのお年
寄りの孤独死などが増加しつつあります。飢餓の対極にある肥満に関してもより深く考える必要があ
ります。私たち一人ひとりが理解し伝えることが、みんなの意識の向上につながり、問題解決への取
り組みを進め、現状の改善に繋がると信じ発表します。

　現在世界では約6700万人もの子供達が学校に通えていません。貧困のために子供が働き、学校に行け
ないという現実があります。教育を受けることによって就職の機会は増え、貧困の悪循環から抜け出せる
ので学校に行くことはとても大切です。私達は教育支援活動をしています。その活動はルワンダに住む1
人の少年に、集めたお金を毎月4500円ずつ送るというものです。そのお金は少年が学校に通うために使
われます。私達のしていることは小さなことですが、もっとたくさんの人に現状を知ってもらうことが、大きな
力の一歩になると思います。

第１日（11月９日）口頭発表B会場（Ⅱ号館102教室）

11:00

B101：難民政策の理想と現実

田中俊行(総政３年)・竜野文恵・有村裕也・大槻綾香・山根夕希・藤澤嘉洋・武部和幸（国際３年）

　世界規模で拡大する難民問題。その中で日本はどれほど貢献できるのだろうか。国連難民高等弁務官
事務所（UNHCR）を軸に、世界では難民政策の推進が叫ばれている。日本のインドシナ難民発生を契機
に始まった難民政策は、国内外で批判されてきた。ミャンマー難民受け入れは何故失敗だと言われてきた
のか、他の先進国がとっている難民受け入れ体制はどう日本と違うのかなどを述べ、さらに難民支援の基
礎となるUNCHR の動きとともに、これからの日本の難民政策には何が必要であるかを考察していく。

重国郁哉（総政３年；園田ゼミ）・合田千恵美・木内俊輔・深沢理恵・壷井真依子・清水絢子

11:30

B102：母子手帳の可能性～日本のアイデアで世界の母子を救う～

　私たちは9月、日本経済新聞主催「日経GSRプロジェクト『大学生と共につくる地球の未来』」で事業
提案を行った。GSR＝Global Social Responsibilityとは、企業の力を生かして地球温暖化、貧困、水問
題など地球規模の問題解決に経営のプロセスの中に取り込んでいく概念である。今回の提案内容
は、武田薬品工業と富士ゼロックスのリソースをマッチングさせた母子手帳アプリの開発である。目覚
しい経済発展を遂げている中国でさえ、母子の健康を記録していない現状があり、今回の提案によっ
てその改善が望まれる。この母子手帳アプリが世界中の母子の健康を支えるきっかけになるはず
だ。



９

熊木優歩（総政３年;井上ゼミ）・何洋・廣田憲・水上愛美

西尾さゆり（総政３年；細見ゼミ）・近藤優衣・戸高美有・長谷優・西岡彩・原田紗季

　関学で恋してよりステキな大学生活を送りませんか？
　私たちは結婚率の低下に着目し、関学生活の中で私たちができることは何かを考えました。授業ば
かりで大学生活に物足りなさを感じているあなた、X'masを好きな人と過ごしたいあなた、関学でステ
キな相手を見つけませんか？そんなみなさんのために救済策を考えました。

17:30

　今や日本に住む外国人（外国籍住民）の数は日本の人口の約1.8％を占める。リーマンショック後、
外国人登録者数はやや減少したが、それでも滞日外国人が日本社会に及ぼす影響は大きい。この
発表では、芦屋市に住む外国人児童とその家庭と日本社会のつながりに焦点を当てて、これからの
多文化共生社会を担う外国人児童への支援と事例を紹介する。その上で私たち大学生が考える、こ
れからの多文化共生社会構築のための政策を立案したい。

B112：関学生が日本を救う！～恋ってステキ～

B111：多文化共生社会の中で減災を考える～災害大国日本で暮らす外国人妻たち

15:00

B107：2012年アメリカ大統領選挙～やっぱり勝ちましたね、オバマ大統領！～

B109：もし尖閣諸島をめぐって日中が国際司法裁判所で争ったら

　再選おめでとうございます、オバマ大統領。あなたが勝つことを私たちは確信していました。2012年
11月6日に行われた大統領選挙の結果をなぜ私たちは確信することができたのでしょうか。両候補の
意見、メディア活用法、選挙対策など様々な角度から大統領選挙を理論的に分析し、オバマ大統領
の当選を確信できた根拠を皆さんに分かりやすく説明します。

杉若翔那(総政３年；小池ゼミ)・梅本舞・奥野由美子・坂上睦・池田夢麻・清水絢紗乃・山本綾寛・丸
濱啓一郎(総政２年)

B108：日本のソフトパワーと中国

16:00

　近年日本は領土をめぐって、近隣諸国との関係が危ぶまれている。中でも尖閣諸島をめぐっては、
中国との関係は政治外交レベルを超え、一般市民にも大きな影響を及ぼしている。問題解決の方法
として、国際司法裁判所への付託という形での手段はあるものの、当事国双方による同意が必要で
あるため、事実上機能していないのが現状である。
　しかし、もし実際に裁判が行われた場合どのような結果になるだろうか。当発表は、日中が国際司
法裁判所で争うと仮定して尖閣諸島をめぐる現状、日中両国の主張をきちんと整理し、それを踏まえ
た上で根拠の提示や主張の分析を客観的に行い、結論を導く。

15:30
　日本政府が尖閣諸島を正式に購入して以来、中国では反日デモが起こり、日中関係には緊張感が
漂っている。この発表では、彼らに対して日本はどのようにアプローチすれば良いかを分析する。日
本には漫画・アニメ等様々な文化がある。これらは軍事的なものではないが、中国人の心に働きか
け、彼らの信頼感を得ることができる。ソフトパワーと呼ばれるこの外交が彼らにどう働きかけるか、
を今回の発表で提言する。

仲田梨紗（総政４年;井上ゼミ）・森鼻彩・高村有紀・首藤広樹・香山和志・松田智樹・石田恭子・柳翔二・
楯石雅大

17:00

原田千尋(総政３年;客野ゼミ)・藤原保奈美・田路由季
　昨年発生した東日本大震災でのボランティア活動を通して、東北地方に在住している外国人の方々
が災害発生時から復興の過程において、言葉の壁やコミュニケーションの困難さから不自由な思いを
強いられたという話を耳にした。その中でも特に、日本人の夫を持つ外国人妻が、多数、この問題に
関わったということを知るにいたった。そこで我々は阪神淡路大震災時にも同様の問題があったので
はないかと考えた。神戸市の中でも多国籍の外国人が特に多く居住する長田区をフィールドに関係
者へのヒアリングを行い、この問題に対する当時の現状と、現在の取り組みを検証したうえで問題点
を分析し、問題解消に向けた新たな政策を提案する。

大杉早代（総政３年；細見ゼミ）・津田和納・金児莉枝・福井茜・豊田梨子
B110：外国人児童がひらく未来の多文化共生社会のトビラ

16:30
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柴田龍平（総政３年；窪田ゼミ）・浅田美咲・難波翔太・松尾将志

13:30
　携帯電話の普及が進み、Androidをプラットホームとしたスマートフォンと呼ばれる携帯電話やタブ
レットPCが増加しています。今や若い世代を中心に多く使われています。その中で、ゲームをするア
プリ、音楽プレイヤーなど様々なアプリケーションがあります。Androidはとてもオープンなプラットホー
ムであり、参入することができます。そこで、Android用のアプリケーション開発の障壁を低くすることを
目的にし、みなさんをAndroidの世界に招待します。

13:00

足立雅登(総政４年)

　朝の習慣は一日の生活リズムを決定する上で、非常に大事なものです。
　しかし、朝素直に起きることのできない人は多くいます。そこで多くの人が抱える早起きという課題に
対して、私たちが提案するのは寝坊の原因である二度寝を防止するアプリです。このアプリはアラー
ム機能だけではなく、もう一つの方法を用いることで二度寝を防止し、楽しい目覚めを実現します。今
回は特に私たちが考えたアイデアと実際のアプリでの実現可能性に関して発表していきます。

C106：Androidアプリ開発

　アニメやゲーム、漫画、映画、雑誌などから数多くのキャラクターが生み出され、現在ではキャラク
ターはコンテンツの一つとして欠かせないものとなっている。ミッキーマウスに代表されるように、50年
以上前に生み出されたキャラクターであっても世代を超えて愛されるものもいれば、生み出されて5年
ないし10年もたずに消え去っていくものもある。私たちは、キャラクターを分析し、ミッキーマウスのよう
に世代を超えて愛されるキャラクターに共通する特徴を比較調査する。

12:00

C105：バイバイ二度寝

　近年、単身世帯が増加の傾向を見せています。彼らにとって、食材の管理、食事の準備は大きな手
間となることもあります。そこで、私たちが提案するのが「健康的な食の外部調達」というライフスタイ
ルです。「健康的な食の外部調達」を実現することによって、彼らの負担を軽減することができ、さら
に、店舗側にとっては新たな顧客層を迎え入れることで地域経済の活性化につながります。私たちは
それを実現するための問題点と課題、実際のソフトウェアによる解決方法を提案します。

11:30

C102：SNSにおける人間関係

C103：インターネット出会い系～新しい出会いのカタチ～
秋山光（総政３年；窪田ゼミ）・島松寿悟・堂村美保・野尻裕喜

　あるサイトで、日本人20代の50％は恋人がいないと調査結果が出た。これは少子化が進んでいる
日本では問題なのではないか。近年、世界ではSNS文化の発展で、Facebookやtwitterなどでの異性
間交流が広がっている。にもかかわらず、日本ではこうした男女交流を疑問視する人のほうが多いよ
うに感じる。私たちはこのような出会いを全て排除するのが正解なのかアプローチしてみた。その結
果、このような出会いの問題点と今後の展望を明らかにしたいと思う。あなたも新しい出会いの形、求
めてみませんか？

藤田早希（総政３年；山田ゼミ）・平井翔・松口美穂・中川稀美子・山中しおり・山本直由・登坂彰識・山
川俊・谷山貴大

武部彰寛（総政３年；窪田ゼミ）・小山高章・高橋竜太郎・中橋香子・福嶋佑弥・吉國真人

第１日（11月９日）口頭発表C会場（Ⅱ号館111教室）

11:00

12:30

C104：食生活の改革で地域を救う～ソフトウェアによる健康的な食のインフラの提供～

C101：生き残るキャラクターの条件～自己組織化マップで探るその特徴～

川原萌生（総政３年）・谷健人・田中香里・籏持和樹

　現在ユーザーが増えつつあるSNSでの繋がりは、プライベートを共有し、互いの信頼を深める要素
となる。しかしこれにより、学校や会社でも関係はプライベートまで持ち込まれ、いじめが起こるように
なってきている。現在、日本のスマートフォンの所持率が、爆発的に伸びてきており、早急にいじめの
対策を打たなければ、いじめ問題が悪化していくことが、容易に想像できる。SNSがいじめの現場と
なっているのであれば、逆にいじめの解決の為のSNSの新たな使い方を提案したい。
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17:00

C111：地域SNSを知っていますか？～ネットワークツールによる都市高齢者問題の解決～

　都市には農村にはない便利さや、人々が機能的な生活を送ることができる環境がある。しかし、そ
の都市部にも孤独死、買い物難民や要介護者の増加問題などの高齢者問題が存在している。私た
ちは、それらの問題の大きな要因は「都市部に住む高齢者の社会からの孤立」ではないかと考えた。
今回は、それらの問題の解決・防止の手段として地域SNSを取り上げる。現在の高齢者問題、地域
SNSの可能性について検討し、その新たな活用方法やプランを提案する。

木下莉奈（総政３年）・佐野りな・大槻綾香

　現在、一気に浸透され人気を集めているスマートフォン。しかし、これらを快適に利用するには、従
来の携帯電話の通信回線では不十分で、日本ではより高速なインターネット利用ができるWiFi 環境
へのニーズが高まりを見せている。日本でのWiFi普及はこれからの課題であり、新しいネットワーク環
境に早急に対応していく必要がある。そこで、私たちは目まぐるしく変わりゆく次世代のネットワーク環
境の在り方について研究する。WiFiの普及であなたの生活が変わるかも…？！

17:30

平岡麻里（総政４年）・竹内友梨亜・大西圭一郎
C112：WiFiが生活を変える？！

　現代高齢化社会が進展している。進展に伴い、インターネットの利用率も上がってきている。イン
ターネットショッピングは自宅で買い物などが出来るため、高齢者の身体機能の低下による日常生活
での不便の一つを解消出来る。だがWebサイトは高齢者向けにデザインされたものとははっきり言え
ない。利用率は増えているが、不満や使いづらいと感じている高齢者も少なくない。高齢者にとって決
して利用しやすいものではない。そこで高齢者にとって見やすい、わかりやすいネットショッピングの
Webページを調査した。

　歯止めの効かない少子高齢化、広がる地域間格差、停滞する国際競争力、終わりの見えない震災
復興
　日本には数えきれない程の課題が山積みにある。
　こんな時代に私たち若者はどこに活躍する場を求めたらよいのか？
　日本はこれから世界で何を武器に戦っていくべきか？
　これから日本はどうやって稼いでいくのか？
　これらの日本が抱える永遠の命題の解決の一助として
　日本の文化面を世界に売り出していくクールジャパン戦略は果たして有効なのか
　実際に国としてアニメやそのキャラクターでどうやって稼ぐのか
　そんな日本の新たなビジネスモデルの仮説検証

16:00

C109：クールジャパン～日本を元気にする仕組み～
見浪悠太（総政３年）・杉山拓馬・勝井美世・二階堂舞美

余田一晃（総政４年)

16:30

C110：高齢者のためのWebの表現と提示方法

15:00

15:30

　我々は年金の財源確保と年金受給額確保を両立させる研究を行う。近年の高齢化に伴い、将来の
年金財源が枯渇する可能性がある。そこで平成16年度に年金制度が改正され、少子高齢化を考慮し
て受給額を抑制するマクロ経済スライド が導入された。実際にマクロ経済スライドを適用した場合、年
金財源が確保されることは実証されているが、デフレ時には所得代替率が43.1%となり50%未満とな
る。そこで我々は世代間格差の少ない消費税 に焦点をあてて、低下した所得代替率を50%に戻すた
めにはどれだけの消費税増税が必要かを分析する 。

C107：一票の格差
山口俊朗（総政３年；長峯ゼミ）・太田千聖・小川佳織・小林加奈・元木大介・山本歩美

　都市部の住民の一票は、地方部の一票よりも軽い。このいわゆる選挙区ごとの「一票の格差」問題
は、長らく問題とされてきたが、これまで根本的な解決策はとられてこなかった。２００９年８月の衆議
選に対して、２０１１年３月２３日に最高裁判所は、小選挙区制度導入後初めて「違憲状態」と判断し
た。日本の現状を「一人一票」という原点に戻さなければ人々の間に格差が生まれる。これは憲法１４
条のもとで保障されている「法の下での平等」が守られていない。こうした現状を打開するために私た
ちは政策提言を行う。

C108：財政安定化と受給額確保は可能か!?　～マクロ経済スライドの実現可能性に向けて～
寺島省吾（総政３年；亀田ゼミ）・川西紫乃
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12:30

13:30

D106：学生が変われば、社会は変わる～働く女性と社会～

13:00

 靏美佳（総政３年）・金友裕貴・高谷昌樹・松井俊太郎・小路あすみ（総政４年）
D105：Looking for　総政！～過去　現在　未来～

　「大学生は社会で働く女性についてどのような印象を持っているのだろうか」この疑問のもと私たち
の活動が始まった。実際に大学生に対しアンケートを実施したところ、7割以上が「女性は社会におい
て活躍していない」と回答したのに対し、同様に社会人に対しての調査では「活躍している」との回答
が過半数だった。この差異の原因は何か。女性が活躍する社会とはどのようなものなのか。本発表で
は、“女性の活躍”についての新たな気づきや考えを提供することで、実際に社会に出る前の学生に
より広い視野を持ってもらえることを期待する。

三浦彩花（総政２年）・大森正江・岡田沙也・西村真奈・濱田紗月・林達也・林利憲（総政１年）

　“未来社会に貢献する「世界市民」になるために”；このフレーズは、関西学院大学総合政策学部の
一つのキャッチコピーである。創設された1995年から現在の間に、世界は変動し、人間の在り方も変
化しつつある。本学部は、現代社会に対応し、必要とされる「世界市民」を輩出するために、どう在る
べきなのだろうか。過去17年間の総合政策学部に関する資料、パンフレットやリサーチ・フェアの発表
等を調査し、学びの傾向や変化を探る。またそこから、世界情勢を考えつつ、本学部とその学生が果
たすべき世界への役割を考える。

　学部内アンケートによると、海外に赴く大学生は多く、インターンシップやボランティア等様々な経験
をしています。しかし、自らの経験を伝える機会が少ないというのが現状です。一方中学校では、国際
理解教育を行える人材の不足や、指導ノウハウ欠如等の課題が多く、中々実施できない状況が伺え
ます。この状況を改善するために、海外経験をした総合政策学部学生を派遣し、中学校教員に代わ
り国際理解教育を行う新システムを提案します。これにより、双方の課題を解決し、更なる中学校で
の国際理解教育の効率化を目指していきたいと考えます。

河野里沙（総政４年；小西ゼミ）・石田このみ・北野香・辻野春花・永島寛明・中野堅太・半田有佳

野上実香子（総政４年；Ｈｅｆｆｅｒｎａｎゼミ)・棚倉未弥

D104：総政発！大学生の力を国際理解教育に還元

坂東美悠（総政３年：細見ゼミ）吉岡香菜・河村萌央・今西晋一・川畑考平

　関西弁の否定形は「客観性」により使い分けられている。しかし、陣内（2007）によると、若者が話す
関西弁は乱れている。この主張では、客観性の欠落が予想される。この仮説を裏付けるため、関西
弁の否定形を研究した。研究の結果によると、関西弁には「客観性」が無くなっている傾向がある。そ
の代わりに、否定形は「活用段」によって使い分けられていることが分かった。したがって、関西弁は
先行研究が主張しているほど乱れていないと考えられる。

　あなたは、一時日本で話題に挙がった「トイレ飯」というものをご存じだろうか。ある大学生が学食内
で一人で昼食をとることができないために、トイレで食べていたという事実がニュースになった。周囲
の目を気にして、集団で行動することを重視する日本人は多いと感じていたが、ここまで気にするの
は問題ではないだろうか。昼食だけに限らず、他人の目を気にするあまり相手に行動を合わせてしま
う人はどのくらいいるのだろうか？またグローバル意識が高い関学総政の学生は、学食で一人で昼
食をとることにどのくらい抵抗があるのだろうか？

12:00

第１日（11月９日）口頭発表Ｄ会場（Ⅱ号館201教室）

11:00

D101：結婚観と家族観～日本とフランスの視点から～
渕上奈美（総政４年；中野ゼミ）萬成美帆・尾崎美穂子

　日本の少子化は食い止められるのか？どんどん進む日本の少子化。このまま少子化が進むと年金
など社会保障制度の崩壊や、労働市場への影響などの深刻な問題が考えられる。若者の中で未婚
化、晩婚化が進む背景には何があるのだろうか。原因として女性の社会進出、草食系男子の増加、
結婚に対する考え方の変化などを挙げる。結婚したくても結婚できない若者が日本で増加する一方、
出生率の高いフランスを例に挙げ、日本とフランスの二つの視点から日本の少子化を考える。

11:30

D102：世代別にみる関西弁の否定形～若者言葉はゆうほど乱れてへんねん～

D103：あなたは群れたがり！？　それとも一匹狼！？　～総政の学生はどのくらい他者の目を気にし
ているのか～
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夘野佑香(三田祥雲館高校２年)・前川真穂・新谷仁美・橋本佳保

17:30

有田志穂(総政３年；安ゼミ)・岡部咲彦(総政4年)

15:00

D107：はたして原子力発電ゼロの世界は可能なのか
北川雄介（岡山龍谷高校２年）・關藤裕貴・多賀裕哉・若林航輝・桑田希望

　今日、東日本大震災での福島第一原子力発電所での事故をきっかけに日本の原子力発電所の
有り方が見直されている。そこで、現在の政府や日本国民の中で今後の原子力発電所についてど
のような考えを持っている人が多いのかを調べた結果、日本から原子力発電所をなくそうという考
え方が多いことが分かった。はたして日本から原子力発電所をなくした場合、電力需要量を賄うこ
とができるのか。現在の時点で電力需要量を賄うことができなければ、どのようにして十分な電力
を供給するのか。こういった、日本の電力事情への対策を考えていく。

D112：本か情報か～電子書籍が日本にもたらす変革～
鈴木豪（総政３年；安ゼミ)・青山元洋

　日本の航空業界は2001年の同時多発テロをはじめ、国際金融危機、燃料費の高騰など、この10
年間様々な危機に直面し、競争力の悪化がみられた。そこに去年より相次ぐ就航で大きな話題を
呼んでいるのがLCC（格安航空会社）である。そのLCCがもたらす影響とはどのようなものなのか、
また、既存の航空会社はどのように立ち向かっているのか。LCC業界や既存の航空会社の現状を
把握し、海外の事例などを参考にしながら日本の航空業界は今後どのような成長を遂げるのか、も
しくは衰退していくのかを考える。

18:00

D113：ステルスマーケティングによる影響力とリスク指標から見る有用性（仮）
浦上楽(総政３年；古川ゼミ）・小倉翔吾・細川元紀・竹中星矢・芳倉敬典

　ステルスマーケティングというのは、ネットの口コミを利用したマーケティング手法である。企業が
社会的影響力のある者を雇い、宣伝であることを隠しながら、自社製品をブログなどのメディアで宣
伝することが例として挙げられる。ネットが発達した現代では、手軽かつ効率的に広告宣伝でき、有
効な手法である。しかし一方で、消費者に潜在的な宣伝だと気づかれたとき、企業は急激に信頼を
失うリスクも存在する。そこで、アンケートに基づく統計分析を踏まえて、それらメリットやリスクを総
合的に分析し、このマーケティング手法の是非を問う。

16:00

平尾彩音（総政３年；古川ゼミ）・田城彩那・榎咲紀・王悦雨テイ

　消費者が欲しているのは「物質」としての本か、それとも「情報源」としての本なのか。日本におい
ては未だ電子書籍普及率は6％前後であるが電子書籍リーダーKindleを販売する米国Amazon社
は2010年７月に電子書籍がハードカバーの書籍の販売数を超えたと発表，2011年５月にはハード
カバーとペーパーバックの合計を超えている。日本にこの電子書籍の波が来たとき消費者は紙書
籍を読むことを放棄するのであろうか。紙書籍は過去の産物として淘汰されていくのであろうか。

17:00

D111：LCC参入における日本の航空業界と今後

　原油価格の高騰とサブプライムローン問題に起因する世界的金融危機と経済不況により、消費
需要は低迷を続けている。そんな中、各卸売業者や小売業者が生産から販売まで一括して管理す
ることで低価格を実現しているプライベートブランド（PB）製品が昨今急激に注目され始めている。
現在PB製品は家庭を持つ30代、40代を中心に消費が増大している。そこで今回の研究では最も
身近な存在である大学生をPB製品市場に取り込むターゲットとしてアンケート調査をもとに販売戦
略を考察する。

尹智鉉(総政３年：亀田ゼミ)・大西翔馬

D110：大学生に対するPB製品の販売戦略

15:30

D108：メダカの生息しやすい環境とは？　～メダカの学校をつくろう～

D109：エコカー制度によるCO2削減効果分析及び政策の提案

　三田祥雲館高等学校のビオトープは平成１４年の開校当時につくられたものである。開校から２
～３年は周辺の里山林とともに環境教育などで活用したものの、その後長年放置され、景観上も水
辺環境としても悪化が進んでいた。
　私たちはこの祥雲館ビオトープの環境改善に取り組み、現在も生息するメダカが安定的に成育・
繁殖できる環境を実現したいと考えた。大掛かりな工事などを行わずに高校生でも可能な環境改
善策とは何なのか。その取り組みを実践する中で、人間と身近な自然環境の関わりについてあら
ためて考えてみた。

16:30

　私たちの班はエコカー制度(エコカー減税・補助金)について研究していく。
　エコカー制度を研究テーマとして決めた理由は、エコカー制度は、景気対策としては効果があった
が、環境対策としての効果はほとんどなかった。エコカー自体は従来型ガソリン車より燃費が向上
しているにもかかわらず環境効果がほとんどなかったことに疑問を抱き、研究するようになった。そ
こで、我々は保有燃費の試算（予測）方法を用いて分析を行いながら、エコカー制度に環境効果が
出るためにはどうすれば良いかを提案する。
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9:30

10:00

10:30

大学院１：ボランティア活動で空き家問題が解決できる？～今井町におけるボランティアの現状と展開
魏小娥（総合政策研究科Ｄ２）

　これまでの福祉・国際協力をブームとしたボランティア活動は様々な分野に広げられ、組織化されてきた。その
代表的な組織は特定非営利組織（ＮＰＯ法人）があげられる。さらに、2000年以後形成されたボランティア団体は
町づくりにも応用した。ここでは、今井町を事例として取り上げ、そのボランティア活動からＮＰＯ法人へと設立し
た経緯を把握したうえで、空き家問題を解決する手法と実績、他の関係団体と行政の関係、などの現状を明らか
にし、今後の展開を検討することを目的とする。

9:00

堀尾朋世（総合政策研究科Ｍ２）

陳思佳（総合政策研究科Ｍ１）

孫エン（総合政策研究科Ｍ１)
　日本の中小企業は日本の企業の99.7％、雇用の約77割を占めている。日本経済の屋台骨で、日本
経済に対して大きな影響を与えると言える。地理の原因で、外族侵略や全土を戦場にした内戦がな
かったので、そして独特な後継者の選び方とモノづくりを美徳とする価値観が持っている等の原因で、
日本は世界で抜群な「老舗企業大国」になる。本文の目的は歴史と地理の原因を除いて、経済政策・
社会的インフラスト・技術力向上・融資システムの面から、現代日本の中小企業が長く続ける原因を
探求することである。

大学院５：Preventing the Galapagosization of Japan～Higher education for global citizens～

大学院４：“浙商文化”の影響を受ける浙江省民営企業の経営戦略

大学院６：生き残る中山間地域～徳島県上勝町の地域振興型第三セクター事例から～

大学院３：開発発展段階における政策の現状～インドネシアの事例考察～

11:30

　現在、日本における「中山間地域」は、都市部と比べ深刻な人口減少や少子高齢化により存続の危
機にある。しかし一方で、独自の取り組みや組織を活かし、地域の存続・発展を図る地域がある。徳
島県上勝町では、行政、第三セクターと呼ばれる官民共同出資会社、NPO法人など複数の地域振興
の担い手を中心に町の内発的発展が進んでいる。本研究では、地域振興を目的とする観光業を扱う
第三セクターに着目し、様々な地域振興策を講じる上勝町の事例研究を行う。その上で、関連する中
山間地域振興政策の問題点を明らかにする。

第１日（11月９日）口頭発表E会場（Ⅱ号館204教室）

11:00

大学院２：日本の中小企業なぜ長く続けるのですか？

　中国の浙江省は昔から商業経済がとても発達していて、長期の商売経験の影響で、独自の“浙商
文化“が生まれた。改革開放という社会主義市場経済への大転換で、経営者はいろいろな経営手段
を模索し、革新意識も強く、浙江省の経営モデルで経済は急激に発展してきた。しかし、グローバル
経済時代になって、浙江省の経済は衰退の現象が現れている。また、中国の特殊性によって、中小
企業のスタートは比較的遅くて、現在国内は民営企業を保護する法律はまだ備えていない。そんな一
連の問題は民営企業の発展に大きく影響する。したがって、浙江省の民営企業が活性化し、成功す
るには、浙江省独自の文化を背景にした新たな経営戦略が必要である。

　「若者の内向き志向」がここ数年指摘されつつある。海外留学をする人数の減少、新卒社員の海外
勤務を希望しない人数の増加等、それらは今日のグローバル化が進む世界の中で、日本にとって深
刻な問題である。そこで政府は国家戦略の一環として「グローバル人材」の育成に乗り出しており、ま
た各大学も様々な政策や提言を行ってきている。そこで今回はグローバル人材育成に向けて行って
いる政策内容を考察し、真のグローバル化に対応する人材とはどういったものかをもう一度見つめ直
し、そのための政策提言をしていくつもりである。

谷川美央（総合政策研究科Ｍ２）

瀧川修生（総合政策研究科Ｍ２）

　最初に1つ軸として著名な経済発展段階説を取り上げる。ロストウは以下のように発展を5段階に分けて説明し
ている。第1段階「伝統的社会」、第2段階「離陸先行期」、第3段階「離陸」、第4段階「成熟化」、第5段階「高度大
量消費」である。先の発展段階を1～3期と4～5期に結びつけた場合、前期と後期ではなされる（あるいはなされ
るべき）開発政策に違いが出てくる。J.サックスとJ.E.スティグリッツ、（A.センを加えてもよい）の3者が提唱する説
を比較論証する。
　上記開発政策の実証・考察をするためにインドネシアを事例として取り上げる。近年体制が大きく変わり、段階
として上記で指すところの第2あるいは第3段階にある国の計画と現状を見る事で異なる発展段階における政策
があるのか、そうではないのか検証する。加えて、 現在開発を進めている途上国において民主主義及び開かれ
た市場中心主義の問題点を懸念し、開発政策を考えているのだろうかという疑問に対して、インドネシアの政策
を見て考察する。国の憲法に、その思想に沿った理想的な政策を計画し実行しているように見えて、その向かう
先は、もしかすると現在の先進諸国のような目標のないところかもしれない。それを分かった上で、なおその政策
を実行する意図はどこにあるのだろうか。その視点を念頭に置きながら、議論を深めていこうと思う。
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大学院７：沖縄やんばるの世界自然遺産登録と国頭村の内発的発展に関する地域振興政策の研究
大高茜（総合政策研究科Ｍ１）

　日本は災害大国、高齢大国である。そのため今後の日本の建築計画において、緊急時の老人の避
難については非常に重要なテーマとなるであろう。しかし、既往研究をみると老人福祉施設の建築計
画を題材とした研究はそのほとんどが、介護動線にしかスポットが当たっていない。このことを非常に
危機的状況であると捉え、この研究で老人福祉施設の避難動線について論じる。

14:30

大学院12：緊急時避難動線からみた特別擁護老人ホームの建築計画についての研究
井上統一郎（総合政策研究科M１）

12:30

西口真也（総合政策研究科Ｍ１）

13:00

13:30

竹内宏規（総合政策研究科Ｍ１）

　福島第1原発事故後、その責任論につきまとう「想定外」とは何であったのか。リスクと責任の基本
概念を点検しつつ、「知」の対概念としての「非知」、とりわけ「知によって特定される非知」に焦点を当
てつつ、社会的リスクの責任範囲のあり方を考察する。次に「想定外」の類型分析を試み、その分析
を基に各事象の内容について省察する。そして、それらの検討結果から、制度としての原子力損害賠
償法の問題点を抽出し、その責任範囲について新たな考察を加えるものである。

大学院13：社会的リスクの責任論～原発事故を事例として～

15:00

　「建築家は地域活性化に向けて貢献することができるか」。現在の建築家の職能に対する懐疑が本
研究の中心命題である。この命題について検討するため、欧米の地域政策・戦略における建築家・建
築デザインの役割について研究・報告する。欧米における地域政策・戦略の代表的事例について定
性的に分析することにより、建築家・建築デザインが地域の政策・戦略においていかなる貢献をしてき
たのかについて提示する。また、その内容を検討し、日本の各地域において、建築家・建築デザイン
がいかに貢献するべきかについても考えたい。

大学院８：市民文化活動の多様性と寛容性
狩野仁哉(総合政策研究科Ｍ１)

　近年、日本全国でまちづくり、まちおこしといったキーワードをもとに地域活性化の取組みが盛んに行わ
れている。各所で様々な取組みや成果が紹介されているが元々、地域に資源が存在しており、その資源
を活用した取組みが多い。本研究ではそのような地域資源のひとつとして市民の文化的活動をとりあげ
る。
　特にその多様性と寛容性に焦点をあて、多様性、寛容性が相対的に高い団体ほど「活動頻度」が高くま
ちの魅力、特徴の形成に寄与する可能性がある。

  沖縄島北部地域のやんばるは、ノグチゲラ、ヤンバルクイナに代表される固有種や希少種が多く生
息し、自然の豊かな地域である。しかし、法的保護が極めて不十分で環境破壊型の開発が実施され
ている。その方向転換を図ることが差し迫って重要な課題である。国頭村を研究のフィールドとして、
やんばるが世界遺産登録されることによる地域社会への影響を明らかにし、やんばるの自然保護が
地域社会の内発的発展につながるような地域発展プログラムを提言したい。

12:00

14:00

　近年、地方中心都市におけるオフィスの空室率が20%に手が届くところまで来ている状態である。大
阪ではオフィス地区によっての格差が大きく出ており、リーマンショック以降の空室率の増加は危惧さ
れるべき事象だ。多くのオフィスビルは1階に商業テナントが入りその他上階部は空室というビルをよ
く見かける。一方で、都心回帰のニーズが増えており都心部駅前では再開発が多く見ることができ、
郊外住宅地への関心が薄れてきている。近年再びオフィスの空室再生利用が注目されている。そこ
で大阪におけるオフィスビル空室の実態とその利用についての調査報告をする。

大学院９：「縮小」の時代における都市構造の変化についての研究
松田卓也(総合政策研究科Ｍ１)

　現在、日本は超高齢社会を迎え人口が減少する「縮小」の時代を歩んでいる。一方、アジアの多く
の国では人口が増加し都市化が進行している。しかし、アジアの国々も今後、日本の後を追うように
「縮小」の時代を迎えることになる。そこで本研究では、高齢化が先行して進行している日本の地方都
市をケーススタディーとして分析し、「縮小」の時代における持続可能な都市モデルを提案する。地方
都市で持続可能な都市モデルが構築できれば、今後、人口減少や高齢化が進行する日本の大都市
やアジアの都市において先行事例として参考になると考えられる。

大学院10：地域活性化政策における建築家の役割に関する再検討

大学院11：大阪におけるオフィスビル空室の実態とその利用
垣尾俊彰（総合政策研究科Ｍ１）



16

　Kinectは元々Xbox360のコントローラーとして発売されたものであるが、コントローラーとしての用途
以外に応用されてきている。また、Microsoft社がKinect for Windowsを発売したことにより、より精度
を上げて応用していくことが可能となった。そして、近い将来、Kinectが日常生活に当たり前のように
存在するという時代が来る可能性も出てくる。その時、Kinectを日常生活においてどういった使い方が
できるのかということを探求していき、健康維持に利用するという点に着目した。

15:30

16:00

16:30

尾崎裕真（総合政策研究科Ｍ１）

17:00

17:30

　「新聞のない政府、力強いメディアのない政府はアメリカの選ぶべき道ではない」とオバマ大統領は
ワシントンの演説の中で言った。それほど新聞やメディアは必要な存在であり、このスピーチを言わせ
るほど新聞の経営が悪化している。新聞というジャーナリズムは、民主主義において必要な存在で
あったが、インターネットの出現により情報との接し方に変化があり、経営が悪化し、廃刊が進んでい
る。もう一度ジャーナリズムの必要性を新聞の衰退から考察し、新しいジャーナリズムやメディアに求
められていることを導き出せるように考察する。

　福島第一原子力発電所の事故によって、放射能という目に見えない脅威が福島に現れました。線
量が基準値よりも低く、安全性が認められている農作物が福島県産であるという事実だけで市場に出
せなくなってしまう。農業者の中には生活ができなくなったため、耕作放棄をしてしまう農業者も多く、
日本の農業は窮地に立たされています。綿花を使って農家を支援しようとする福島コットンプロジェク
トをインタビュー映像を通じて紹介していきます。

　Simulation of tsunamis in large ocean domains, such as the Pacific Ocean, presents a huge
computational and software challenge by 3D content creation suite, which the traditional 3D
software alone can not meet. To effectively use the computational resources, we should allow
different mathematical models, different numerical methods, and different mesh types/resolutions in
different areas of the vast ocean domain. This ensures that complex mathematical models and high
mesh resolution are only used where necessary. Such a 3D tsunami simulator calls for a very flexible
software approach that can mix different models, methods and meshes. This research thus explains
how this can be achieved by combining overlapping domain decomposition and object-oriented
programming. Some preliminary simulation results of the Pacific Ocean Tsunami are also provided to
demonstrate the applicability of the proposed software approach.

黒田智博(総合政策研究科Ｍ１)

大学院17：オントロジーの概念を適用したWikiの話～Semantic Media Wikiを用いて～
米田卓史（総合政策研究科Ｍ１）

　オントロジーの概念（この場合、コンピューターに概念の意味を明らかにしてやり、それらの関係性
を教え込む事）を既存のWikiに適用する事によって、ページ同士や、それの項目間の関係性を明示化
する事ができる。GoogleMapsとMediaWikiという二つのシステムを組み合わせる事によって、地理情報
に環境情報データベースに関連付けを行うという先行研究の発表、及びその方法を使った他の可能
性について。

大学院18：Kinectを利用しての健康維持

大学院14：福島コットンプロジェクト～人々が繋ぐ震災復興の在り方とは？～

曹静（総合政策研究科Ｍ１）

大学院16：新聞産業の大変動～報道の多様化とNPOの可能性～
庭屋洋（総政研究科M２）

大学院15：Simulation of tsunamis by 3D creation suite
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Ｐ５

ポスター発表（ディスカッション・タイムは11月９日[金]14:00～15:00）

ジブリ映画『千と千尋の神隠し』から見る光の効果

Ｐ３

白山麓誘客Webサイト for 関西～学生が輝く限り、白山麓はさらに輝きつづける!～

震災復興においてカジノ導入は有効であるか？

　白山麓実習プロジェクト（久野ゼミ、総合政策学部有志）は、白山市観光推進部ジオパーク推進室、同市
白峰支所、金沢庭材グループの協力の下、関西の学生を対象とした石川県白山麓地域の誘客Webサイト
の設立を本年の12月に予定している。リサーチフェアでは、Webサイト設立に至った経緯、掲載予定内容、
期待される効果について報告し、観覧の先生方や学生の皆さんからの多くのアドバイスを頂戴したい。な
お、ジオパーク推進室様、白峰支所様、金沢庭材グループ様、他ご協力を頂いている多くの地元の皆様
に、心より感謝申し上げます。

小前愛(総政４年；久野ゼミ)・上野紗恵・大隅冴子・河内泉希・田中志帆・常盤明日美・渡部寛之・岡本紋奈
(総政３年；Heffernanゼミ)・上林真弓(総政３年；細見ゼミ)・武本千枝(総政３年；今井ゼミ)・松岡佳恵(総政２

年)

Ｐ１

Ｐ４

ミャンマーの観光産業の促進
勝井美世(総政３年）・佐藤功一・西川浩也・宮脇青空(総政４年)・半田由佳・重本麻希（総政１年)

Ｐ６

　私たちは今年の夏、ゼミ旅行で台湾へ行き、ジブリ映画『千と千尋の神隠し』の舞台にもなった九份という
街に赴いた。昼間の九份は廃れた寂しい印象があったが、夜になると赤い提灯があちこちに灯り、昼間に
は感じられなかった温かみや活気が感じられた。みなさんは『千と千尋の神隠し』を見たとき、何色が印象
的でしたか？色によって街はどのように映し出されるのか。光や色が与える影響に視点をおき、実験を行
う。その効果を三田市の発展にどう応用できるかを検証していく。

間取りから見る極東アジア

　日本－東京、中国－上海、韓国－ソウルの三都市における近代的なマンションの間取りから、それぞれ
の暮らし、文化を読み取ります。歴史的民家に比べ、都市の近代的なマンションにおいて差異は少ないよう
に思えます。しかしそこには、各国の伝統的な暮らし方をルーツとする違いがあります。そこで私たちはそ
の違いに着目し、なぜそうなっているのかを検証します。

瓦が魅せる日本の美

Ｐ２

村田春那（総政３年；斉藤ゼミ）・金民善・孫采宜・平石千尋・陳炫

　飛鳥寺の建立時に仏教の伝来とともに百済から日本にもたらされて以降、脈々と受け継がれてきた
「瓦」。その姿は、様々な改良が加えられ、日本の街並みを形作るには欠かせない建築材となった。しか
し、それらの美しい姿は、耐震性への不安や近代化による建築の画一化の中で、日本の街並みから急速
に失われつつある。地震大国の日本で、伝統文化として先人から伝えられてきた「瓦」。日本固有の景観再
生とともに、「瓦」の持つ様々な効用から、まちのコミュニティ活性化やまちづくり、復興、活力のある日本の
再生方法を提案する。

尾上俊朗(総政３年,客野ゼミ)・大久保宏美・渡邊世利奈・中村沙恵

　民主化へ向かう中、アジア最後のフロンティアとして注目を浴びるミャンマー。今年9月、我々がこの国を
訪れて驚いたのは、日本よりもはるかに多くの”モノ”が入ってきているということである。ショッピングモール
に並ぶ商品は、英語から日本語、中国語やタイ語まで、実に様々である。
　その一方で、入ってきている”人”は、中国人以外ほとんど目にしなかった。日本人を見慣れないらしく、道
を歩くと頭からつま先までじろじろと見られた。ミャンマーには、金色に輝く寺院や美しい湖など、観光資源
は多くある。それにもかかわらず、海外からの観光客が少ないのは何故なのか。その課題と解決策を考察
する。

福島千尋（総政３年）・山本紋寛・館農望・佐々木寛恵・勝俣康煕

　私たちは積極的に震災復興ボランティアに関わり、個人レベルでの復興に微力ながら貢献してきた。と同
時に、個人でできることへの限界を感じ、「もっと政策的な観点から震災復興について調査・研究をしていく
べきなのではないか？」という考えを抱くようになった。議論を重ねた結果、「経済復興という観点におい
て、カジノ導入という政策が有効ではないだろうか」という見解を抱き、霞が関フィールドワークでの経済産
業省訪問など様々な調査・研究を通して、私たちは同政策に可能性を見出すと同時に、複数の課題も浮き
彫りになってきた。

奥野翔平（総政４年；中野ゼミ）・佐藤功一（総政３年）・西川浩也・中野聖基・岩本栞



18

　40年前の1973年、オイルショック。20年前の1991年、バブル崩壊。そしてそれから20年後の2011
年、東日本大震災。20年後には何が起きるだろうか。40年後には、日本の人口は１億人を割り込むと
予測されている。20年周期でおとずれる危機を前にしながらも、われわれは希望をもって都市のカタ
チを構想すべきではないか。都市はどのように移り変わってきたのだろうか。その実態を調査し、都市
を読む視点と方法を見いだしたい。これらをふまえて、都市のカタチを創りだす理念と方法を考える。
そして都市のカタチに呼応して、建築のカタチをデザインする。

Ｐ７

都市は唸る、共鳴する。～４０年後の都市のカタチ　建築のカタチ　三田駅周辺計画～
吉川亮（総政４年；八木ゼミ）・妹尾圭悟（総政３年）・中野友博・小玉祐輝・筒井奈穂

Ｐ11

　この発表では、東日本大震災によって引き起こされた環境問題による健康被害、そして被災地の今
後のまちづくりに重点を置き、現在抱える問題点・実際に提案されている意見を検討した上で、これか
らの政策に求めることとして提言する。また、すでに発生から1年半が経過した東日本大震災によっ
て、人災はもちろんのこと、多くの環境問題が発生している。メディアを通して、これらの環境問題に
フォーカスが当てられるようになった今、この発表ではアスベストによる影響への今後の対応策、減災
のためのまちづくりの重要性を訴えたい。

Ｐ13

東日本大震災から学ぶ減災への取り組み～復興まちづくりと海岸林再生プロジェクト～

大震災後の被災動物～犬猫を救うボランティアと行政、私たちにできること～

　東日本大震災からすでに1年半が経過しました。私たちの発表では、このとき被災した犬猫のペット
に焦点をあてました。彼らは、被災時にはどういった対処をされたのか、被災ペットを守るために行
政、ボランティアはどのような活動を行っていたのか。近い未来、どこでどのような災害が起こるかわ
かりません。今では、家族同然のように飼われているペットは、災害時にどうなるのか。阪神大震災、
東日本大震災から被災動物の状況を知り、災害時に自分のペットが被災動物にならないよう、危険
から守る対策を考えます。また、被災時に必要な行政の役割、ボランティアの活動の仕方について考
えます。

　ジオパークとは、地理学・地質学的に価値のある遺産を有する自然公園を指す。ジオパークの目的
は、その遺産を保護・保全しつつ、教育活動、経済活動、観光産業などに活用し、地域の活性化につ
なげることである。つまり、ジオパークでは保全活動そのものよりも、保全活動を通じて、地域環境に
関する教育活動やツーリズムなどの経済・観光産業を発展させることに重きが置かれているのであ
る。当発表では、ジオパーク地域においてどのような教育活動が展開でき、どう地域と関わり活性化
につなげるのか、山陰海岸ジオパークをモデルに考察・提言を行う。

Ｐ12

福原祐樹（総政３年）・武本千枝

中田皓貴（総政３年）・中村正貴・福井倭古

　高田えり子(総政３年;山田ゼミ)･津田優歩･大西真美･シュウリン･藤原三史郎･中野裕一郎･小浦萌
子･石本義大

ファッションのジェンダー～メンズファッションは女性化しているのか～

節電による家庭への影響

　男性の服装は、一般的に女性より種類が少なく、下はズボンである。当たり前と思っているこの服装
の習慣に対して、最近では、お洒落として、美白や化粧をする男性、スカートをはく男性の出現など、
男性のファッションの女性化が話題を呼んでいる。元は女性のものだったアイテムを身につける男性
の共通点はあるのか？あるいはこうした現象の原因はなにがあるのか。そもそもメンズファッションの
女性化は現実に確認できる現象なのか、をファッション雑誌などのメディアや街中調査などから実態
を調べる。

斉藤一輝（総政３年；今井ゼミ）・兼本聡太・瀧山博也

　今日の日本では、福島第一原発の影響により、原子力発電に疑問の声が上がっており、大飯原発
以外の日本の原発は、停止している。そして、政府は、2030年度までに日本の、発電における原子力
の比率をどのようにするか検討している。政府は、原発比率０％案、１５％案、２０～２５％案を発表し
た。多くの市民は、原発比率を０％にすることを望んでいるが、もし本当に原発をなくし、その分を火力
発電やバイオエネルギーによる発電で補い、価格転嫁した場合、どれくらい生活に影響をもたらすの
かを発表していく。

ジオパーク×教育～山陰海岸ジオパークをモデルに～

Ｐ８

方言分け目の戦い～三田言葉と丹波言葉
谷掛大樹（三田祥雲館高校２年）・松島周祐・山本真也・吉井悠真・原航平・小山陽平

　雨はぱらぱら降るのでしょうか。ぴりぴり降るのでしょうか。県内各地から生徒が集まる祥雲館で
は、クラスの中でも意見が分かれます。なぜこんな違いが生じたのか。どんな違いがあるのか。地理
的、歴史的、文法的に探っていきます。

Ｐ９

Ｐ10

田中邦昂(総政３年；長谷川ゼミ)・黒木翼
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吉井彩夏（総政３年；宮川ゼミ）・今西美貴・後藤祥令・敦賀結

岩崎聡人（総政３年；宮川ゼミ）・松岡洋文・村本雅英

Ｐ14

　20011年3月11日に東日本大震災という悲惨な出来事が起こり、原子力エネルギーでの様々な問題
が浮き彫りになった。そして現在、その原子力に替わる、新しいエネルギーはどのようなものがあるか
と議論され始めた。代表的な再生可能なエネルギーは、風力、水力、太陽光、地熱、バイオマスなど
がある。あなたならどのエネルギーが重要だと考えるだろうか？今回、私たちは、太陽光、地熱、バイ
オマスの3つのエネルギーに着目した。私たちはこの3つのエネルギーの現実的な将来性を導き、ど
れだけ原子力エネルギーの割合を減らすことが可能なのかを考えた。

藤原翔平（総政３年；今井ゼミ）・守屋慎司・山口絹人・長谷川賢治・野上大志
エネルギーの革新～脱原発！果たして可能なのか？～

　福島第一原発での事故により、買い物の際に食品産地を気にする人が増えたり、震災がれきの受
け入れを拒否する自治体があるなど様々な問題が起こっている。人々の中には、放射能の知識が乏
しいにもかかわらず、放射能に対し過剰に不安を抱く人もいるのではないか。そこで、私たちは、「放
射能への不安によって起こる問題は、放射能に関する知識不足によって引き起こされているのでは
ないか」という仮説をたてた。本研究では、大阪府の幼稚園の保護者を対象に、アンケート調査を行
い、この仮説を検証する。

　エネルギーに対する危機感が高まる中、エネルギー源の転換が議論されている。そこで、私たちはエネ
ルギー源として再生可能エネルギーに注目し、都市で必要とされるエネルギー源を自前の地域の再生可
能エネルギーで賄う環境共生都市のモデルの確立を目指す。具体的には、三田市をモデルにし、2030年
までにエネルギーの自給自足率を100%にすることを目標に、バイオマス発電、太陽光発電などを組み合
わせた方法を考え、定量的計算によるその実現可能性についてシミュレートする。さらに最終的な目標と
して、三田市をモデル都市として、同様な再生可能エネルギーのシステムを全国の地方都市で確立する。
超過した電力は大都市へ供給し、日本全体の電力需給のバランスを考慮したネットワーク網を確立する。
同時に、既存の自然を活かした田園都市としての姿も描き、エネルギーと環境の両面から環境共生都市
の確立を目指す。

Ｐ19

ちゃんと分けてる？キャンパス内のごみ～エコライフへの第一歩、主役はそこのあ・な・た～

　私たちに身近な環境問題として、ごみ問題がある。ごみに関するルールは環境への配慮を目的とし
て定められており、私たちは自宅やキャンパスなど様々な場面で、そのルールの厳守を求められてい
る。本研究では、神戸三田キャンパスの学生を対象に、キャンパスでのごみの分別についてアンケー
ト調査を行い、分別に対する意識や、分別の実施状況を明らかにする。その際、ごみ分別以外の日
常生活における環境への配慮についても、意識や行動の実施状況を尋ねており、これらの回答結果
をもとに、関学生の環境配慮に対する意識と行動について考察する。

Ｐ17

レジ袋の有料化と人々の環境配慮意識・行動の関係

企業のCSRレポート公開状況～日本Ver.～
網谷千尋(総政３年;宮川ゼミ)・秋本有紀子・坂下雅人・福岡佳華・福島龍一

　近年、「エコ」が日常生活において一つのテーマとなっている。一部の地域ではレジ袋有料化が進
み、環境に配慮したライフスタイルが注目されている。一方で、レジ袋を自宅で二次的に利用する家
庭も多く、また「レジ袋の削減が本当に環境にやさしいのか」と疑問視する声も少なくない。本研究で
は、アンケート調査を実施し、レジ袋が有料のスーパーに通う人とレジ袋の無料のスーパーに通う人
との間に環境配慮への意識・行動に違いがあるかを調査する。その結果をもとに、レジ袋有料化が
人々の環境配慮への意識・行動を啓発しうるかを考察する。

　最近、企業の社会的責任(CSR)という言葉が注目されている。その中で、多くの企業がホームペー
ジ等を通してCSRレポート(CSR報告書、Sustainability Report と呼ばれることもある)を公開している。
しかし、すべての企業がCSRレポートを公開しているわけではなく、その取り組みには温度差がある。
本研究では、日本企業のCSRレポートのホームページ上での公開状況を調べるとともに、公開状況と
関連する要因(売上高、業種、社員の平均年収、平均年齢、等)を明らかにした。なお、関連要因の情
報は、ある業績ランキングサイトを利用して収集した。

Ｐ15

Ｐ18

尾崎裕一（総政３年；客野ゼミ)・岸本奈都子・敦賀咲・窪彩香
エネルギーの自給自足

Ｐ16

放射能への不安～大阪府の幼稚園の保護者に対するアンケート調査～
足立美咲(総政３年；宮川ゼミ)・小澤みのり・片岡優里・山本大路
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　現在の屋久島はさまざまな問題を抱えており、それを解決するには、人と環境の共存が求められる
対策が必要である。つまり、自然保護に対してさらに力を加えた方法を見つけなければいけない。こ
れを実現するには、利用者のマナーの向上、海外のエコツーリズムを取り上げ、そこで行われている
活動を屋久島に応用することである。これらを私たちが行うことによって、現地の人々が自分たちで問
題を解決する能力を養うことにつなげる。

Ｐ21

エコミュージアムとしての屋久島～持続可能な観光を目指して～
三木田直哉(総政３年)・山本健太郎・前本優子・藤綱勇作・黒森貴之

コウノトリから学ぶ～自然と人間の共存～
中江友貴（三田祥雲館高校２年）・森崎智裕・岡崎梨沙・中村明希羽・向井香織

Ｐ20

　豊かさ、便利さを求めて科学を発達させることは自然を克服することの連続でもあった。現在の私た
ちは豊かで便利な生活と引き換えに、多くの環境問題に直面している。しかし、科学の発達と自然は
相容れないものではないはずである。生活のあり方を見直し、人間の生活と自然環境保護との両立
を身近なところから取り組んでいる豊岡市の実践は私たちのそうした主張を裏付けてくれるものだと
考えた。一度は絶滅した野生のコウノトリを日本の空に復活させようと重ねられたその取り組みを追
いながら、科学が自然を支え、共存することができることを確認したい。

Ｐ22

Ｐ23

このままでいいのか、草原維持活動～in 熊本県阿蘇地域～

　阿蘇の美しい草原は人々を癒し、阿蘇独自の生物多様性や豊富な水資源など、多くの豊かさを与
えてくれる。私たちLink ASOは、2005年に久野ゼミの環境実習として阿蘇での実習を開始し、2009年
に久野ゼミ生を中心とした学生NPO団体Link ASOを設立し、「草原を後世に残したい」という思いか
ら、活動している。しかし、問題は非常に複雑で難解である。このポスター発表を通じて、草原の現状
や課題について知ってもらう事で、阿蘇の草原に興味を持ち阿蘇の草原を後世に残すための活動を
是非一緒にしていただきたいと思う。

渡邊真衣子(総政４年)・氏家聡志・若林大輔・伊藤麻理奈・有本圭祐・徳岡睦与・牛込美樹・柴原嗣・今
井田千佳(総政３年)・牧野冴華(文３年)・朝見美帆

三田市南公園のまちなか里山公園構想と住民参加
今井田千佳（総政３年；安高ゼミ）・井上慎太郎・石川稔・依兼大輔

　三田市には、かつて里山であったフラワータウン南東部にある南公園をまちなか里山公園として整
備していこうとする「まちなか里山構想」という動きがある。里山整備には付近住民の継続的参加が
不可欠である。そこで、里山に親しみがないであろう付近のニュータウンの住民が、里山整備にどのく
らい関心を持っているのか、また、どのように関わっていくのかを考える。

女子大生のダイエットに対する意識調査

Ｐ24

　2012年6月、衆議院で私的違法ダウンロード刑罰化法案が可決された。
日頃、音楽をスマートフォンや音楽プレーヤーで持ち歩いたり、空き時間に動画共有サイトで気分をリ
フレッシュしたりする学生は多いだろう。
　最近では動画や音楽を簡単にダウンロードできるようになった。
　しかし、その行為が2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金刑に当たるかもしれないのだ！
　どうして？なんで？ご存じでない方は危ないかもしれない。
　私的違法ダウンロード刑罰化があなたの人生を変えてしまう前に、違法ダウンロード、そしてこの法
案について考えてみよう。

深田真生子（総政３年）・大西真理・甲斐明日香

　近年、多くの人々が注目しているものにダイエットがある。本来ダイエットの意味は生活であり、痩せ
るだけでなく健康的な身体にするために体重を増やすことも含まれている。しかし、間違ったダイエッ
トや危険なダイエットが多くある。ダイエットに関する情報が溢れている中、女子大生はダイエットに対
してどのように思っているのか。どれくらいの女子大生がダイエットを経験したことがあるのか。関学
の女子学生に向けてアンケートを行い調査する。そして女子大生のダイエットに対しての意識、ダイ
エットの必要性、どのようなダイエットを経験したかを明らかにする。また、BMIについての質問を設
け、理想とする体型がどのようになるかを考えてみる。

角和貴子（総政３年；眞壽田ゼミ）・松本元太・出島充教・中瀬佐知子・岩城遥香（総政４年）

Ｐ25

役に立つのか　私的違法ダウンロードの刑罰化法案～刑罰化の賛否を考える～
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関学生向け就職支援サイトの作成
丸山遥香（総政４年；伊佐田ゼミ）

ブランディングにおけるメディアの役割
上野慎也（総政４年）

五百田真衣（総政４年；伊佐田ゼミ）

Ｐ27

ICT活用による学内活性化　~KSC-Lifeプロジェクト~
古家良和（総政３年）

　学生のキャンパスライフをより楽しく、よりアクティブにするためにはどうすればいいか。その１つとし
てICTからアプローチする方法を提案します。スマートフォン用ポータルサイトによる情報の集約と広
報の場の提供、ソーシャルメディア活用等、神戸三田キャンパスの学生のためのWEBサービス「KSC-
Life」を例に発表します。また、数年後のインターネット環境はどう変わり、私たちはどう対応していくべ
きかも考察します。

出版社への著作隣接権の付与について

　昨今、政府では出版社による海賊版取締りの円滑化、また電子書籍等の複製可能なデジタル出版
物を扱う際の権利処理を主な目的とした、出版社への著作隣接権の付与についての議論が本格化し
ている。著作隣接権とは作家のみに帰属する「著作権」を、契約その他で出版社側にも持てるように
することであるが、一方で著作隣接権の付与によって著作権者の自由な活動が阻害されるという場
合もあり、その必要性が問われている。以上を踏まえた上で、作者と出版社の間における著作隣接
権の是非について検討する。

Ｐ26

洪美玲（総政３年；眞壽田ゼミ）梅田周平・松崎貫太郎・石田翔一・北森麗菜

古田智（総政４年）

　就職活動の時期になると、毎年のように新聞に就職活動の厳しさについて書かれていますが、それ
を手助けする就職支援サイトもたくさん存在し、得られる情報は昔に比べて非常に多いはずです。し
かし、あまりにもサイトがたくさんありすぎて学生にとっては混乱してしまうのではないかと思い、実際
に「こんなサイトがあったらいいな」と思った就職支援サイトを作って、その効果について検証します。

神戸三田キャンパスから関学を変える！！～KSCの情報発信基地『KSCコモンズ（仮称)』～

　メディアを利用した情報発信力でゲームセンターのかかえる問題、新規顧客の常連化に対してアプ
ローチし、他店との差別化、またいかに浮遊客を囲いむことができるのか、セガワールドココエあまが
さき店を対象に、ICT技術を利用した情報発信で新規顧客の常連化・客数増加の促進を目指します。
いかにゲームセンターに求める情報の需要が増えているのか？実際の店舗を対象に検証ののち、メ
ディア利用による課題解決に挑みます。今後の対象店の行く末についても、実際利用中の【ブログ】
【twitter】と照らし合わせ提案していきたいと考えています。

Ｐ31
　地方ブランドを題材として、ブランディングの際のメディアの役割についての研究である。社会が成
熟化してモノがあふれている今日、ただ商品を生産するだけでは消費者を魅了することはできない。
他の商品との差別化を図るためにも今後ブランディングは大きな鍵を握るだろう。今回はインターネッ
ト普及前に全国へ知名度を伸ばした「そばめし」、インターネット普及後で多くのPRサイトがある中で
アイデア満載でオリジナリティのある「うどん県」「おしい!広島」の3つを用いて検証している。

P30

Ｐ29
中谷良規（神戸三田キャンパス事務室）・小山健

高校生がまちの回遊性を創る？～ハロウィンイベントによる伊丹活性化～
猪崎真理子(市立伊丹高校３年)・角山小夏・薮内雪乃 ・宮脇青空(総政４年)

　高校生が主体となり地域をつなげよう」。伊丹のハロウィンイベントは今年で９回目。今回は初の試
みとして、JR伊丹駅周辺地域、阪急伊丹周辺地域、ビバ伊丹商店街周辺地域に回遊性をもたせ「人
の流れ」を高めたイベントを行った。その結果は…！

Ｐ33

ホームページに宣伝効果は本当にあるのか

Ｐ28

SNSがゲームセンターを救う？

Ｐ32

　2013年度完成予定のKSCコモンズ（仮称）の概要と機能について。

　最近は誰でもどこでもインターネットを繋げ、情報を共有できる世の中です。若い世代は小さな頃か
らパソコンに触れて育ち、今では企業だけでなく一般の方もホームページを作りインターネット上に載
せています。ホームページとは世間の人たちに、企業のこと、個人のことを知ってもらうために存在し
ます。では、ホームページは実際知名度の向上に貢献しているのでしょうか。ホームページの宣伝性
をリサーチしましたので、どうぞみなさん見に来てください。
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9:00-
16:00

A website to support students' job hunting

11:00-
18:00

自由形式　第１日（11月９日）

12:00-
16:00

モンゴリアウィーク　2012

　A website to support students’ job hunting というタイトル通り、私たちヘイズゼミでは学生の就職活
動をサポートするウェブサイトを作成しています。このウェブサイトは、これから就活を始める学生、また
就活中の学生のみなさんが就活について語り合ったり、情報を共有したりするため、また学生の就活に
対する意識を変えるきっかけを作るために立ち上がった就活まとめサイトです。今回の発表では、私た
ちがプロジェクトを進めてきたプロセス・今後のプロジェクトの発展を紹介します。

神谷妙香(総政４年：鎌田ゼミ)・小路あすみ・山口由希子・小林大貴・池淑子(総政３年)・高柳拓芳・綿谷
梨花(総政４年)・村田直大(総政１年)・國永暁未・乾隼人・赤嶺真・岡田瑞生・岡本紗英・橋本芽衣

卒業したらなにするの？「いま」の生き方、「いま」へのつなげ方。

　これから就職活動を始める学生（主に総合政策学部3回生）が、卒業から3～5年目OB/OGとの対話を
通して、就職活動に対する不安や疑問を軽減・解消する機会を得られるようにする。

馬場 享平（総政2008年３月卒）・吉田 貴司・穴見千佳（旧姓：早瀬）・西村真帆・岩崎 謙二（総政2010年
３月卒）・北山睦美・大井 孝弘（総政2007年３月卒）

自
由
形
式
5

1階廊下

自
由
形
式
1

11:00-
16:00

　鎌田ゼミとドイツ語コース有志によるドイツ文化紹介の企画である。ドイツの文化や歴史、近年話題に
なっている再生可能エネルギーへの取り組みなど、様々な視点からドイツに親しむ機会を提供する。ま
た食文化、音楽、映像など、五感でドイツの雰囲気を感じる場とする。カフェでの対話のような知的交流
を通して、国際理解への知的アプローチの一環を担うとともに、ドイツ文化と自国の文化を見つめなおす
きっかけとなることを期待する。

Ⅱ-304

宇都宮泰紀(総政４年;加藤ゼミ)・吉川亮(総政４年;八木ゼミ)・栢木香織(総政４年;角野ゼミ)・大塚紗智
子(総政４年;馬場ゼミ)・樋上諄(総政４年）

国際交
流コー
ナー

12:00-
12:30

三楽荘プロジェクト～これまでとこれから～

Ⅱ-105

　三楽荘の今までからこれからについて。去年の夏から始まったプロジェクトは何もなかったところから
始まり、プランニングや設計、広告、ハウスルールの製作、実際の工作、内覧会等を運営委員会とＯＢ
のメンバーで行ってきました。どのように学生同士が生活しやすい環境をつくれるのか、試行錯誤で行っ
てきた今までのプロセスを発表します。また、今年の春に完成を迎え、現在は年齢、国籍問わず学生が
共同生活を行っており、入居者のインタビューで実際にシェアハウスに住んでどうなのかを聴き、発表を
したいと思います。

自
由
形
式
4

自
由
形
式
３

Willkommen Deutsch Café;　～ドイツに親しむ知的カフェへようこそ～

　皆さんはモンゴルってどんな国か知っていますか？モンゴルの伝統的な家であるゲルが目印です。民
族衣装を試着したり、モンゴルのチャイも試飲できます。文化体験のほかにも、私たちが実際に見てき
たモンゴルや現地での活動の様子などの写真も展示しています。伝統的な文化、どこまでも広い草原。
でもこれだけがモンゴルではありません。今後さらに進化するであろうモンゴルの都市、そしてその勢
い。その一方で発生している都市問題。そして、行く先々で感じた人々の心の温かさ。モンゴルの様々な
面を知ってもらいたいです。

自
由
形
式
２

Ⅲ-101

淋翔太郎（総政４年；上野ゼミ）・芝田真子・志熊沙紀・高橋亜里沙・升田有香・中西美帆・西元有希・綿
谷梨花・岩崎麻里・樋口潤哉・沈洋・芝辻裕太（理工4年）

齋藤亮太（総政３年）・濱口昌紀・岡本直也・笹賀万央・錦那青・日下部さつき・藤井政治
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　2008年のリーマンショック後、株価の下落が続き、銀行は保有株の含み損を埋めるために、自己資
本を切り崩さなければならない局面にあった。この問題に対し、日本銀行は民間銀行の保有株を買
い入れることで、銀行の損失を最小限に抑え、金融システムの安定化を図った。しかし、この政策の
評価は、その賛否が分かれる。目下の金融情勢を鑑みると、株価急落に起因する金融システムの不
安定化が再発しないとは限らない。この問題意識に基づき、本政策発表後からの株価およびボラティ
リティの動向を追跡し、本政策の影響とその効果を分析する。

A206：禁じ手：日銀による銀行保有株買い取りの効果～ボラティリティを用いた政策の実証分析～

10:30

　政治やスポーツなど世の中では様々なムーブメントが起こってきました。そして、現在も起こっていま
す。これらのムーブメントが起こった時に私たちの生活を取り巻いているメディアが、どのような役割を
担っているのか。様々なムーブメントの起きた時代や影響力の範囲、スピードなどを調べることで各々
のムーブメントがどのような特徴を持っているのかを示したいと思います。私たちがよく耳にする「ムー
ブメント」とはどういうものであるのかも含め発表します。

金田頼宜（総政４年；伊佐田ゼミ）

11:00

A205：ムーブメントが起こった時のメディアの役割

第２日（11月10日）口頭発表A会場（Ⅱ号館101教室）

9:00

引地洋月(総政４年)・前田裕香(総政３年)・粕谷翔太・矢野耕太（総政４年）

畑山大樹（総政３年；宮川ゼミ）・田中里奈・大住惇真
A201：電力不足時における節電事情

A202：電気自動車はどこへいく？

　福島第一原子力発電所事故によって、夏の電力不足が懸念されるようになった。それ以来、さまざ
まな節電啓発活動が行われており、家庭や企業は節電を求められている。本研究では、電力会社の
ホームページを利用して、過去数年の電気使用量の実態と気温の関係を調べた。また、一人暮らし
の大学生を対象に節電に関するアンケート調査と電気使用量の実態調査（三週間）を行った。以上の
結果から、原発事故を契機とした節電の啓発が人々の生活にどのような影響をもたらしたのかを考
察する。

松本幸士（総政３年；眞壽田ゼミ）・辻田祐輔・多井章人・金森麻央・谷口裕子・奥野篤
A203：企業から学ぶ利益を生む特許戦略

　特許が利益を生み出す構造

石井伯海(総政４年；伊佐田ゼミ)

A204：雑誌はなぜここまで売れないのか～ファッション雑誌を通して～

　現在、日本国内出版社の倒産が相次ぎ、大手新聞社が赤字転落している。このような出版業界を
めぐる状況は、新聞上をはじめ様々なメディアで繰り返し報道されており、その結語は異口同音に、イ
ンターネットの普及とともに出版業界の旧来のビジネスモデルが通用しなくなり、「紙媒体からいかに
撤退するか」というパラダイム変換を、業界が余儀なくされている。こうした問題をマスカルチャーであ
るファッション雑誌を通して探っていきたいと思う。

12:00

A207：どうする？日本の財政再建～税制と政府支出からの政策提案～
松本怜子(総政３年；亀田ゼミ)・酒井香帆

　バブル崩壊以降の日本の景気低迷に対し、政府はケインズ経済学に基づいた「減税・政府支出拡
大」主体の景気対策を行った。しかし、政府債務残高の国際比較(対GDP比)は100.5%から219.1%に増
加し、効果的な景気対策とは言い難い。そこで、我々は「増税・政府支出縮小」が景気回復を導く非ケ
インズ効果に注目した。非ケインズ効果を実証する先行研究は中里(2002)、Perotti(2003)など多数あ
る。しかし、具体的な政策提案を提示している論文はない。したがって、我々は具体的な増税項目と
削減項目を明らかにし、景気回復と財政再建の両立を可能にする政策を提言する。

　近年、節電が呼び掛けられる中で電気自動車（EV）のCMがよく見られます。地球温暖化や東日本
大震災をきっかけに人々の生活は変わりつつあり、今では低燃費やECOといった要素は車に欠かせ
ないものとなりました。今まで一般的だったガソリンエンジン車からハイブリッドカーへ、そして電気自
動車へと車は進化しながら普及しています。今後、車の進化にはどのような可能性が秘められている
のでしょうか。一人一台、環境に優しく今よりもはるかに便利な車が低価格で手に入るとしたら、人々
の生活は更に変化していくのではないでしょうか。

9:30

10:00

11:30

木浦里那（総政３年；亀田ゼミ）・杉浦仁俊・朴ソンウン
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　神戸市には、世界への窓口となる港があり、居留地や外国人学校があります。また、外国人コミュ
ニティを主とした日本人・外国人市民による国際交流の歴史があります。そこで、神戸市が在日外国
人にどのような取り組みを行っているのかを検証し、彼らが神戸市での生活をどのように感じている
のかを、あらゆる視点から調査していきます。調査結果をもとに、多面的、複合的に考え、これからも
増えていくと思われる在日外国人と、私たちの多文化共生社会のために、「在日外国人にとって住み
やすい町とは」について都市政策の観点から考えます。

　都市部の住民の一票は、地方部の一票より軽い。このいわゆる選挙区ごとの「一票の格差」は
長らく問題とされ、その都度、選挙区割りや定数配分の改正によって対応してきました。しかし、
これまで根本的な解決策はとられてきませんでした。私達は各国の選挙制度を比較しながら、そ
の一票の格差が、どう社会に影響を与えているのかを考えます。そして最後にどのように「一票
の格差」という問題に向き合っていくか発表したいと思います。

12:00

B207：急成長国ミャンマーの教育～高就学国から高修学国実現への提言～

　ミャンマーでは、小学校の就学率がほぼ100％に達しているのに対し、小学校卒業まで残る子供の
割合は、5～7割程度である。原因としては、家庭の経済的要因、政府の教育政策、交通インフラ、
人々の教育に対する意識、授業方法、多民族社会など様々なものがある。初等教育の普及はミャン
マーの民主化推進にとって、重要である。したがって、小学校を途中で退学する子供が多くいること
は、これから改善されるべき問題であると考える。

高松佳代（総政３年）・浅野由香梨（総政４年）・中澤芽衣・吉本みなみ・谷村美那子（総政１年）・浪
川真祐子

11:30

B206：一票の格差をどう考えるか？～完全是正は必要か～
米田嵩央（総政３年；長峯ゼミ）・浅野里奈・山越千夏・山下恵里・司城史果

B205：より美しく、持続的なコミュニティの発展をめざして～インドネシア、ジョグジャカルタのスコッ
ター地区での取り組み～

第２日（11月10日）口頭発表B会場（Ⅱ号館102教室）

9:00

B201：3.11のその後～新エネルギーの有用性を考える～

毛利和義（総政３年；山根ゼミ）・武末佐加・井筒史麻

10:00

林佑一郎（総政３年村上ゼミ）・藪下直樹・荒木周平・鄒鵬

9:30

　東日本大震災が発生して、約1年半が経過した。そしてそれと同時に発生した福島第一原子力発電
所の事故は日本社会だけではなく、世界中に大きな衝撃を与えた。しかし、その1年半という時間の
間に、私たちはいったい何が出来たのだろうか?そしてこれから何が出来るのだろうか?　私たち村上
ゼミ3回生は、都市政策という視点に立ち、エネルギーと除染の問題について考えてきた。そしてその
成果を発表したいと思う。

中山美咲（総政３年）・畠山絢名・野見山佳納・上林真弓・倉橋瑛子
B202：在日外国人が住みやすい地域とは？

B203：KSCは三田市に対して何ができるか？～地域における大学の消費活動～

B204：日本のいじめ対策はどうあるべきか。～いじめ発見後の対応を国際比較して考える～

　いじめ問題は平成22年から増加しており、大きな社会問題となっている。いじめ問題を法制度により
未然に防止することは不可能である。そこで、私たちはいじめ問題発生後の教職員や、学校の対応
について着目した。現在いじめ問題による自殺者を生むなど深刻化が進んでいるのは、教育現場が
いじめ問題を早期発見・解決できていないからである。そこで教職員や学校が、いじめ問題にさらに
取り組めるよう制度を見直す必要がある。よって私たちは現行の教職員評価制度を他国と比較分析
し、いじめ問題の深刻化を防ぐ政策を提案する。

松本和樹(総政３年)・野間公平・秦雪峰・土井遥加・前田眞琴

　学生にとって「大学」は勉強する場であり、サークル活動をする場であり、学生生活を過ごす場に他
ならない。しかし大学がある地域や町はもっと別のものを大学に求めているのではないだろうか。もっ
と大学が地域に対してできる役目があるのではないか。上記の疑問を起点として、私たちが所属する
関西学院神戸三田キャンパスが三田市に対してどのような影響力を持ち、どのような役割を持ってお
り、どのような形で貢献できるかを消費活動という経済面を切り口に考えた。そして今後三田市と大
学の距離が密になり、三田市が活性化できるような消費活動の向上について提案したい。

11:00
　現在急激な経済成長の最中のインドネシア、その都市居住問題の課題を問う。本発表では、ジョグジャカ
ルタのかつて劣悪なスラムと化していた、スコッター地区での改良活動がテーマである。
　この地域の特徴は居住地域の物理的制限をこえて、住民たちの質の高いコミュニティを形成していること
である。改良以降、現在も重視かつ継続されている、住民の自主的な活動や近隣住民との協働について考
察し、それらの活動が住民にどのような影響を与えているのかを分析する。
　質素で小さな住宅街の、住民たちの生き生きとした生活に着目して、この地区の魅力と可能性を考える。

水野久仁香（総政３年；齊藤ゼミ）

10:30
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次ページに続く

仲田 周祐（総合政策研究科Ｍ２)

我謝賢（総合政策研究科Ｍ２）

高瑞（総合政策研究科Ｍ１）

大学院20：溜池の消滅と周辺土地利用の変遷の関係性について

　女性は生態的な特徴として、妊娠・出産がある。そのため、妊娠すると多くの女性は一時的に出産・育児休暇
または、退職する。そして、出産・育児を最優先とする。この流れは、一般的にポジティブ・アクション「女性の能
力発揮促進のための企業の積極性」の取り組みがなされていない場が多いことが上げられる。では、女性が経
営する企業においてはどのような取り組みをし、また女性経営者であることの社会的利益とはなんであるのかを
考える。

嶋村実香（総合政策研究科Ｍ２）

　現在、世界に糖尿病、腎臓病患者が増え、ダイエットをする人も増加している。こうした患者に対して栄養
摂取制限がなされている。従って、何かを食べる前に、レシピに含まれている材料の栄養成分、そして材
料の量を調べ、健康状況の基準に応じてそれを食べてもいいかどうか決める必要がある。この問題を改
善するために、多言語オントロジーに基づくレシピ栄養分析研究を行い、レシピの栄養分析と健康状況に
対するレシピ提案というサービスを提供し、より便利な食生活を支援する。

中みなみ（総合政策研究科Ｍ２)

　本研究では、インドネシア共和国ボルネオ(カリマンタン)島の西カリマンタン州を対象に1940年代と2000
年代の時点における植生と各土地利用の分布状況について、GISを用いて比較し、その変化を明らかに
する。大規模な開発やアブラヤシ・プランテーション開発が進む以前の島の広域的な環境特性を空間的に
明らかし、各植生の立地特性のプロファイルを明らかにしたうえでそれを現代の植生と比較する事により、
どのような土地利用及び植生が何に転換されたかについて詳細を明らかにし、その影響要因を探る。

　阪神淡路大震災から１８年、東北太平洋沖地震による津波災害から１年を経過した今、兵庫県下の基礎
自治体はそれらの災害についてどう考え、これから危惧される災害へどう対峙するのか。
　本調査ではそれらの現状を検証するために、各基礎自治体防災担当者へインタビューをおこない、その
内容と、その際に担当者から聞いた自己採点による各自治体の防災力評価を数値データ化することで、
兵庫県かにおける基礎自治体がどの程度の防災力を持っており、何を課題としているのかを検証する。ま
た、そこで抽出された課題から、兵庫県はそれに呼応した政策を持っているのかを確かめ、将来的に行政
がおこなう災害対策と、住民に求められる事柄について考える。

第２日（11月10日）口頭発表E会場（Ⅱ号館204教室）

9:00

9:30

大学院21：衛星データを利用したインドネシア・西カリマンタン州における土地利用・植生変化の把握とその原因推定

大学院19：世界遺産の観光開発に関する地域社会の考察～「麗江古城」の事例から～

福家徹也(総合政策研究科Ｍ２)

　中国雲南省の北西部に位置する麗江旧市街地が1997年に世界遺産に登録された。登録以後、観
光客が急増し、商業店舗や宿泊施設の増加に伴う改築や地元住民のライフスタイルの変化など社会
的インパクトが指摘されている。そして、観光産業の発展に伴い、当該地域のナシ族を中心とする先
住民人口が減少し、外部からの商業資本や観光客が麗江に流入してきた。一方、ナシ族住民が地域
から退いていき、地域における有形・無形を問わない文化遺産の消失・崩壊といった様々の社会問題
を起こっている。本発表では歴史的町並みや地域住民の生活を如何に保全していくかについて考察
する。

　近畿を始めとする瀬戸内海の隣接地域には多くの溜池が存在している。溜池は本来農業用水の確保の
為に人工的に造成された池であるが、近年は都市化や農地の消滅、水利システムの改善により減少傾向
にある。しかし溜池は生物多様性に富み、歴史的にみても日本の多くの地域の原風景を形成してきた貴
重な水環境である。本発表では、各溜池が消滅するリスクを土地利用の観点から評価することを目指す。
具体的には、日本で最も溜池の密度が高い香川県高松市を事例に、昭和と現在の土地利用を比較し、土
地利用変化と溜池の消滅の関係性を明確にし、溜池の消滅に影響する要因を抽出する。その上で、溜池
を保全し有効活用していく為の方策を考察する。

10:00

12:00

大学院25：日本の高度経済成長とアマチュア無線～「オタク」による「持続可能な発展」に向けて～

大学院22：兵庫県の基礎自治体における防災力の調査

11:30

鄭夢龍（総合政策研究科Ｍ２）
大学院24：多言語オントロジーに基づくレシピ栄養分析に関する研究

大学院23：ジェンダーの主流化を考える

10:30

11:00

　日本は第二次世界大戦の敗戦国でありながら、その後の高度経済成長を通じて、世界屈指の経済大国へと発
展した。この発展を支えたのは、今日では「オタク」と呼ばれるような、アマチュアの技術愛好者らによる、個人的
な関心に基づく非営利の娯楽を目的とした技術開発への熱意と努力であった。本発表では、ポール・ローマーの
内生的経済発展理論を軸に、戦後日本における、とりわけアマチュア無線家らの手によるによる内生的経済発
展の事例を紹介し、併せて、このモデルを基調とした、今後の発展途上国の経済開発と、日本の持続可能な経
済再生の可能性を考察する。
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写真は過年度の自由形式の展示風景　

13:00

　私たちの生活空間には、店の看板や案内板、道路標識など沢山の書き言葉による情報が溢れて
いる。これらのような公共空間において目にする書き言葉のことを「言語景観」と言う。今回の発表で
は言語景観の中でも特に警告等の看板に着目する。その上で海外の看板と日本の看板を比べるこ
とで見えてくる違いについて、認識・認知科学や談話理論の一つであるポライトネス理論の観点から
考察していく。そして、そこから見えてくる日本の言語景観の特徴について考える。

大学院27：3.11 後の科学ジャーナリズムの在り方
金森宏仁（総合政策研究科Ｍ2）

　東日本大震災は、日本の科学ジャーナリズムにも大きく課題を投げかける出来事であった。今回示
された、地震・津波・ 原発事故など災害に対する一般市民の知識不足は、「科学を市民に伝達する」
という科学ジャーナリズムの役割が 十分に果たせていなかった事も原因の一つであると考えられ
る。一方でデジタルメディアの発達により、人々が情報に対して広く容易に記録・アクセスが出来るよ
うになってから経験する、初めての広域大規模災害であった。本研究では、東日本大震災及びそれ
に続く福島第一原子力発電所事故による報道を他の災害事例と比較する事によって、デジタルメディ
ア時代における科学ジャーナリズムの役割を考察する。

12:30

川畑尚貴（総合政策研究科Ｍ２）
大学院26：言語景観とポライトネス理論

自由形式　第2日（11月10日）
卒業したらなにするの？「いま」の生き方、「いま」へのつなげ方。

馬場 享平（総政2008年３月卒）・吉田貴司・穴見千佳（旧姓：早瀬）・西村真帆・岩崎謙二
（総政2010年３月卒）・北山睦美・大井孝弘（総政2007年３月卒）

国際交流
コーナー

　これから就職活動を始める学生（主に総合政策学部3回生）が、卒業から3～5年目
OB/OGとの対話を通して、就職活動に対する不安や疑問を軽減・解消する機会を得られ
るようにする。

自
由
形
式
5

9:00-
16:00

自
由
形
式
1

9:00-
16:00

モンゴリアウィーク　2012
淋翔太郎（総政４年；上野ゼミ）・芝田真子・志熊沙紀・高橋亜里沙・升田有香・中西美帆・

西元有希・綿谷梨花・岩崎麻里・樋口潤哉・沈洋・芝辻裕太（理工4年）

　皆さんはモンゴルってどんな国か知っていますか？モンゴルの伝統的な家であるゲルが
目印です。民族衣装を試着したり、モンゴルのチャイも試飲できます。文化体験のほかに
も、私たちが実際に見てきたモンゴルや現地での活動の様子などの写真も展示していま
す。伝統的な文化、どこまでも広い草原。でもこれだけがモンゴルではありません。今後さ
らに進化するであろうモンゴルの都市、そしてその勢い。その一方で発生している都市問
題。そして、行く先々で感じた人々の心の温かさ。モンゴルの様々な面を知ってもらいたい
です。

自
由
形
式
６

10:00-
13:00

Ⅲ-101

ブルキナファソにおける電波利用促進国際研究協力活動の紹介

　2003年6月、国際電気通信連合（ITU）から発展途上国におけるアマチュア無線及びアマ
チュア無線衛星利用の促進が勧告された（ITU-R M.1043-2）。今回の報告は、このITU勧
告を踏まえ、関西学院大学「西アフリカ電波利用促進国際協力研究センター（CRIOR）」が
主体となって2012年3月に実施した現地パートナー大学への電波利用促進国際研究協力
活動の成果を紹介するものである。

中野幸紀（総政教授）・曽根康仁（総政非常勤講師）・仲田周祐（総政Ｍ2）・品川雄紀（総
政３年）・松下侑里子（総政２年）

Ⅱ-107
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Ⅱ-302 Ⅱ-303 Ⅱ-304 Ⅱ-305
9:00-9:30 第１試合 第１試合 第１試合 第１試合

9:30-10:00 第２試合 第２試合 第２試合 第２試合

10:00-10:30 第３試合 第３試合 第３試合 第３試合

10:30-11:00 第４試合 第４試合 第４試合 第４試合

11:00-11:30 第５試合 第５試合 第５試合 第５試合

11:30-12:00 第６試合 第６試合 第６試合 第６試合

12:00-12:30 第７試合 第７試合 第７試合 第７試合

12:30-13:00 第８試合 第８試合 第８試合 第８試合

13:00-13:30 － － 第９試合 第９試合

肯定側立論 ３分
否定側立論 ３分
作戦タイム ２分
肯定側反対尋問 ４分
否定側反対尋問 ４分
作戦タイム ２分
否定側最終弁論 ３分
肯定側最終弁論 ３分
計 24分

Bブロック
時間帯

５．決勝トーナメントへ進出するゼミの決定

３．試合の時間配分
　試合の時間配分は右表の通りです（１クール30分で交替時
間６分）。時間が限られているため、略式ディベートの形をと
ります。

　すみやかな進行を守るため、時間制限にご協力下さい。

　なお、この大会では資料等の配布・掲示・提示はできませ
ん。

　まず、１つの試合に出場できるメンバーは５名です。

　1チームは、以下のように２種類の論題と肯定・否定の４つの組み合わせの試合をします。したがって、９日
に公表の予選組み合わせにあわせて、４つの試合のメンバーの組み合わせを考えておいてください。対戦
が始まる前であれば、メンバーを自由に入れ替えることができます（メンバー表の提出を求めておりません
ので、各ゼミの判断で出場メンバーをお決めください）。

　　　　A：論題１肯定側　　B：論題１否定側　　C：論題2肯定側　　D：論題2否定側

　もちろん、肯定側のチームでも、否定側の論理もきちんと調べておかなければ有意義な議論になりませ
ん。肯定側／否定側のいずれにも対応できるよう準備するようにしてください。

ディベート大会　11月10日（土）9:00から13:30
１．テーマ

　予選の成績に基づき、勝数の多い４つのゼミが準決勝に進出します（勝数で差がつかない場合は総得点
等で決定します）。準決勝・決勝はトーナメント方式とし、準決勝の組み合わせは、進出ゼミが確定した後、く
じ引き（ゼミ代表者もしくは実行委員会）により決定します。

論題１．関西学院大学総合政策学部は、すべての授業を英語で行うべきである。 
論題２： 日本は、法的な成人年齢を18歳に引き下げるべきである。

論題２についての注意：　「法的な成人年齢の引き下げ」としては、以下の3つをひとまとめに引き下げること
だけを意味するものとします。選挙権だけ、あるいは少年法だけなど、部分的な年齢引き下げは扱いませ
ん。
　　（１）選挙権・国民投票上の権利が発生する年齢
　　（２）民法・商法に関わる契約（婚姻も含む）・取引が保護者の承諾なしで可能となる年齢
　　（３）少年法が保護の対象とする少年の年齢の上限
　繰り返しになりますが、上記３点以外の法的な適用年齢の変更は議論に含めないものとします。とりわけ
現在の日本では喫煙や飲酒、競馬・競輪・競艇が20歳以上のみ許可されていますが、それらの点は健康問
題、ギャンブルの是非など全く別の複雑なディベートを誘発してしまいますので変更しないものとし、プランの
みならずメリットないしデメリットとしても議論に含めることを禁止します。

　参加ゼミ（チーム）はゼミごと
に、ＡブロックとＢブロックに分か
れて、　1ゼミ（チーム）あたり４
回の対戦が組まれます。
　勝敗等で上位４チームが、午
後の決勝トーナメントに進出しま
す。

　各試合での対戦チームおよび
その試合における論題１・２と肯
定・否定の組み合わせは、第1
日目（11月９日［金］）午後3時に
本部前（Ⅱ-106教室）前で公表
する予定ですので、各ゼミ（チー
ム）は必ず確認の上、10日の本
番にむけて準備してください。

２．予選ブロックおよびタイムライン

４．試合メンバーの編成について

Aブロック
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再チャレンジ可能な社会を目指して
　　　　～事業仕分けと能力開発による若年者雇用対策～

審査員講評14:50

第２日（11月10日）政策コンテスト（B会場、Ⅱ号館102教室）

13:30

チーム亀田ゼミ（土井遥加・村瀬元紀・杉本定之）

14:10

介護福祉の公務員化
チーム山根ゼミ（荻野峻・大麻真未・安田敦史）

テーマ：若者(30歳未満、再就職も含む）の就職難を解決するための政策を立案せよ。

政策のコンセプト
　需要と供給のミスマッチが起きている３K（汚い・きつい・危険）と呼ばれる職業、介護福祉業を公務
員化し、安定した職業とすることで若者の雇用を増やすことができる。その結果非正規雇用から正規
雇用へと拡大することができる。

政策案
　介護福祉の公務員化という案をここで提案させていただきます。介護福祉を公務員化にすることで
労働環境の整備、つまりは給与、保障や労働条件を国が定めることで世間が持つ介護福祉に対する
イメージがクリーンになると思います。こんにちでも若者の公務員志望は持続しています。それは、公
務員の安定した収入や保証制度などによるものだと考えられます。
　また、介護福祉士になるためには国家試験もあるが、結局それに見合った仕事ではないので若者
が介護福祉士を敬遠する原因だと考えます。しかしながら、介護福祉士の公務員化が実現すれば、
国家試験を受験する意味が現在のよりも意義のあるものになるため、若者がより受験しやすくなると
考えられます。
　介護福祉の人員不足と、公務員人気をかけあわせることによって雇用のミスマッチが改善され、若
者の雇用機会が増え就職難の解決につながると考えられる。

政策のコンセプト
1．現在実施されている若年者雇用対策をコスト面から効率化すること
2．就職時の雇用のミスマッチを解消し若年者の離職率を下げること
3．正規雇用を目指す人それぞれの特徴に合った制度を構築すること

政策案
　第一に、現在実施されている若年者雇用対策をコスト面から効率化策を立案する。対象としては、ト
ライアル雇用制度に注目する。トライアル雇用制度とは企業が、 原則３か月間の試行雇用を行うこと
により、対象となる労働者の適性や業務遂行の可能性などを実際に見極めた上で、本採用するかど
うかを決めることができる制度である。その試行期間中であれば、対象労働者の受け入れ先企業に
は、一人当たり月額4万円が支給される。近年では、支給額を一人当たり月額10万円に引き上げた「3
年以内既卒者トライアル雇用奨励金」等、様々な奨励金制度が登場している。
　しかし、総務省が実施した「雇用保険二事業に関する行政評価・監視結果に基づく勧告」に基づき、
厚生労働省は平成22年度における「若年者等トライアル雇用奨励金」の予算額を36億7900万円減額
した事実がある。このような事実を踏まえると、トライアル雇用奨励金の使途と効果は、不明瞭であり
改善の余地があると考えられる。トライアル雇用制度の効率化によって得られた財源は、他の若年者
雇用対策の拡充に使用する。
　第二に 、就職時の雇用のミスマッチを解消し、若年者の離職率を下げる政策を立案する。その中
で、ジョブ・カード制度の有期実習訓練を充実させることを提案する。有期実習訓練は、若年者は経
験を積むことができ、企業は自社のニーズに合った人材を育成できるという点で、両者共にメリットが
ある。現在、ジョブ・カード制度は企業現場などにおける実習(OJT)と教育訓練機関における座学
(Off-JT)を組み合わせた実践的な職業訓練を行い、汎用性のある「能力評価基準」により訓練成果を
評価するものである。その結果をジョブ・カードに記載し活用することで市場横断的な通用性が得られ
る。実際には、職業能力形成プログラム、日本版デュアルシステム、実践型人材養成システム、有期
実習訓練の4つに分類されている。
　独立行政法人労働政策研究・研修機構（2011）が、ジョブ・カード制度を利用した企業に対して実施
した調査によると、75%の企業が訓練生を正社員として雇用している。このように、ジョブ・カード制度
は若年者雇用政策として高い効果を上げていることがわかる。
　そして、第三に、正規雇用を目指す人それぞれの特徴に合うよう年代別や全職種別に分類した上で
有期実習訓練をする。この政策によりミスマッチを解消し、若年者の離職率を下げることができると考
えられる。その結果、企業の採用意欲の向上にもつながる。また正規雇用が増加することが見込ま
れる 。
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チューター名

大平　仁士
（11期生加藤ゼミ）

教員１年目
松原　七菜

（14期生Sawyerゼミ）
市立伊丹高等学校

吉田智彦
(10期生Sawyerゼミ）

ユニ・チャーム㈱
マーケティング

大江　元
(13期生Sawyerゼミ）

営業（MR)

柿本 早紀　
(13期福田ゼミ）

雪印メグミルク株式会社

営業

竹田　幸平
(13期生鎌田ゼミ）

㈱日経QUICKニュース社

記者

櫻井祐貴
(12期生小池ゼミ）
㈱サンテレビジョン

営業

3 マスコミ

速報メディア・記者・アメリカ留学

2 営業

自分をブランティングしよう！

Ⅱ-
109

　日本経済新聞社でマーケット速報を担当する部署（グループ会社）へ昨年入社し、記者の
仕事をしています。１年目は新製品や決算など企業ニュースを担当。２年目からは金融市場
をウオッチし、主に金や原油、トウモロコシなど国際商品相場に関する記事を執筆していま
す。スカイツリーの近くに住んで地元の声を聞いています。　大学ではゼミで哲学を学んだ
り、CVSというNPO団体で米ロサンジェルスへ短期留学に行ったりしていました。

【キーワード】①速報記者の仕事、②結構身近な市場（マーケット）・国際商品、③アメリ
カ短期留学とその後

業界人1年目！

　大学では、小池ゼミでオバマ政権の外交政策を研究していました（ちなみに1期生のゼ
ミ長です！）。大学院に進学し、同じテーマを研究。今年修士課程を修了した社会人1年
目です！　就活、進学、教職、課外活動、アルバイト・・・一通り経験してますので、進路
や学生生活に関して悩んでいる人は聞いてやってください！

【キーワード】①大学院進学という道、②就活あれこれ、③テレビ局の営業のお仕事

Ⅱ-
107

　大学時代はソイヤーゼミでバイリンガルを研究していたほか、宝塚都市再生プロジェクトで
代表を務め、課外活動でも充実した毎日を送っていました。社会人５年目。営業を４年経験
し、今年の4月よりマーケティング業務に関わっております。私の経験とスキルから、就職活
動に向けて自分をどうブランティングしていくかを一緒に考えましょう。

【キーワード】①ブランドの社長、②３つの現場（開発・生産・営業）、③一寸先は闇

営業最前線！

①MR（医薬情報担当者）に興味のある方：（どんな仕事なの？　接待があるの？　誰に
営業するの？　専門知識がなくても大丈夫？　高い専門知識に特化した仕事に関心が
あればぜひ。）
②年の離れた先輩と話すのが少し勇気がいるという方：僕は社会人２年目です。関学の
中学部、高等部でサッカーをやっていて、大学時代はフットサルサークルL.E.A.Fで活
躍？！　ずっと関西に住んでいたのに配属は埼玉。東京以外の関東は意外に田舎で
す。後輩の皆さんに会えるのを楽しみにしています。

【キーワード】①営業、②MR、③入社前とのギャップ
営業（食品メーカー）の仕事
　学生時代は福田ゼミでブランド戦略やマーケティングを研究。フットサルサークルLEAF
や、よさこいの炎流、SCSに所属。多くの人と関わり、たくさんの刺激を受けることで充実
した毎日を送っていました。社会人２年目。総合職の営業として福岡に配属されて１年
半。社内、社外問わず多くの方に支えられ、支え合いながらセールス活動邁進中。

【キーワード】①就活は何をしていたか、②食品メーカーの営業、③営業って実際どうなの？　

1 教育

教育サービスを日本から世界へ

Ⅱ-
105

　加藤ゼミで都市政策を専攻。不動産の証券化、認知地理学などまちづくりに関わること
を研究。日本全国、世界に転勤の可能性がある会社で、地方勤務の社会人４年目。パ
パ１年生。

【キーワード】　教育／サービス業／コンサルティング／フランチャイズ／ダイバーシティー／

女性の多い会社／地方転勤／コミュニティステーション／女性経営者／子育て／

　大学時代はチャペル委員会やＲＦ委員会などのメンバーとして、学部内の教育的イベント
（？）に携わり、学びから広がる人との繋がり、また人との繋がりから深まる学びに魅力を感
じていました。この春からは非常勤講師として兵庫県の公立高校で奮闘する毎日です。

【キーワード】①教員として働く とは？　②講師の利点・欠点、③職員室の実情（ないしょだよ！）

リサーチ・フェアに総合政策学部同窓会が送るＯＢＧ車座企画
～総政人のその後を聞く！～（１０日［土］　13:00～15:15）

在校生の皆さんへ
  総合政策学部同窓会では、今年もリサーチ・フェアにて総合政策学部同窓会ＯＢＧ企画を行うこととなりました。
　本企画では、昨年に引き続き、車座での座談会を行います。卒業後、OBGが実際にこれまでの社会人としての経験、就職後に訪れ
た仕事上・生活上の壁や転機にどう対処してきたかなどの体験をもとに、学生との相互交流や意見交換、議論を活発に行って頂きた
いと思っています。チューターの皆様のご協力を得て、今年も企画を盛り上げて学生、OBG共に実りのある交流が出来ればと思って
いますので、在校生の皆様には、是非、ご参加ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関西学院大学総合政策学部同窓会

各車座60分×２回　学生10人程度　入替え制 （追加、会場等変更の可能性あり）

テーマ
テーマ

会場
（予定）ゼミ・所属・職種

プロフィール・内容
キーワード
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国枝　功
(７期生鎌田ゼミ）

コベルコシステム㈱
SE

吉崎　正人
(1期生福田ゼミ）

富士通
エフ・アイ・ピー㈱

企画

大井　健介
(4期生福田ゼミ）

NEC
SE

大野　泰司
(12期生長峯ゼミ）
コベルコシステム㈱

ＳＥ

穐原　一真
(５期生Rossゼミ）

営業

桑田　隆行
(6期生Ruddleゼミ）
堺市・高石市消防署

赤松 克之
(１期生片寄ゼミ）

兵庫県庁
事務

岩谷　裕司
(1期生高畑ゼミ）

小林製薬㈱
事務企画

池田　寛通
（6期生片寄ゼミ）

㈱アシックス
管理

8
何でも
屋

何でも屋
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　2004年4月～西日本旅客鉄道株式会社：駅勤務を行った後、本社開発本部にて新規
事業の運営、開発計画の策定などに携わる。その後、京都支社に異動し、駅及び駅ビ
ルの事業管理を行い、2008年5月末退社。
　2008年6月～株式会社アシックス：人事総務部にて、海外赴任者の派遣及び外国人の
受入れ業務を主に行いながら、評価制度の運用、新卒採用のサポート等を行い、現在
は次期人事制度の策定、グローバル人事の展開に携わる。その他、東南アジアでの事
務所設立、運営に携わってきた。9月より、経営企画室に異動し、来年初より、アメリカに
異動予定。

【キーワード】働くって何？　仕事と家庭、自分の大切さ、人事は学生の何を見てるのか？

7
就職と
１０年

キャリア

就職と10年キャリア

Ⅱ-
203

　総合政策一期生で社会人12年目。就職後は営業5年、マーケティング2年、経営企画・
戦略秘書を3年経験した後、昨年から企業派遣留学生として北京に留学。帰国後は国際
事業部にて事業戦略企画を担当。就活も一つの自分さがし！将来に向けて今やってお
くべきことや心がけ、入社後のキャリアなど、皆さんが持っている疑問に答えられるよう、
気楽なQ&Aを交えてお話ししたいと思います。

【キーワード】中小企業、経営、事業継承、キャリア

6
公務
員って
？？

公務員の現実！
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　大学時代はゼミで商店街振興や都市政策を学習。5年間信託銀行に勤めた後、Uター
ン採用で兵庫県庁に転職。いくつかの部署を経験し、県庁生活も9年目に突入。２つの
職業経験から感じた公務員について、いろいろお話できればと思います。

【キーワード】①9時－5時、②総政は生かせるか、③安泰？
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穐原さん：大学卒業後、日本通運株式会社国際航空貨物課にて輸出入業務に従事。そ
の後、現在の会社に転職し、外資系第三者認証機関において営業職に従事。

テュフ　ラインランド
ジャパン株式会社

桑田さん：大学卒業後、大阪ゼロックス株式会社にて複合機やオフィスツールの
販売営業に従事。その後、消防士試験に合格し現在は消防士として勤務。

【キーワード】

・３２歳の社会人が今思うこと。（学び・三日月塾・遊び・人付き合い・仕事等々）
・卒業生はどんな仕事をしてる？（大手企業・ベンチャー企業・転職・起業等々）
・どんな生活をしてる？（仕事・結婚・専業主婦・趣味・家族４人で世界一周旅行等々）
その他、こんなことを教えて欲しい、あの会社で働いている人を紹介して欲しい、など質
問をじゃんじゃん受け付けます。可能な限り参加される方々が聞きたい話しをしたいと
思っております。

　長峯ゼミでは「持続可能な都市経営」をちょこっと勉強してました。また、大学祭実行委
員会では企画局長を務め、禿げそうになるほどのストレスを感じつつも、充実した毎日を
送っていました。
　現在、社会人3年目。システムエンジニアとしてプロジェクトの管理、システム設計等を
行い、コミュニケーションスキルが非常に求められる職種だと日々実感しています。

【キーワード】①文系出身のＳＥ、②強み、③コミュニケーションスキル、④ＳＥは激務？

5

卒業
10年

社会人
ブース

卒業して約10年、卒業生達は今なにをしてる？どんな生活を送ってる？

4 SE

SEって？
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　大手鉄鋼メーカー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ＩＴ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（社会人８
年目）

【キーワード】ＳＥのお仕事とは
情報サービス業界あれこれ～クラウド（雲）を掴め！～

　社会人になって、会社こそ移っていませんが、営業→営業支援→企画と色々な部署を
経験しています！
　ＳＥのお仕事って？そもそも情報サービス業界どんな職種があるの？アウトソーシング
やクラウドって何？幅広く皆さんとお話し、疑問に答えられたらと考えています。

【キーワード】ＳＥ、情報サービス業、クラウド、アウトソーシング

プログラマーからプロジェクトマネージャーまで
　ひとつの専門性を突き詰める動機もなかったので、幅広く色んなことが学べそうという
考えで総政に入りました。当時求人数の多かったSEとしてNECに就職。うちの会社はひ
とつの技術分野やシステムにフォーカスする社員が多いのですが、そんななか色々なプ
ロジェクトや技術分野を渡り歩く「何でも屋SE」として働いています。

【キーワード】①大企業で働く、②「何もしないNECさん」とその存在意義、③現場仕事とマネジメント業務

文系出身のＳＥの強み
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嘉根 響子
(7期生片寄ゼミ）

第一生命保険（株）
基幹職（エリア）

有川　愛子
(11期生Greeneゼミ）
㈱宝塚クリエイティブアーツ

ｱｼｽﾀﾝﾄﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ

田尾有加里
(12期生中野ゼミ）
さくらケーシーエス

人事部

髙山　恵治
(5期生Greeneゼミ）

三菱重工業

調達

柴田直明
(4期生Kim Chi TRANゼミ）

環境マネジメント

堀内　麻利子
(7期生古川ゼミ）

（株）島精機製作所
技術営業

韓大樹
(4期生陣内ゼミ）
ホシザキ京阪㈱

岡田圭史
(7期生古川ゼミ）

住友精化株式会社

経営企画

フツーの経営企画のはなし

株式会社
酉島製作所

【キーワード】①成長する海外での水ビジネス、②CSR的観点での環境経営、③
キャリアプランニング・キャリア形成、④夢や目標の大切さ

10 メーカー

YES！ WE CAN"FLY"！！

【キーワード】自社開発ってこんなに強い！、部署を渡り歩く（社内異動・転勤）、色
んな会社を渡り歩く（デザイン業務コンサルティング）、デザイナーを育てる、
「出来る人」のフリしてみた。

　04年卒業、06年大学院修士課程了、06.4外資系で3年、09.4日系で1年、現職で1年半
と少し、学生時代のことは話すことは特にありませんが、去年は参加してくれた高校生
から『進学の際に、なぜ関学を選んだのか』という質問もありましたので、今年はそのへ
んも含めうまく話せたらと思います。

メーカーで働く技術者の強み営業の特徴

　卒業後８年目。新月祭でファッションショーを主催するなど、興味を持ってい
たアパレル関連の機械メーカーに入社。３年間ファッションデザイン用CGシステ
ムのインストラクターとして国内外での広報や講習（日英）、サンプルデザイン
を担当。その後、同システムの営業に異動。開発・製造・販売をすべて行うメー
カーならではの技術者、営業についてお話したいと思います。

9
女性

キャリ
ア

いわゆるOLさんって、実際のとこどーなのよ。

　サークルやったりサークル立ち上げたり留学したり、フツーの総政生活を送って、もう
ちょっとマーケティングの勉強したいなと思って大学院進学。その後、なぜか中堅よりの
大手の化学メーカーに就職。「5年過ぎたし、転職するなら30前だよなぁ」とは思いなが
ら、海外出張・グローバル人財・経営戦略・海外展開なんて言葉におどらされて働き続け
るフツーのサラリーマンです。神は細部に宿ると信じていきてます。パッとしない？でもだ
からこそ、みんなに通じることがあるはず。

【キーワード】経理企画の仕事、事務系社員、「海外で活躍する」こと
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昔からパイロット志望で最終試験合格したけど健康診断（視力）で落とされて自動車会
社に就職したものの夢をあきらめきれずに飛行機会社に転職してハードな毎日だけど誇
りと社会的責任を胸に国産初の日の丸ジェット機を空に飛ばすことを目標に日々奮闘し
ている男闘呼の話。

【キーワード】映画を年間４００本観ると見えてくる世界。バイトする暇あるなら本を読め、
旅をしろ。時間は有限だ

メーカーで働く
（水ビジネス業界で携わる文系の仕事）
　大学を卒業して早10年が経ち、その間いくつかの職種を経験してきました。前
に在籍していた会社では、官公庁営業・総務、現在の会社では海外営業・海外調
達、そして今は環境マネジメントの仕事に携わっています。就活・転職・社内異
動と色々な転機を経て今に至りますが、大事なのはキャリアの一貫性だと感じて
います。社会人になって10年、実はまだ1つの職種で3年を超えたことはありませ
ん。その中で自分は何が出来るのか・すべきなのか悩みながら進んで来ました
が、今後の夢や目標を大事することの意味をお話できればと考えています。

【アジェンダ】 働く、事務職、出張、親会社、子会社、などなど
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　片道２時間半かかった総政ライフ。あんまり真面目に勉強しなかったけれど、それ以外
では(！？)充実した大学時代でした。
　社会人８年目。新卒で今の会社に入社。色んな部署を経験して、じわじわリーダー的
役割を背負い始めた感じです。OLだけど。

【キーワード】OLさんって何してんの？　結婚・出産後仕事続ける？　というか
仕事続けられる？　ワークライフバランスについて

夢を叶える生き方★
プ　大学時代は米国ｶﾘﾌｫﾙﾆｱへ交換留学（1年）＋中高英語教員免許取得、ｾﾞﾐやﾋﾞｼﾞｺﾝ

など盛りだくさんでした。Aflacへ全国型総合職で入社、花形の支払担当部門を経て1年
半で転職し現職へ。舞台映像制作のAPとして毎日楽しく働いています。皆さんが民放で
目にする宝塚歌劇映像は全部私ﾁｮｲｽです★「好き」を「仕事」にすることは大変なことも
あるけど、なんせ楽しい!!何でも聞いてくださいね。

【キーワード】①交換留学と英語を使った仕事、②映像プロデューサーの仕事、③働き女子の生態

女子必見！人事部から見た女性のキャリア

　2010年4月にIT会社に就職。1年半、システムエンジニアとしてシステム開発に従事し
た後、人事部研修所に異動しました。現在は、新人研修をはじめ社内研修の企画・運営
を行なっています。人事部としての話、また女性としてキャリアを持つ話を通して具体的
な将来像を描く助けになればと思っています。

【キーワード】①女性のキャリア、②人事部からみる学生の姿、③思いっき。。。生きよう！！
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荒木　澄玲
(1期生渡部ゼミ）

社会福祉士

大島一晃
（7期生長峯ゼミ）

事務局長

小杉　崇浩
(2期生渡部ゼミ）

NPO法人
WELnetさんだ

代表理事
林慎也

(14期生小西ゼミ）
富士通㈱

経理

佐藤大地
(14期生柴山ゼミ）

㈱日立物流

田路歩
(14期生Sawyerゼミ）
近畿工業株式会社

事務

河野　良幸
(14期生園田ゼミ）

三井住友銀行

長澤　由布紀 証券営業
(14期生デキキスゼミ）

野村証券㈱
営業

12
社会人
１年目

組織で働くことについて

11
NPO・
福祉

対人援助職　～人→地域づくりまで～

　大学時代は学祭の実行委員をしたり、交換留学で１年間アメリカへ行きました。今年か
ら社会人１年生で試行錯誤の毎日です。学生時代のこと、仕事のこと、なんでも聞いてく
ださい！

【キーワード】①私の学生時代と就職活動、②証券会社での仕事、③将来の働き方

社会人１年目！
　大学時代はSawyerゼミに所属し、3～4回生にかけて、University of the
Pacificに交換留学しました。留学から帰国後、就活を始めましたが、自分って
どんな仕事がしたいのかわからず、卒論提出時はまだ進路は決まってませんでし
た。でもその後、私には思いがけないほど最高の条件の求人情報に出会い、今で
は1年目とは思えないほど優雅な生活を送っています（笑）大きな口を開けるよ
うな働きはまだできませんし、全ての人に当てはまる話とも思えませんが、働き
はじめてからこそわかったこと・感じたことなどお話できたら嬉しいです。
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　大学時代はワーホリ留学やボランティアなどで充実した大学生活でした。人がやったこ
とをないことをするのが私のテーマで、今も仕事、プライベートでその精神を持ち続けて
います。現役学生の方々と話ができる今回のイベントを楽しみにしています。お互いに
刺激し合いましょう。

社会人１年目！

　学生時代は柴山ゼミで安全保障を勉強していました。そのほか、アルバイトやバック
パッカー、部活動など幅広く経験し充実した日々を送らせて頂きました。現在は（株）日
立物流の新入社員で、半年間の現場実習を終えたばかりです。当日は、個性豊かな学
生の方々との交流を楽しみたいと思います。

【キーワード】①物流とは～メーカー・商社との違いなど～、②現場とは～半年
間の現場実習を経験して～、③キャリアプランニング～今後どの様な業務を考え
ているか、あるいは転職願望等について～、④新入社員（若手）～学生と社会人
の違い、企業が若手に期待している！？～、④グローバル～企業の海外進出等～

【キーワード】①中小企業で働くとは？　②海外＝大企業？海外＝商社？そんな
ことありません、③納得のいく就活も大事。でも諦めないことの方がもっと大
事！

君ならではを、世界へ！

　2009年度、交換留学生。フットサルサークルAXIS所属。アルバイトは、宝塚のラーメン
「あ」で働いていました。（三田にもありますよ！）　まずは海外で働く、ということを目標に
今の会社を選びました。入行１年目ですので、皆さんと同じ目線で話ができるかと思いま
す。気軽に何でも聞いてください＾＾

【キーワード】社会人として働くこと、銀行員として働くこと、グローバルに働くこと
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　大学時代は渡部ゼミで高齢者福祉を学びました。その後、小売業に就職し、働きなが
ら専門学校の通信課程に在籍して、社会福祉士、精神保健福祉士の資格を取得しまし
た。特別養護老人ホームの介護職、在宅介護支援センターのソーシャルワーカーを経
て、現在は、地域包括支援センターという高齢者福祉の相談窓口で高齢者・ご家族の相
談にのるほか、高齢になっても安心して暮らせる地域づくりを行うべく日々奔走中です！

社会福祉法人　きらくえ
ん　芦屋市潮見高齢者

生活支援センター

【キーワード】①対人援助、社会福祉の仕事の実際、②大学卒業後の国家資格取得、③社会福
祉士って何？　＊対人援助職は勉強好き？当日勉強会メンバー飛び入り参加あるかも…

まちに笑顔が増える、「場」と「つながり」づくり！

　「NPO」と聞いてどんなイメージを持ちますでしょうか？
　もうからない仕事？　理想主義？？　なんて　パワフルな　おばちゃんたち？？？
　いろんな考えがありますが、私は「けっこうぜいたくな仕事」なんじゃないかなと思って
います。
　ヒトから野鳥、難民支援まで多様に広がるNPOの世界へ、少しばかりご案内したいと
思います。

NPO法人場とつなが
りの研究センター

【キーワード】まちづくり、NPO支援、地域課題、協働、コーディネート、ネッ
トワークづくり・仕組みづくり・人づくり、地域力

NPOという選択　〜新たな可能性を求めて〜
　①NPOとは、②NPOで働くということ、③こんな時代だからこそ、敢えて福祉を！
　総合政策研究科在学中に、NPO法人WELnetさんだを設立。
　「すべての市民が暮らしやすいまちづくり」を基本理念に、三田市を中心にコミュニティ
ビジネスを実践中。
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武田　優子
(5期生Greeneゼミ）

教育機関
事務職

長谷川大輔
(6期生Greeneゼミ）

不動産業界
専門職

　高校時代、何がしたいのかわからず悩み、何をしたいか見つけるために総合政策学部
に入りました。図書館で本を読んでいる所を、人に拾われて武田さんの作ったＳＣＳの代
表になり、組織も大きくなりましたが、話下手が災いし会議はまとまらず心労が絶えませ
んでした。（この時、石橋さんにも大変お世話になりました。）人と付き合う大切さと難しさ
に気付いたきっかけです。社会に出てからは、家業のこともあり国家資格の試験勉強を
経て、専門職（不動産鑑定士）につきました。卒業して長いですが最近仕事が楽しいと感
じるようになりました。２才の子供の父親です。

【キーワード】総政、就職活動、転職、キャリアデザイン、自分デザイン
対象者：総政第一志望だった人も、そうでなかった人も。
お土産：月曜から総政生活の過ごし方が変わるかもしれない”？”か、”！”。

【キーワード】◆何がしたいかわからない　◆やる気がない　◆色んなことを学びたい
◆友達を作りたい　◆グループに参加したい　◆話下手　◆会議をうまくまとめたい　◆
国家資格試験（不動産鑑定士）　◆仕事が楽しい　◆子供も楽しい

私は上ケ原に行きかったんですけど！ 総政に来たかった人ではなく、総政に
来てしまった人へ

13

『私は
上ケ原
にいき
たかっ
たんで
すけ

ど、何
か？』
～総政
に来た
かっ

た、で
はなく
総政に
来てし
まった
人。気
が合う
かも。
是非お
越し下
さい。

～

第三厚生棟にて 

 大学時代はエコハビでの家建設、卒業パーティ実行委員、SCS、鎌田ゼミ、チャペル委
員などなど。何しか色々やってはみましたが、就職を前にして、やりたいことがわからな
いという悩みにさいなまれ、色々あって今にいたります。皆さんの話を聞きたいです。宜
しくお願い致します。

【キーワード】何となく総政。でもしか総政。やりたいことをやったらええ、と言われるけれ
どやりたいことがわからない。総政も自分ももはや意味不明・・・ 『意味不明』を料理して
みませんか。（けしてやみなべではありません）

総政のモヤモヤ。就職のモヤモヤ。

  外資系消費財メーカーでブランドマーケティング、広報プレスとして8年、そして新たな
挑戦として、大学職員２年目。自分なりに、自分らしく、人生をデザイン中。総政っていう
一見訳わからん学部で、無我夢中に語学研修いったり、ボランティアやったり、SCS立ち
上げたり、卒業パーティやったり、、、脈略ないような活動ですが、私的には全部つな
がって、今に至っています。

Research Fair 2012
presents

授賞式・懇親会

発表形式ごとに最優秀・優秀・奨励賞等の発表・授賞のほ
か、発表者・参加者・先輩同士で楽しく語る場です

ぜひご出席下さい

日時：11月10日(土）16時30分より

Ⅱ-
214
b

石橋真理恵

今、何がしたいのかわからない



☆本年度も、
３月18日（月）
の上ケ原での卒
業式後、総合政
策学部卒業記念
パーティーが計
画されていま
す。卒業予定者
の方は、是非、
ご参加下さい。

2012年11月７日（水）発行
関西学院大学総合政策学部
リサーチ･フェア実行委員会

　リサーチ・フェア実
行委員会は、学生委員
を随時募集していま
す。ご関心がある方
は、是非、左のパンフ
レットをご覧くださ
い。
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