
「知の祝祭」リサーチ・フェア2014に寄せて

キャリア パスとしての第 歩を！

総合政策学部・神戸三田キャンパス
開設20周年記念

Research Fair 2014要旨集

  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

　キャリア・パスとしての第一歩を！

総合政策学部長　高畑由起夫

   開催：11月21日（金）、22日（土）

 リサーチ・フェア2014にようこそ

　神戸三田キャンパスならびに総合政策学部は来年2015年４月に開設20周
年を迎えます。この節目の時期、リサーチ・フェアも今年で17回目を迎えます。
  このリサーチ・フェアは、たんなる研究成果の発表の場ではありません。発
表者にとっては、ふだんあまりコンタクトのない先生方から、思いもかけない評
価をいただく舞台です。逆に、先生方にとっても、ご自分のゼミ以外の学生が
どんな卒業研究を行っているのかを知り、そしてご自分の立場から発表成果
にコメントします。また、下級生の人たちには、先輩の発表を聞き、ご自分の
関心と照らし合わせ、学科選択やゼミ選択、さらにはこれからの進路の参考
にするチャンスです。そして、他学部・他大学・高校から参加された方々にとっ
ては、ここは学部・大学の枠を超えた交流の場であり、それぞれ知らない世界
についての知識を得ることができます。
　第２日には、卒業生の皆さんがキャンパスを再訪して、自らの仕事やキャリ
アを語る場としての「アポなしOBOG訪問」もあります。こうした「知の交流」を
通して、皆さん一人一人が新たな世界に気づく、そしてその中で自らのキャリ
ア・パスを考える、そんなきっかけになれば幸いです。
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　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関わり、初代の学部長の天野
明弘先生を支えられた後、第２代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 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。その後の様々な試みを経て、今年で17
回を数えます。

　そうした経緯を踏まえて、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 卒 後

リサーチ･フェアの歴史と意義

１

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
自分の表現に集中してしまう。

  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”ことが多い。そこで相手の“真意”を感
じ取る。さらに議論を重ねて、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の機会です。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み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！
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Ⅱ-102 Ⅱ-305

Species Extinction Homelessness 地方自治体における「生物多様性地
域戦略」策定の傾向と特徴の分析

Yumeko Matsuno et al. Yui Hasegawa et al. 今井田千佳（総政Ｍ１）

Homelessness Nuclear Energy 三田市ニュータウンにおける地域
課題と防災意識の関連性

Sayuri Naito et al. Akane Osame et al. 孫晶晶（総政M２）

Homelessness Nuclear Energy どんな利活用策で歴史的建造物群

Ｅ会場（Ⅱ-204）

院１

院２

時間 EC Presentation

9:00
Megumi Sakuma et al.

Sarafina Banerjee et al.

Homelessness

Nuclear Energy

English Education
9:30

Climate Change

リサーチ・フェア2014プログラム（修正・変更等が生じた場合は、当日、掲示等でアナウンスしますので、ご注意下さい）

Ⅱ-304

スペースの関係でサブタイトルは一部を除いて省略しています（サブタイトルが付いてないと内容がわかりにくい場合のみ添付)。また発表者は代表者のみ示します。詳しくは、本文をご覧下さい。

Ⅱ-101

Naoki Shimomura et al.

Extinction

Sachiko Ito et al.

Species Extinction

Riki Ido et al.

Climate Change

Shinya Sato et al.

English Education

Homelessness Climate Change

Ⅱ-111 Ⅱ-303

English Education

Saya Takahashi et al.

Homelessness

Emika Hamada et al.

２

Homelessness Nuclear Energy どんな利活用策で歴史的建造物群
を活かせるか？

Yu Fukuhara et al. Rintaro Nakamura et al.

徐潔（総政Ｍ２）

進撃の人民元
制服変更に秘められた航空会社の
経営戦略とは

関根拓（総政３年；坂口ゼミ）他 長谷川絢（総政４年；伊佐田ゼミ）

何が違う！？～日本と中国の海賊版
事情～

ファッション雑誌の新たな可能性の追
求

譚博洋（総政３年） 堀越なつめ（総政４年）

THE CITY BAKERY～日本初出店の
お店が抱える課題～

解除と危険負担

大出有佳子（総政４年；伊佐田ゼミ） 廣渡拓磨（法３年；原田ゼミ）他

コーヒー豆で経済成長 民法改正での錯誤について

北田真也（総政３年 坂口ゼミ）他 雁瀬卓弥（法３年 原田ゼミ）他

江口翼（総政３年；小池ゼミ）他

上出梨乃（京都学園高１年）他

江洲真希子（総政３年；伊佐田ゼミ）他

院３

院４
日系小売業の海外進出戦略

魏小娥（総政大学院研究員）

E101

E102

E103D103
日本の学生と台湾の学生の海外就職観

C102

C103

B102

自由形式

日本のエネルギー政策はどうあるべきか

Homelessness

口頭発表

A102

Ⅱ-107

A104文字起こし戦

A10111:00

庄坪孝敏（京都学園高１年）他

Ｂ会場（Ⅱ-102）

原子力発電の必要性

脱原発で日本経済は破綻しない

D102

D104

Kentaro Hayashi et al.

Ｄ会場（Ⅱ-201）

11:30

B103

Ⅱ-105
10:30

12:30 C104

A103

Climate Change

Ａ会場（Ⅱ-101）

10:00
Shun Daido et al.

Ｃ会場（Ⅱ-111）

B101

日本の官僚制度における政治任用制の導
入について

グローバリゼーションの光と影

E104
Education First

D101

12:00

消費者意識の変化による、日本のエネル
ギー政策の今後

吉田千恵（総政３年）他

B104

C101

児玉国男（総政３年）他

加志村拓（総政４年）

西村航（総政３年）他

淀澤南（総政３年 清水ゼミ）他

定住施策による地域活性化

中心市街地活性化に有効な施策と
は？

食で魅せる白山手取川ジオパーク

呑海愛（総政３年）他

山本理奈（総政４年）他

白山吉野工芸の里を拠点にした未来
里地プロジェクト

白石ひとみ（総政４年；佐山ゼミ）他

Sachina Kameoka et al. Mio Imai et al.

第
１
日

Species Extinction English Education

北田真也（総政３年；坂口ゼミ）他 雁瀬卓弥（法３年：原田ゼミ）他

日立・パナソニックからみる日本の家
電産業の低迷からの脱出

債務不履行に基づく損害賠償責任
の発生要件である帰責事由

中西富貴子（総政３年；安ゼミ）他 阪井真巳（法３年；原田ゼミ）他

民間企業による社会問題の解決 本当にお客様は神様なのか。

百野尊氏（総政２年）他　 高松健太（総政３年；細見ゼミ）他

球団の地域貢献
金融危機時における財政政策の有効
性

鈴木千尋（総政３年；客野ゼミ）他 橋本瑛一（総政３年；亀田ゼミ）他

都心の中のオープンスペース
救急車の有料化による社会保障費の
削減案

石倉義朗（総政３年）他 石川薫平（総政３年）他

E105

I am a Girl. ～世界を変える女性の力～

D107

D105

中国はどこへ行く？

都市公園におけるオキナグサ保護活動へ
の提案 D106

ポスター発表ディスカッションタイム（タイトル・発表代表者は３頁に掲載）

C108

A107

13:30 A106

戦
隊ノートテイ

カー！
～学生が支え
る授業の実態

～
小笠原彩葉

（総政３年）他
 11:00～16:00

フィリピンの貧
困層の子ども
達の夢を応援

しよう
～学生ができ
る国際協力活

動の形～
野地真未（総
政３年；小西

ゼミ）他
 10:00～17:00

14:30

なぜ日本は再生可能エネルギーが普及
しないのか？

庄坪孝敏（京都学園高１年）他

15:30 A108

C107

Is it possible for Japanese people to become
bilingual without residence abroad?

14:00

A105

E106

B105

E107

落合彩（総政３年；Sawyerゼミ）他

内井佑香（総政３年；井上ゼミ）他

D108

13:00

細川彩夏（総政２年）他

海賊版撲滅

伊藤悠太（総政３年）他
E108

伊藤玲奈（京都学園校１年）他

B10715:00

中村圭佑（総政４年；西野ゼミ）他

C106

高橋美樹（総政３年；井上ゼミ）他 
B108

ジェンダー平等社会に対する日本のODAの
有効性

アメリカは日本を捨てるのか？

棚原愛未（総政４年：伊佐田ゼミ）

垣内万季（総政４年；佐山ゼミ）他

沖縄の方言における若者の使用頻度を増
加させるための方言ゲームの提案

C105

加志村拓（総政４年）

津田啓生（総政３年；朴ゼミ）

淀澤南（総政３年；清水ゼミ）他

ワークライフバランスと企業利益

新規事業におけるWEBマーケティング
およびプロモーションについて

小田健一郎（総政４年；中野ゼミ）他

日
（

一
一
月
二
一
日

[

金
］
）

サステナブル住環境を考える 休め！！！日本人！！！

品川百香（総政３年；山根ゼミ）他 坪井利容（総政３年；眞壽田ゼミ）他 久保亮祐（総政３年；宮川ゼミ）他

これからの住宅に床の間の居場所は
あるのか

2020年東京オリンピックがもたらすも
の

田村拓也（総政３年；山根ゼミ）他 濱崎千怜（総政４年；中野ゼミ）他

次世代へ町家を継承していくために
2014 FIFA World Cupからみる、サッ
カーにおけるビデオ判定の必要性

岡田瑞生（総政３年；清水ゼミ）他 今西伸太朗（総政４年；伊佐田ゼミ）

夢のマイホームが完成間近に災害発生！
それまでの費用は誰の負担になるのか？

我らボランティア推進隊

板波阿丹（法３年:原田ゼミ）他 前山典範（総政３年；井垣ゼミ）他 松浦果穂（総政３年）他

災害時における外国人観光客の効率
化

英語教育に対する日本の根本的思考
の改善

小林亮輔（総政３年；伊佐田ゼミ）他　 米坂千帆子（総政４年；伊佐田ゼミ）

コミュニティポテンシャルマップから考
える減災対策

増田幸枝（総政３年 客野ゼミ）他

谷口摩柚（総政２年；ＧＣａＰ）他

B114

B109

松下文香（総政３年；村瀬ゼミ）

「人権教育」の捉え直しと「道徳教育」との
統合

E111

大畑陽介（総政３年）他

井上恵理子（総政３年；中野ゼミ）他

途上国における低所得者向け住宅供給シス
テムの成果と課題

E112

E113

E109

E110
涙の現象学

A109

A111

C112

南シナ海における中国の海洋進出

なぜタイは高所得国になれないのか

アフリカで起こすネットワーク革命

Our vision after the MDGs

竜門和諒（総政３年；鎌田ゼミ）他

D113

D112

D111

18:00 A113 B113 C113

D109

C111

C109

D110

A112
「自分」を見い出すということ

A110

B112

赤ちゃんの命を左右する出生前診断

B110

金沙羅（総政３年；細見ゼミ）他

18:30 A114

17:30

17:00

行久隆太郎（総政４年）

スマートナビゲーションアプリの提案

五感体験！　～全ての感性を研ぎ澄ま
せ～

日本におけるコンテンツ制作

入江祐国（総政４年；中野ゼミ）他

張蘊潔（総政３年）他

B111

三好宏樹（総政１年；鎌田ゼミ［基演］）他

Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｍａｒｒｉａｇｅｓ

Tsugumi Watanabe（総政３年）他

C11016:30

無料で構築されたECサイトに高いユー
ザビリティを持つデザインの提案

張超（総政４年 伊佐田ゼミ）

森政喬（総政３年；井上ゼミ）他
16:00

柴山千晶（総政３年；斎藤ゼミ）他

偽キティちゃんに気をつけろ！

日本と諸外国の著作権事情

増田幸枝（総政３年；客野ゼミ）他 張超（総政４年；伊佐田ゼミ）

２



No. No. 発表者 No. 発表者

Ｐ１ Ｐ13 橋本芽衣（総政３年） Ｐ25 上野紗恵（総政M２）

Ｐ２ Ｐ14 十河沙苗（総政３年） Ｐ26 大塚晴子（総政３年）他

Ｐ３ Ｐ15 森下俊哉（総政3年；斎藤ゼミ）他 Ｐ27 中井拓未（総政３年）他

Ｐ４ Ｐ16 森菜津美（総政３年）他 Ｐ28 黄琬茹（総政３年；今井ゼミ）他

Ｐ５ Ｐ17 西村あきほ（総政３年；山根ゼミ）他 Ｐ29 廣間千聡（総政４年）

Ｐ６ Ｐ18 石井宏樹（総政３年：山根ゼミ）他 Ｐ30 高田ひかり（総政４年；李ゼミ）

Ｐ７ Ｐ19 武末佐恵加（総政Ｍ１） Ｐ31 松田綾佳（総政４年）

Ｐ８ Ｐ20 平尾友里（総政３年；斉藤ゼミ）他 Ｐ32 樋口竜馬（総政４年）

自己肯定感を高める教育現場へ

デジタルサイネージ、出現。

マレーシアの海峡植民地における都市構
成に関する研究

ポスター発表（ディスカッションタイムは14:00－15:00）
タイトル

歯科医院におけるホスピタルアート

KSCを防災拠点に

アニメから学ぶ理想の間取り

武庫川下流域の土地利用変遷に都市計画が
及ぼす影響とその要因

殺処分ゼロへの道

タイトル
The Strengthening of Relations Between the
Islamic World and Japan

食糧廃棄　フードバンク活動を通しての解決

ヒアリング調査から見る三田市の生活保護制度
運用の行政的課題

ケアワーカーのＱＷＬに関する先行研究につい
て

公共団体のテーマパーク運営

日本人学生の卒業後思考

車内広告が人を読む！！

バードストライクの対策と傾向

日本再生道としての自然エネルギー理想の生活空間とはなにか

古民家再生プロジェクトの実態

JARI～古民家改修プロジェクトでの取り組
みから砂利を再考する～

高齢者コミュニティとしてのゲームセンターの可
能性とその限界

インターネットにおける違法ダウンロード行為
減少のための取り組み

きょうは学校休みます。～欠席における関連
因子について～

発表者 タイトル

まちづくりの工夫で犯罪を減らす

松本翼（総政４年）

清本楓加（総政３年；山田ゼミ）他

ALAMOUDI RAYAN （総政Ｍ２）

安井友哉（総政４年）他

八並剛志（総政M2）

イ・ソンイン（総政Ｍ１）

角香瑶（総政３年；山根ゼミ）

後藤亜里沙（総政４年；李ゼミ）

３

Ｐ８ Ｐ20 平尾友里（総政３年；斉藤ゼミ）他 Ｐ32 樋口竜馬（総政４年）

Ｐ９ Ｐ21 北村佳奈（総政３年；客野ゼミ）他 Ｐ33 木野本彩（総政３年；李ゼミ）他

Ｐ10 Ｐ22 田中沙織（総政３年；山田ゼミ）他 Ｐ34 菅野圭（総政３年）他

Ｐ11 Ｐ23 綾戸崚（総政３年；宮川ゼミ）他

Ｐ12 Ｐ24 鎌田有貴（総政３年；宮川ゼミ）他

方言エール コンビニの値引き戦略
選挙人名簿への登録制度が投票参加に
与える影響

大部制を中心とする中国行政改革

黒川七菜恵（葺合高１年）他 松井琢実（総政３年；古川ゼミ）他 霧嶋舞（法３年；善教ゼミ）他 郭威（総政M２）

ヴォーリズの理想からみる地域社会の人
電 決済 普

メディアへのアクセス頻度と投票選択の タブレットを活用したポイント制の導入に

自治体によるごみ回収方法の違い

終活から防ぐ孤独死

デジタルサイネ ジ、出現。

若者は食品を選ぶ際、どのようなキーワード
に惹きつけられるのか?

団地リノベる ～団地再生のリノベーションモデ
ルのケーススタディ～

吉本怜史（総政３年；山根ゼミ）

環境教育の成果とは！？

華麗な都市に潜む裏の顔

歩きスマホと地域性の関連調査

関学生が考える理想郷　in関西

車内広告が人を読む！！ まちづくりの工夫で犯罪を減らす

本当に太陽光発電だけでいいの？

ジャニオタ？アニオタ？オタクってみんな
同じ？

Ｅ会場（Ⅱ-204）

中川まゆ子（総政３年；宮川ゼミ）他

吉川亮（総政Ｍ２）

口頭発表

C2019:00 A201 B201

時間
Ａ会場（Ⅱ-101） Ｂ会場（Ⅱ-102） Ｃ会場（Ⅱ-111） D会場（Ⅱ-201）

院５

清本楓加（総政３年；山田ゼミ）他

西田奈々（総政３年；山田ゼミ）他

ヴォーリズの理想からみる地域社会の人
と人との共生

電子決済の普及要因
メディアへのアクセス頻度と投票選択の
関連性

タブレットを活用したポイント制の導入に
よるビジネスモデルの構築

赤嶺真（総政３年）他 北口愛（総政３年；亀田ゼミ）他 松元雄大（総政３年；大村ゼミ）他 王碩（総政M１）

地域の活性化 カフェにおける利用者の店舗選択要因
インターネット選挙運動を盛り上げるため
には

マンションにおけるコミュニティ形成

北川遥子（岡山龍谷高２年）他 田中有希（総政３年；古川ゼミ）他 竹内智志（法３年；善教ゼミ）他 笹倉麻衣（総政Ｍ１）

「商店街活性化」における課題解決 コモンズカフェ革命 選挙動員とジェンダーギャップ 日本における環境税の有効性

山崎晶紀（総政４年） 戸田恭平（総政３年；古川ゼミ）他 高村沙樹（法３年；善教ゼミ）他 広瀬雄一（総政Ｍ２）

Local Revolution 待機児童 関東大震災での流言飛語による朝鮮人虐殺 被災地における木造仮設住宅の可能性

下田理央（葺合高１年）他 田頭美貴（岡山龍谷高２年）他　 田附康司（法４年；高島ゼミ）他 妹尾 圭悟（総政M1）

笠岡を元気に 茶道の女性人口が増えたのは何故か？ どんどん熱くなるイスラム教 財政問題に対する認識と長期金利

松田大輔（岡山龍谷高２年）他 八重垣有夏里（法４年；高島ゼミ）他 野口瑞生（御影高２年）他 野川凌（総政３年；亀田ゼミ）他

市立伊丹高校における高校生・大学生・
商店街による共同的実践の探索的分析

電車と学生～なぜ電車内で化粧する
の？～

国内で働きたいんやっ！　～ネパールの
挑戦～

なぜ、特攻は続けられたのか？

向井大介（京大総人４年）他 奥村真理子（総政４年） 吉野久幸（総政３年；西野ゼミ）他 佐々木勇輔（法４年；高島ゼミ）他

コミュニティバス成功の鍵 生活習慣病に対しての予防提案 国際社会からみる集団的自衛権 『廃校か否か』 

笠原日奈子（御影高２年）他 大野七音（岡山龍谷高２年）他 巻下香子（総政３年）他 藤本麻瑚（文/MDS法４年；高島ゼミ）他
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総合政策学部同窓会企画「アポなしOBOG訪問」
（Academic Commons）
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◆受付

階

Ⅱ-１０６教室
（本部）

Ⅱ-107教室
（自由）

Ⅱ号館 １階
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５教室
（自由）
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口頭：   口頭発表
Ｐ：　　   ポスター発表
自由：   自由形式
ＥＣ：     English Communication Presentation
総合政策学部同窓会OB・OG企画「アポなしOBG訪問」はAcademic Commonsで開催
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教室

Naoki Shimomura Sachiko Ito Shun Daido
Kaho Oji Mikiko Miyamoto Ayaka Yoshimura

Akane Kiyomasa Aya Yasuhara Yurie Takeshita
Ayaka Kawakami Kasumi Hayashida Yusuke Uemoto

Yumeko Matsuno Sayuri Naito Yu Fukuhara
Naoya Nomi Karen Nishioka Kaoru Hara

Motoki Moriyama Kumiko Nagata Ayami Nakamura
Chihiro Harimoto Yuki Yodoshi Mihoko Sugiue

Saya Takahashi Emika Hamada Kentaro Hayashi
Mariko Fukuda Airi Fujiwara Hajime Matsubara

II-111

English Education

Homelessness

Research Fair 第１日（11月21日［金］）

Research Fair EC Presentation Schedule 2014
（9:00～10:30）

9:00～9:25 9:30～9:55 10:00～10:25

Species Extinction

Climate Change

II-102

II-101

HomelessnessSpecies Extinction

Extinction

Homelessness

Homelessness

５

Mariko Fukuda Airi Fujiwara Hajime Matsubara
Risa Tanaka Mio Aono Kosuke Ishi

Minami Narita Mayu Taniguchi Ryo Kakiuchi

Riki Ido Shinya Sato Sachina Kameoka
Mariko Mizoe Shoko Tanaka Ayaka Sano

Masaki Sato Ayano Saito Arisa Yamane
Fumiya Suetsugu Maya Nagasawa

Megumi Sakuma Sarafina Banerjee Mio Imai
Miku Kimura Mai Hirohata Rikako Kitahara
Yumi Shirano Minami Isono Mao Toyota

Wataru Matsumoto Rin Kanisawa

Yui Hasegawa Akane Osame Rintaro Nakamura
Masako Chiba Shinsuke Kono Ryota Murakami

Honami Kanda Ryo Murakami Ayano Matsuo
Mayu Shimizu Kazuaki Shida Mituo Fujii

II-303

Climate Change Climate Change English Education

Nuclear Energy

Homelessness

II-304

II-305

Nuclear Energy

English EducationNuclear Energy

Homelessness

５



11:30

大出有佳子（総政４年；伊佐田ゼミ）

12:00

何が違う！？～日本と中国の海賊版事情～

　あなたは海賊版商品をみたことがありますか？
　おそらく日本ではどこにでも売っているわけではないため、あまり普段の生活で目にすることはない
でしょう。しかし中国では本や財布、カバンなど普通に使われているのが現状です。なぜ中国ではそ
のようなことが起こっているのでしょうか？　ここでは、日本と中国の海賊版商品に対する様々な"差"
をプレゼンテーションします！！

　皆さんの中にはスターバックスのコーヒーをよく飲んでいるという人も多いと思います。コーヒーの原
料 なる 多くが途上 栽培され ます 私たち 開発経済学 観点から 本

　2013年４月にグランフロント大阪にNYから日本初進出となるパン屋「THE CITY BAKERY」がオープ
ンした。THE CITY BAKERYはNYに複数店舗ある人気のパン屋で、映画「SEX AND THE CITY」に出
た事もあり、とても話題のお店である。オープンして1年が過ぎた今のTHE CITY BAKERYが抱えるあ
る課題に対して、オープン当初からアルバイトとして働いている私がデータ分析を行い実際に店舗で
実施してもらうことで、これから先も長く続くTHE CITY BAKERYに貢献し、現状より効率の良い店舗に
すると言う内容である。

THE CITY BAKERY～日本初出店のお店が抱える課題～

北田真也（総政３年；坂口ゼミ）・佐藤和成・堀口将太郎・池上舞・大谷明莉・小嶋しおり・徳増瑛子

第１日（11月21日）口頭発表A会場（Ⅱ号館101教室）

11:00

譚博洋（総政３年）・杜小英・高原実希

コーヒー豆で経済成長～日系企業のアフリカへの挑戦～

進撃の人民元～通貨から見る米国vs中国～
関根拓（総政３年；坂口ゼミ）・小島茜・津嘉山祐・堀真彰

　近年、中国経済はものすごい勢いで伸びてきていて、今やGDPはアメリカに次いで世界第二位、ま
た人口も13億と世界でダントツの１位で、今後の成長も大きく期待されます。また、中国国内の都市と
農村の格差、中央政府の腐敗など、まだまだ発展途上国の面もあり、これから成熟した国になるため
の課題も残されています。今回のプレゼンでは、中国通貨（人民元）に着目し、現在世界で覇権を握っ
ているアメリカがつかさどる国際基軸通貨であるドルと比較しながら、通貨という観点に注目し、近未
来にはたして人民元がドルを超えることができるかを検証していきます。

６

13:00

百野尊氏（総政２年）・森山裕達（総政３年）
民間企業による社会問題の解決～GSR研究会での活動を通して～

料になるコーヒー豆は多くが途上国で栽培されています。私たちは開発経済学の観点から、日本の
企業と途上国が協力して、双方が利益を上げられるようなモデルを考えます。そして、その相手はル
ワンダです。ルワンダは大量虐殺という悲惨な経験がありますが、実は「千の丘の国」と呼ばれ、今で
は高品質なコーヒー豆の産地として大躍進中なのです。このコーヒーで利益を上げるために効率的な
投資方法、途上国へのメリットについて考えます。

　今夏行ってきた、GSR研究会の活動の中で、「民間企業による世界的な社会課題の解決と利益の
両立」ということが、グローバル社会の現代においてとても重要だと認識しました。今回の発表では、
途上国の社会問題解決と民間企業の営利事業を両立させるようなビジネスプランを実現可能な形の
ものを提案することで、事業による社会課題の解決が十分可能であり、今後必ず必要になってくる重
要な理念であるということをお伝えしたいと思っております。

日立・パナソニックからみる日本の家電産業の低迷からの脱出

　かつては日本の経済を支え、世界からも注目を集めた日本の家電産業。それがいまでは多くの企
業が巨額な赤字を抱え経営不振におちいっている。それはなぜなのか、またどうすれば回復し存続し
ていくことができるのだろうか。私たちは家電企業の中でも中心的であり、業績回復をしつつあるパナ
ソニックと日立に焦点をあて、さらに現パナソニックの創業者である松下幸之助の考え方を踏まえな
がら、今後の日本の家電産業について考える。これは今の日本企業の状況を理解し、今後必要とさ
れる考え方や政策を考えるきっかけにつながるだろう。

中西富貴子（総政３年；安ゼミ）・赤木里帆・近藤美鈴・田川茉利

13:30

12:30

６



次世代へ町家を継承していくために

これからの住宅に床の間の居場所はあるのか
田村拓也（総政３年；山根ゼミ）・今川玲奈・大竹理沙

　書籍、各種統計資料、行政関係者、球団関係者へのヒアリングにより、球団が都市経営にもらす利点と正負の
影響を評価する。特にチーム創立前後の都市の変化を定量的に分析することにより、各タイプの球団が地域に
どの様なインパクトを与えたのかということについて精査する。また、ＧＩＳによる定量的分析を通して、球団の本
拠地の周辺人口分布、年齢構成、公共施設の増減、路線等の変化などを調べることにより、球団の地域に対す
る影響の空間範囲を推定する。これらの調査によって球団が存在することによる都市に対する影響を理解し、都
市経営という観点から今後のスポーツビジネスの在り方を考える。

石倉義朗（総政３年）・田辺萌・内丸裕子・与儀春華・飯沼智浩

16:00

サステナブル住環境を考える～住環境の 小単位としての小屋～

瑞生（総政 年 清水ゼ ） あゆ 向 恵 中澤映

品川百香（総政３年；山根ゼミ）・田畑友香
　建設業におけるスクラップ・アンド・ビルドは、環境・資源の視点から問題となっている。そこでは“サステナビリ
ティ”、つまり日本語で「持続可能性」と訳される永続的な取組みが世界的に注目されている。その取組みについ
ての事例や、新たに開発されている技術は様々あるが、住環境においてのサステナビリティについてその定義を
明確なものにすべく、住宅・住環境の 小単位としての小屋を取り上げ、小屋を構成する建材や小屋の内部で
の生活において排出されるエネルギーを含めた持続可能空間として表現する。

　あなたの家に、季節のものや特別なものを飾る場所はありますか？　かつて、お正月飾りや掛け軸を飾る定位
置といえば、どこの家も「床の間」だった。日本建築においてかつては格式高い空間であった床の間は、近年に
おいてはその必要性が曖昧になり、ムダな空間であるとも言われるようになってきている。しかし、床の間を持つ
住宅数が減ってきているかと言えば、そうとは断言できない。床の間が時代を超えて残っている理由はなにか。
その変化の行き着く先はどこにあるのであろうか。起源やその発展過程などを踏まえて、これからの床の間のあ
り方について考える。

15:00

15:30

都心の中のオープンスペース～大阪駅北区開発案～

球団の地域貢献～球団ひとつで都市を変える～
鈴木千尋（総政３年；客野ゼミ）・廣田周平・藤本稚菜・高嶋千尋

　大阪駅北地区、通称北ヤード。もとはコンテナなどのあった土地で総面積は24haを誇る。そのうち17haの土地
の開発が、今現在議論されている。しかし都心部にせっかくの広大な面積があるにもかかわらず、その土地を他
の土地と同じようにビルの並び立つエリアとして開発することに対して、他に違う活用の仕方がないだろうか、と
疑問がわいた。そこで都心である大阪梅田におけるオープンスペースの役割を調査し、現在議論のなかで出さ
れている諸提案との比較分析を行い、私たちなりのオープンスペースの案を考えてみた。

16:30

 7

18:00

災害時における外国人観光客の効率化～伏見稲荷大社周辺を事例として～

17:30

夢のマイホームが完成間近に災害発生！ それまでの費用は誰の負担になるのか？
板波阿丹（法３年:原田ゼミ）・林晋太郎・陳ショウ・山下竜生・横地崇（法学研究科M２）

岡田瑞生（総政３年；清水ゼミ）・黒田あゆみ・向川恵・中澤映理子

17:00

　観光業がさかんで、災害も多い日本では外国人観光客が旅行中に被災することもあるだろう。地理不案内な
外国人観光客が迅速に避難するための方法を考察、提案していく。今回は地震を想定し、迅速な避難を促す方
法として、京都市伏見稲荷大社周辺を設定エリアにして、新たな観光客向けの防災マップを作り、その効果測定
を行う。観光客向けの防災マップとして観光に必要な情報を掲載した観光マップと組み合わせ、観光回遊行動の
調査に基づき、より効果的な配布場所を設定する。

　マイホーム建設を大工さんに依頼、完成寸前に大地震が発生して、マイホームが倒壊！！　　地震が発生する
なんて想定外。完成寸前だったマイホームは、瓦礫の山となった。しかし、もう少しで完成というところまで建てて
くれた大工さんから、工事代金を請求された。あなたは、瓦礫の山となったマイホームの工事代金を払わなけれ
ばならないのだろうか？ この問題を、現行法と民法改正の中間試案の視点から検討します。一生に一度のマイ
ホーム購入に関わる重大問題です。マイホームを建てる可能性のあるすべての人は、是非ご来場ください！

　京都市に数多く残る町家は、京都の風情ある町並みの重要な構成要素の一つである。しかし、後継者の問題
や町家の住みにくさ等の理由によって、毎年約115軒の町家が除却されていくという。どうすれば、京都の伝統的
な街並みを残していくことができるのか。京都市の行政等にヒアリング調査を行い、これからの町家の在り方を
探っていく。

18:30

コミュニティポテンシャルマップから考える減災対策～コミュニティの強さが地域を救う！？～
増田幸枝（総政３年；客野ゼミ）・高田光流・田中希・山川美咲

　阪神淡路大震災や東日本大震災において、被災後の人的被害、復旧のスピードなどにおいて大きな鍵となっ
たのはコミュニティ力である。阪神淡路大震災・東日本大震災において救出率の高い地域は、近所づきあいが多
く、地縁に基づいた関係性が濃い場所であることが指摘されている。今後30年以内に東南海地震が発生する可
能性が高い。災害に強い都市づくり、地域の減災を目指すためには、現在よりもさらにコミュニティ力を強める必
要がある。そこで本研究では、いくつかの分析を通して、各都市のコミュニティポテンシャルマップを作成し、コミュ
ニティ力の強い場所・弱い場所を推定し、弱い場所についてそれを高めるにはどのような方策をとるべきか提案
する。

小林亮輔（総政３年；伊佐田ゼミ）・岡部あずみ・和田麻里
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呑海愛（総政３年）・江森梓・河原美歩・斉派

淀澤南（総政３年；清水ゼミ）・圓藤温子・松崎百恵・川崎翔太

食で魅せる白山手取川ジオパーク～白山市民の共有意識‘あるある’を生み出すために～

第１日（11月21日）口頭発表B会場（Ⅱ号館102教室）

11:00

11:30

　近年、中心市街地の衰退が大きな問題となっている。この原因の一つに、中心市街地に存在する
商店街が衰退傾向にあるということが考えられる。これには人口減少や郊外型大型店舗の出店など
様々な原因が考えられる。そこで、様々な特徴を持った中心市街地の商店街（青森、富山、金沢、高
松、長浜）を例に挙げ、それぞれの市街地の実状や問題点、またその問題に対する解決策を提唱す
る。

中心市街地活性化に有効な施策とは？～各都市の商店街の実状を踏まえて～

　８つの市町村が合併し誕生した白山市では、財政改革のため村営スキー場の統廃合等が進められ
てきた。故に市民の一体感は乏しく、白山手取川ジオパークには市統合のシンボルという側面があ
る。そこで我々はジオの恵みである栃蜜とかき餅を使用した白山市民ならではの“食べ方”によって、
市民の共有意識“あるある”を生み出すことを提案した。去る９月石川県白山ろくテーマパークにて、ソ
フトクリームにこの食べ方を加えた新商品『まるっごと白山』を発表、同公園での商品化が決まった。
リサーチフェアでは、我々の発表とその後の動向、発表に至る経緯を述べる。

山本理奈（総政４年）・上田ひかる・松田美有

定住施策による地域活性化～中四国地方に来てほしいけん～

　本年度の白山麓実習（9/3～9/8）にて現地で行った提案発表会『白山吉野工芸の里を拠点にした
未来里地プロジェクト～吉野を灯す水の旅～』の内容に、現地で得た意見と情報を加えて発表する。
白山市は2005年に１市２町５村という広大な地域が合併され誕生した。そのうち旧５村は山麓部にあ
たり、同市の平野部と比べて人口流出と過疎が進んでいるため、割かれる財源も減少傾向にある。
本発表はそうした白山麓の一地域、吉野にある公共施設「白山吉野工芸の里」の利用価値を見直
し、白山麓の活性化を図ることを目的とした提案である。

白山吉野工芸の里を拠点にした未来里地プロジェクト～吉野を灯す水の旅～

12:00

白石ひとみ（総政４年；佐山ゼミ）・宇田学・伊勢美咲（総政３年）

　現在の日本において、過疎・高齢化問題は大きな問題であり、この問題を解決することは日本社会
と 必 欠 ある 状から私たち 若者 的を ぼ た地域活性化策が効果的 あ

８

13:00

小田健一郎（総政４年；中野ゼミ）・山崎奈津美・常味麻衣
ワークライフバランスと企業利益～適切なワークライフバランスとは～

12:30
にとって必要不可欠である。この現状から私たちは若者に的をしぼった地域活性化策が効果的であ
ると考え、過疎高齢化が進む地域に若者を住まわす定住施策が有効だと考えた。いわゆる、過疎高
齢化が進む地域に興味を持ち移住してくるUIJターンをする人々を獲得するための施策である。そこ
で今回私たちは、過疎高齢化が進んでいる地方であり、また私たちの出身地方でもある中国・四国地
方の定住施策に焦点を当てた。そこから新たな施策を提案する。

　優秀な人材確保、企業利益の増加の大きな鍵の一つはワークライフバランス（仕事と生活の調和、
以下WLB）施策の充実だ。昨年の研究ではWLB施策の重要性を明らかにした。しかしそれと同時に莫
大な費用が制度導入の妨げとなっているという事実も浮かび上がった。そこで我々は企業を分類し、
企業毎の特徴にあったWLB施策を提案する。調査方法として、三田市の中小企業を対象に、企業内
で行われている施策とその費用対効果をインタビュー調査を行う。そして費用と効果のバランスのと
れたWLB施策のモデルを作成し、提案する。

８



　マーケティングにおいて、ブランドは必要不可欠なものとなっている。「ブランド価値が高いので、同
じ商品でも価値を維持することができ、同時に利益率の高い商売が可能になった」と。つまり企業に
とってブランドは、「企業に安定的かつ継続的な収益を保証するもの」なのです。しかし、仮に偽物を
商品として扱ったらどうなるだろう。企業のイメージは悪くなる。サンリオを例に挙げると、ニセキティ

が

16:30

15:30

海賊版撲滅

16:00
　日本と諸外国の著作権の違いについて発表します。日本では著作権という考えは一般的になって
いますが、そうでない国もたくさんあります。現在違法ダウンロード等様々な著作権問題が起きている
ので、著作権のあるべき姿についても考えて発表します。

偽キティちゃんに気をつけろ！～マーケティングにおいてのサンリオ～
張蘊潔（総政３年）・国俊・浜田翔太

15:00

細川彩夏（総政２年）・椎原若葉・日下稚菜
　私たちは情報のミスマッチに問題意識を持ち、それを解消すべくある新規事業を広める広報活動を
しています。この新規事業は、学生が企業からの課題をこなすことによってスコアを貯めて就活に活
かせるというインターンです。私たち学生は、情報がありふれている社会の中で本当に得たい情報を
得られないがために、このような大学生にとって魅力的なインターンがあることをあまり知りません。こ
の新規事業を広めるために、マーケティングを学び、ターゲットとそれに見合ったコピーを考えてティ
ザーサイトを作り、それを広告を通して宣伝しています。

伊藤悠太（総政３年）・石川塁衣・濱口奈緒・舩坂有里・松田将岐

新規事業におけるWEBマーケティングおよびプロモーションについて～ベンチャー企業の新規事業の
広報として奮闘した3か月～

　現在日本では、インターネットの普及率が79％を超え、私たちはいつでもどこでも誰にでも情報を発
信することができる。しかしそれと同時に多くの弊害も発生する。その弊害の一つが映画やアニメの
海賊版である。私達のグループでは、海賊版とはそもそもどのようなものであるかを説明し、なぜ海賊
版が違法であるのか、また今後海賊版を撲滅して行くにはどのような方法があるのかを、実際経済産
業省が今年8月から行っている、海賊版撲滅キャンペーンの事例を分析し、私たちの考える具体的な
撲滅策を検討する。

日本と諸外国の著作権事情～著作権は国によって大違い!?～
坪井利容（総政３年；眞壽田ゼミ）・木下智絵・古田健悟

９

18:30

無料で構築されたECサイトに高いユーザビリティを持つデザインの提案
張超（総政４年；伊佐田ゼミ）

　近年、EC市場が急速発展の中で、無料ECサイト提供のサービスも増えている。それを使うことで個
人であってもECサイトを管理し、ビジネスを行う時代になってくる。しかし、そのようなサイトが良い商
品が揃っていても、サイトが使いにくい、商品の情報が不足などの問題で、他のサイトに逃げてしまう
ユーザが増えている。そこで、ユーザが商品を気持ちよく信頼して買ってもらうために、高いユーザビ
リティを持つサイトのデザインが必要である。本研究では、主に無料サービスを利用して構築された
ECサイトの問題点を明らかにし、従来の研究を踏まえた上で、次世代で高いユーザビリティを持つEC
サイトのデザイン方法について考えたい。

行久隆太郎（総政４年）

ちゃんが大量発生している。これらを撲滅するためにはどうしたら良いか。私たちなりの考えを発表す
る。

　現在勤めているアルバイトにおいて、配達業務を行う際に多くの不便を実感している。その中で多く
の客のもとに、時間通りに配達物を届けるために 適なアプリを提案、構築していく。

スマートナビゲーションアプリの提案～配達業務をもっと便利に～

18:00

17:30

五感体験！～全ての感性を研ぎ澄ませ～

入江祐国（総政４年；中野ゼミ）・植木和貴・山口正洋
日本におけるコンテンツ制作～映像コンテンツ制作における「製作委員会」とは～

17:00

　私たちは、近年注目されている「香り」に注目した。今回のリサーチフェアでは、五感全てに影響を与
え、その中でも嗅覚がどのような影響力があるのかを研究し、発表する。また、簡易脳波測定器を使
い、脳にどのような影響があるのかも調べる。

前山典範（総政３年；井垣ゼミ）・華龍

　現在、国が「クール・ジャパン戦略」を推進し、日本から魅力的なコンテンツを発信しようとしている。
その一つである映像コンテンツの制作において、日本では製作委員会方式が一般的なものとなって
いる。映像コンテンツ制作の主流ともなっている、製作委員会方式の特徴や問題点とは何なのかを明
らかにすることで、今後どのように日本のコンテンツ産業が魅力あるコンテンツを生み出していけるか
を考察する。

９



西村航（総政３年）・浦西雅也・西田歩加・中村園香・宮地恵理花・吉本響

　　節電意識の向上や省エネ家電の普及が進み、国民のエネルギーへの関心は高まっている。原子
力発電への反発、再生可能エネルギーへの期待が膨らんでいる。しかし、震災後電力消費を抑制す
る時代の流れは弱まっているようだ。消費する私たちの「節エネ」意識が、今後の日本のエネルギー
政策を左右すると言える。家庭内の電力消費を管理し、消費電力の視覚化が可能になるスマートメー
ターの普及による消費者の「節エネ」意識の向上を、30年程度の日本のエネルギー政策として提案す
る。

12:00

11:30

日本のエネルギー政策はどうあるべきか～エネルギー地産地消政策～

原子力発電の必要性～30年後のエネルギー政策を考える～
児玉国男（総政３年）・武居峻輝・今堀文絵・久木元文香・金山侑加

　東日本大震災以降、日本の原子力発電所は稼動を停止し、わが国は火力発電依存体制に移行し
た。しかし、資源の有限性や地球環境問題を考えると、数十年後の日本にとって脱原発は本当に望
ましく理にかなったエネルギー政策だろうか。エネルギー基本計画に基づき、原子力発電、火力発
電、再生可能エネルギーについて、安定供給・経済効率性・環境への適合の三面から考察し、原子
力発電を稼働させることが一番望ましいと考えた。

第１日（11月21日）口頭発表C会場（Ⅱ号館111教室）

11:00

脱原発 本経済 破綻 な

消費者意識の変化による、日本のエネルギー政策の今後～スマートメーターで、電力を「見る」～
吉田千恵（総政３年）・北山香苗・澤木菜月・森下陽平・山本伊吹

　「日本のエネルギー政策はどうあるべきか。」をテーマに向こう30年間ほどを視野において、日本が
どのようなエネルギー政策を採っていくべきかを自由な発想で、ただし実現可能性のある議論・提案
する。研究にあたっての我々のスタンスとして、
　１．原発及び火力発電の是非を問わない。
　２．日本で 大限のエネルギー地産地消を行う。
　３．エネルギー基本計画が具体的な目標を示す。
　４．住民が身近に感じられる住民政策を立案する。
の以上、４点を中心に発表する。

10

13:30

  去る９月、我々は白山麓実習の一環で、石川県白山ろくテーマパークにて『都市公園におけるオキ
ナグサ保護活動への提案』を発表した。これは昨年提案したオキナグサ保護に関する市民参加プロ
グラムが導入されたことを受け、その発展と継続手法を述べたものだ。実際に我々も活動に参加し、
発展と継続のためには、楽しさ向上・園内オキナグサの利活用・関係者間の目的共有が課題となって
いることが分かった。現地の発表ではこれらの課題解決策を示したが、リサーチ・フェアでは先般の発
表内容、発表に至った経緯、その後の動向を報告する。

13:00

垣内万季（総政４年；佐山ゼミ）・大槻香菜・藤本眞子（総政３年）

　再生可能エネルギーって知っていますか？　これは太陽光や風力といった、環境にやさしいエネル
ギーです。福島第一原発事故以来、日本は再生可能エネルギーの普及に力を入れてきました。しか
し、普及はあまり進んでいません。これはなぜでしょう？　意外と知られていない日本の再生可能エネ
ルギー普及政策の現状を、徹底的に調べました。今回は環境先進国と呼ばれているドイツと比較し、
日本が今後どのような政策をとるべきか、私たちなりに提案します！　みなさんも一緒に日本のエネ
ルギーの未来について、考えてみましょう！

都市公園におけるオキナグサ保護活動への提案～住民参加プログラムの継続と発展のために～

なぜ日本は再生可能エネルギーが普及しないのか？　～ドイツの政策との比較～
津田啓生（総政３年；朴ゼミ）・川口希・奈尾和輝・村岡集

　「原発をやめたら、日本経済は破綻する」…こんなニュースが世間を賑わせました。原発ゼロを選択
すれば、私たちの生活レベルは本当に低下してしまうのでしょうか。原発推進派・反対派、いずれの
主張もなんだかあやふやで、いまひとつ納得する結論にたどり着きません。今回は、日本経済と原発
地元経済の将来がどうなるのか、感情論ではなく経済モデルによる分析や欧州の事例を参考にしな
がら考えます。そして、脱原発で日本経済が破綻しないことを証明します。

12:30

脱原発で日本経済は破綻しない
加志村拓（総政４年）

10



16:00 　In Japan, many people get international marriage. There have positive and negative sides, so we
will introduce about that with some examples.

16:30

赤ち ん 命を左右する出生前診断

　泣くことは重要な感情表現であると言われるが、いったい何のために涙を流すのだろうか。また、平
安時代では、涙を流す人は心豊かで教養のある人と考えられていたのに対し、現代の日本の人々は
人前で泣くことに抵抗を感じる人が多いように思われるが、いつの時代から、何が原因で、涙に対す
る考えが変わってしまったのか。　「泣く」という人間独特の行為を、自然科学、社会科学、人文科学な
どの総合的な観点からとらえつつ、涙を抑圧することによって忘れられてゆく人間的側面の再評価を
試み、人と人、人と自然の共生の新たな可能性を示す。

Tsugumi Watanabe（総政３年）・Naoko Hayashi・Chigusa Hayashi・Risa Hayashi・Yukiya Sugiyama

落合彩（総政３年；Sawyerゼミ）･芝優香･瀬来賢人･辻川いずみ（総政４年）

Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｍａｒｒｉａｇｅｓ～Reality vs Image～

三好宏樹（総政１年；基礎演習鎌田ゼミ）・園田陽加・大谷春菜・小澤佳帆・下江瑠偉・橘睦実・
竹内一将・森下崇弘・細井美里（総政２年）

15:00

15:30

涙の現象学

 In recent years, high-level English skills are demanded of Japanese people due of
internationalization. To counter image that only people who have experience abroad in their
childhood can become bilingual, we will review the theoretical arguments about the essence of
bilingualism, and then propose how Japanese people can become bilingual through English education
and their individual efforts.

沖縄の方言における若者の使用頻度を増加させるための方言ゲームの提案
棚原愛未（総政４年：伊佐田ゼミ）

 本研究では、アンケート調査によって沖縄の方言における小中学生の使用状況や学習の現状を明
らかにし、その結果をもとに小中学生の方言学習を促進し、使用頻度を増加させるための方言ゲー
ムの提案を行う。本ゲームは、普段身近に感じることのない方言をゲームにすることで、方言を身近
なものとし、ゲームを通じて実際に使用できるようにすることを目的に持つ。また方言を身近なものに
することで、方言の使用頻度の増加を促す狙いがある。

Is it possible for Japanese people to become bilingual without residence abroad?
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18:00

「人権教育」の捉え直しと「道徳教育」との統合～シティズンシップ教育を参考に～
松下文香（総政３年；村瀬ゼミ）

　学校教育における「人権教育」には深刻な問題点がある。政府の計画書（2002）は、自身と他者の
権利を理解することが人権教育の目的だという。しかし指針では、個別の人権諸問題を学ぶのみに
留まっている。さらに現場では、「道徳教育」との混同も見られ、独自に授業時間を確保できないので
各学校に扱いの格差があるのである。本発表では、人権教育固有の意義を確認し、上記の問題の解
決策として、欧州の「シティズンシップ教育」を参考に、「人権教育」と「道徳教育」を両立させる新たな
教育課程を構想し、学校教育への導入を提言する。

17:30

赤ちゃんの命を左右する出生前診断

17:00

　本発表は、学生が大学に通う意義を振り返る場を提供することを目指す。大学生活において学生
は、サークル活動等の様々な関心を持っているが、自分がどのような存在なのか、自分が大学にお
いてやりたいことは何かということはわからない。以上の現状から、現代の学生は自分が生きる意味
を見いだせていないという仮説を立てる。これに対し、思想、哲学的観点から総合的に研究を行うこと
で、他者との関係の中で自分を見出すことができるという結論を目指す。

　あなたはお腹の中の赤ちゃんに障害が見つかったらどうしますか？　 近、出生前診断という言葉
をよく耳にすると思います。この出生前診断は、産む母と家族だけの問題だと思いがちですが、果た
して本当に個人の問題で済ませても良いのでしょうか。本来、出生前診断は、胎児治療のための情
報採取が目的であったにもかかわらず、現状では、妊娠を継続するか否かを判断する手段として使
われています。これは、命の軽視または障害に対する差別に値するのではないでしょうか。私たちは
この問題について、倫理、親の自己決定権、また障害者を取り巻く社会の体制などの様々な視点か
ら議論します。

金沙羅（総政３年；細見ゼミ）・和田梨那・石田有輝・猪野泰暉・山添涼加

「自分」を見い出すということ
竜門和諒（総政３年；鎌田ゼミ）・佐藤ひとみ・正木詩歩（総政４年）・藤本真央・田中直人・林達也・

白石直希・浮田壮規
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庄坪孝敏（京都学園高１年）・市原海翔・中西優

江洲真希子（総政３年；伊佐田ゼミ）・石川千夏・加古ななみ・山川華穂

11:30

グローバリゼーションの光と影～グローバル化と将来の日本～

　グローバリゼーションやグローバル化という言葉に、私たちは頻繁に出会います。私たちの生活は、
外国からもたらされる資源やサービスによって成り立っています。私たちが海外へ出かけると同時
に、外国から多くの人々が日本を訪れます。人の交流、相互の文化理解は世界平和実現のために非
常に大切です。グローバル化は、プラスマイナス両方の影響をもたらします。たくさん問題がある中
で、日本はどのような行動をとるほうがよいのか。マイナス面を 小にするグローバリゼーション追求
にむけて問題提起します。

　世界人口約70億人の約20％にあたる人々が貧困にあえいでいます。中でも子供たちは、児童労働
など 刻な問題 直 ます 貧困地域 初等教育を受 な 供 割合が高く

12:00

日本の学生と台湾の学生の海外就職観

Education First～For next generation～

上出梨乃（京都学園高１年）・川合そわか・増井紗捺・森未紗・関口雅

　グローバル化の進行や国際情勢の急激な変化により、外交の重要性が高まってきている。このよう
な状況において、日本の外交は機能していると言えるだろうか。私たちは日本の官僚制度に大きな問
題があるため、外交が機能せず、国益を損なっているのではないかと懸念している。その大きな問題
とは、大半の官僚が資格任用制による採用であるために、試験に受かりさえすれば専門外の分野で
あっても政府の要職に就くことができてしまう点である。私たちは、日本における外交官の政治任用
制による採用を足がかりに、日本の官僚システムの抜本的改革を目指して提言していく。

「あなたは海外に就職したいと思いますか？」
　日本の学生は今、海外に就職する割合が減っています。それに対し、台湾の学生は海外に就職す
る割合が日本より高いのです。では、日本の学生と台湾の学生のこの意識の差はどこから生まれてく
るのでしょうか？私達はそれについて、３つの仮説を立て、アンケート調査を行い、台湾と日本の学生
の海外就職に対する意識の違いを研究しました。その結果から、日本の学生が海外就職にもっと積
極的になるような解決策を打ち立てる事にしました。

第１日（11月21日）口頭発表Ｄ会場（Ⅱ号館201教室）

11:00

日本の官僚制度における政治任用制の導入について～外交官の外部人材の積極的登用～
江口翼（総政３年；小池ゼミ）・西野良太郎・岡本春菜・柳原沙織・平林愛
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中村圭佑（総政４年；西野ゼミ）・千葉花子・住澤郁己・岡本風花

13:30

I am a Girl. ～世界を変える女性の力～
伊藤玲奈（京都学園高１年）・澤本琴乃・高島　琴乃・長岡あいか・堀美憂

 女性の地位向上実現がミレニアム開発目標達成の鍵である。男性と女性の大きな違いは妊娠できる
か否かである。妊娠や出産、子育てによって問題は生まれている。妊婦さん自体に子育てや子どもの
健康を守るために必要な知識があるか。出産時の周りの環境はどうあるべきなのか。この問題を解決
するために、女性が教育を受けられる条件づくりを進めなければならない。管理職や大統領が女性なら
ばどのようメリットがあるのか。それらを踏まえた上で、女性自身が考え方を変え、男性と対等の立場に
なる未来を作れるよう私たちは取り組みを進めたい。

　近年、世界ではジェンダー平等に向けた取り組みが求められている。特に途上国の開発の分野に
おいては、貧困人口の7割が女性ということもあり、多くの国や支援機関が女性に焦点をあてた政策
を実施してきた。しかし女性の地位向上に向けた取り組みが、本当にジェンダー格差の有効な手段に
なりうるのだろうか。私たちは日本のODAが、国連およびジェンダー平等先進国のODAと比較しなが
ら、真のジェンダー平等社会実現の為に有効な開発であるか検証する。

13:00

ジェンダー平等社会に対する日本のODAの有効性

など深刻な問題に直面しています。貧困地域では、初等教育を受けていない子供の割合が高く、その
中でもサハラ以南アフリカ、南アジアに全体の約７割が集中しています。これらの問題を解決するた
めに私たちが考えた対策は、先進国が無償援助で職業訓練校をつくり、そこで、識字率を向上させ技
術を身につけることです。これにより次世代の人材を育て、貧困克服の道を切り開きたいと考えます。

12:30
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16:00

南シナ海における中国の海洋進出

　世界第２位の経済大国である中華人民共和国（以下、中国と記す）は、世界での存在感が高まる一
方であり、今やニュースなどで話題にのぼらない日はないほどである。そこで私たちは、中国が総合
的な国力を拡大するにつれて、近年はその力が海洋進出に向けられている事に注目した。特に南シ
ナ海は200を超える島々があり、多くの国々が関わっている。錯綜する領有権をめぐるその背景や目
的を明らかにし、 後には南シナ海をめぐる東南アジア諸国の対応とこれからの展望を考える。

16:30

森政喬（総政３年；井上ゼミ）・入江英之・塩津有沙子・堂腰隼平・西野アラン・河合美咲・國永暁未・
三好瑞葉・牧野美咲

なぜタイは高所得国になれないのか～中所得国の罠が阻む成長停滞のメカニズム～
大畑陽介（総政３年）・日下恵里・武田拓磨・武富彩華・田中敦大・邑田圭介

　 近年、アジアの経済力が高く評価されてきている。90年代に世界銀行が東アジアの奇跡と称したよ
うに、世界経済における存在感が増してきた。しかし現在、ASEAN諸国の経済成長のけん引役となっ
てきたタイ、マレーシア等においても、持続的な成長率が維持できない中所得国の罠に陥ろうとして

る 分野 携わ る 教授 究内容を基 中所得 罠を定義 陥る を分

15:00

アメリカは日本を捨てるのか？～アメリカと中国のパワーゲーム～
内井佑香（総政３年；井上ゼミ）・九島佳織・谷村弓夏・山本怜・ファンミンス

  現在、中国はGDP世界第２位の経済大国であり、アメリカと経済的な相互依存関係が深まってい
る。一方で、近年の軍事力の増大は、アメリカにとって警戒の対象になりつつある。隣国の日本は、
世界第３位の経済大国として、また同盟国として、アメリカと協力関係を築いてきた。今はまだ、アメリ
カにとって利用価値の高い日本だが、アメリカと中国の今後の関係性によって、あるいは日本の国力
によって、アメリカから必要とされなくなる日が来るのだろうか。アメリカと中国のパワーバランスに注
目して、経済、安全保障の面から分析していく。

15:30

中国はどこへ行く？　～民主化への道～
高橋美樹（総合政策学部３年；井上ゼミ）・津村桃香・李卿

　「21世紀は中国の世紀」という表現に違和感を覚える人は少ないだろう。それもそのはず。21世紀に
入り、アメリカに次ぐ中国の”凄さ”を次々と目にしているからだ。国際社会では、中国が政治的、外交
的にも責任ある大国になることを願ってきたが、今や膨張しすぎる中国の行方に不安を抱いて目を凝
らすようになっている。近代化に邁進することで強大化した中国は自己流の国際秩序の構築に向か
おうとしているのか否か、民主化への道を歩む可能性があるのか否か、を分析していく。
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18:00

途上国における低所得者向け住宅供給システムの成果と課題
柴山千晶（総政３年；斎藤ゼミ）・大田陽・木内佐奈恵・三浦志穂・百鬼里央

　近年、NPOやNGOのような様々な組織が、途上国における生活向上のための住宅支援を行ってい
る。しかし、現状として資金不足による住宅供給システムの崩壊、適切な人々への供給ができていな
いなどの問題が挙げられる。そのため、組織による持続可能な住宅支援システムを確立させることが
重要な課題となっている。本発表では、フィリピンのDumaguate市を拠点として、住宅建設支援活動を
しているNPO団体のDumaguate City Habitat for Humanityを例にとる。彼らの住宅供給システムの特
徴を分析し、評価する。

17:00

アフリカで起こすネットワーク革命～関学生が考える新ビジネスモデル～
井上恵理子（総政３年；中野ゼミ）・奥村結・柴田彩栄・高木彩寧・中尾世梨奈

　SNS、通信販売、電子メール、あなたは今日どれかを使いましたか？私達は今「ネットワーク」という
存在が手放せない。実際、現在多くの人が携帯やパソコンを使用し、ネットワークを頼りにしている。
現代社会の中でネットワークという存在は大きく、それは様々な影響を生む。今回私たちは、その
「ネットワーク」を利用したビジネスモデルを考えてみることにした。国の情勢や経済の問題点を検討
するとともに、どのような経済効果があるのかを提示する。

17:30

Our vision after the MDGs
谷口摩柚（総政２年；ＧＣａＰ）・高橋由莉・菊池優衣・西原啓太・栗本優美子・中村翔子

   In 2000, the Millennium Development Goals（MDGs）- which range from halving extreme poverty to
halting the spread of HIV/AIDS and providing universal primary education- was declared. Now, the
target date of 2015 is approaching, but much millennium development targets remain unmet.
In our presentation, we will focus on the importance of "empowerment of women", and attempt to
address policy and initiatives promoting women's participation in the society.

いる。この分野に携わっている江川教授の研究内容を基に、中所得国の罠を定義し、陥る要因を分
析した。このテーマでは主にタイを取り上げ、罠を回避するための政策、陥ってしまった際の改善策か
らASEAN諸国の飛躍における日本経済の可能性を提言する。
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10:30

日系小売業の海外進出戦略～コンビニエンス・ストアの事例に基づいて～
徐潔（総政Ｍ２）

　日本国内市場の狭隘化と競争環境の激化によって、小売業の業績が低下している。さらに今後、少子高齢化に伴う人口
減少などの影響を大きく受けることが予想され、特に消費者を顧客とする小売業は、構造的な対応が求められることが想定
されている。一方、中国をはじめとするアジア諸国はその経済成長に伴い、所得水準の上昇と消費の拡大が進んでいる。本
発表では、窮地にある日系小売業が海外に展開する際、現地に適合したビジネスモデルを提案することを目的とする。５月
のリサーチ・コンソーシアムでは、調査の対象としている中国における小売業の現状、実態を発表した。今回の発表では、日
系小売業の海外進出する際の仮説を作成し、それを検証するための現地調査を行った。その調査の結果を発表したい。

11:00

制服変更に秘められた航空会社の経営戦略とは～JALの歴史に学ぶ～
長谷川絢（総政４年；伊佐田ゼミ）

　本研究では、航空会社が制服を変更する際に裏側に秘めた経営戦略や時代背景を読み解くため、JALの現役客室乗務
員、地上職員にヒアリング調査を行った。近年、日系航空会社では立て続けに制服の変更が行われているが、利用者の声
は賛否両論である。つまり、制服変更による航空会社の本来の目的は利用者には伝わっておらず、ただ見た目の良し悪しで
効果の有無を判断されている。本論文では、実際に制服が変更された時期よりJALで働いている方々にご協力いただき、企

9:30

三田市ニュータウンにおける地域課題と防災意識の関連性～フラワータウンにおけるアンケート調査～
孫晶晶（総政Ｍ２）

　日本では地震は頻繁に発生している。地震災害は予測できないものであるが、我々は事前に準備することで被害を減らす
ことができる。本発表は多様な地域特性を持つ三田市の防災力を向上するため、三田市ニュータウンを対象にして施策提案
を考える。今回実施したアンケート調査の結果を分析することによって、ニュータウンにおける地域の不安、住民が求める地
域活動、地域コミュニティおよび防災意識を説明する。そして、今後ニュータウンにおける地域活動及び防災の関連性を分析
し、ニュータウンにふさわしい地域の取り組みを提案する。

10:00

どんな利活用策で歴史的建造物群を活かせるか？～歴史的建造物群の現状における保存政策と利活用～
魏小娥（総政大学院研究員）

　歴史的建造物群における保存と利活用の現状からみられる制度、それらの制度がどのように展開してきたかを概説し、制
度が歴史的建造物の利活用に与えられる影響を日本と中国の事例として考察していく。

第１日（11月21日）口頭発表E会場（Ⅱ号館204教室）

9:00

地方自治体における「生物多様性地域戦略」策定の傾向と特徴の分析
今井田千佳（総政Ｍ１）

　地球上の自然環境破壊を受けて、世界各地で生物多様性の地域戦略の策定が進められている。これは地球規模から地
域規模にいたるまで多層的な計画、戦略を作ることが意図されており、これにより地域の独自性や特徴に応じた現実的な戦
略の立案が可能となるとともに、広域的な視点からの自然環境の保全も担保することができる。その点で生物多様性戦略の
立案は重要な政策の一つであり、日本においても都道府県・市町村レベルでその戦略の立案が進められているが、市町村
レベルではほとんどこれが立案されておらず、各地で様々な問題を抱えている状況にある。そこで本研究では生物多様性地
域戦略の立案に関して、市町村が置かれている状況を整理し、戦略の有無、存在する場合にはその傾向や特徴を分類し、
各地域特性による生物多様性施策の取り扱われ方、地域の特性による戦略の特色の違い、その要因等について解明する。
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11:30

ファッション雑誌の新たな可能性の追求
堀越なつめ（総政４年）

　　本研究では、「オンラインファッション雑誌の新サービスの構築」が研究課題である。紙媒体より見やすいコンテンツを提供
し、雑誌の新たな可能性を追求する。日本雑誌協会の調査によると2008年～2013年の女性ファッション誌の売り上げは大半の
雑誌が２桁減となっており、雑誌の競争相手は雑誌だけでなくスマートフォンやインターネットがライバルであり、紙は高齢者を
ターゲットとした媒体としてしか生き残れないと言われている。以上の現状からファッション雑誌のオンライン化を充実させ、新た
な可能性を追求する。

効果の有無を判断されている。本論文では、実際に制服が変更された時期よりJALで働いている方々にご協力いただき、企
業側の声をまとめている。本研究で得た企業の経営戦略を効果的により多くの利用者に普及させるための方法を検討し、そ
の効果測定を行うことを今後の課題として研究を続けている。

12:00

解除と危険負担～相手が約束を果たせないとき、責任の所在は？～
廣渡拓磨（法３年；原田ゼミ）・木下拓己・小原亮・脇田紗由美・徳田里奈・田部優

　今、民法が120年の時を経て改正されようとしています。民法は我々の日常生活になくてはならない法律です。身近な例とし
て、家を購入し、まだ引渡しが行われていない間に災害で家が壊れてしまった場合、現行法では買主は当然家を手にすること
はできないけれど、代金は売主に払わなければなりません。これではあまりにも買主に一方的に不利な規定ですよね。この制
度が改正されようとしています。何故、どのような理論的裏付けにより改正されようとしているのか、明らかにします。

12:30

民法改正での錯誤について
雁瀬卓弥（法３年；原田ゼミ）・福井一平・高内智哉・市川侑記・古薮晴佳

　現在、国民に分かりやすいように民法改正が進められています。私たちのゼミでは、その中で錯誤という分野について調べま
した。錯誤といえば難しく感じるかもしれませんが、私たちの身の回りに簡単に起こりうることです。例えば、ネットショッピングで
1000円と思い込んで靴を買ったが、家に届いたときに１万円を請求され、そこで０をひとつ見間違えていたことに気づいた。この
ような些細な間違いでも、錯誤の問題となります。様々な場面で錯誤は登場しますが、現在の民法では一つの条文しかありま
せん。私たちは、この民法改正でこの錯誤がどのように変わるかを報告したいと思います。

13:00

債務不履行に基づく損害賠償責任の発生要件である帰責事由
阪井真巳（法３年；原田ゼミ）・浅野優介・川口ほのか・三宮丈典・寺本柚紀央・八木詠美

　損害賠償、皆さんは今まで何度か聞いたことのある言葉だと思います。改正により、その損害賠償が請求しづらくなるかもし
れない・・・と言われれば、少しは興味を持っていただけるのではないでしょうか。国民にわかりやすい民法を目指して、学者達
は日々考察しています。皆さんが一目見て分かる条文に、果たして変わっているのでしょうか。そして、改正することに何の意
味があるのか。それらを合わせて、皆さんに届けたいと思います。

13:30

本当にお客様は神様なのか。
高松健太（総政３年；細見ゼミ）・藤井光夫･松澤芹菜･太田奈温子

　あなたも一度は「お客様は神様です」というフレーズを聞いたことがあるだろう。なるほど、と思う言葉である。しかし、近年その
考え方が様々な社会問題を引き起こしている。例えば、客による土下座の強要である。物の商品価値としてお金という対価を
払っているのだから、過剰なサービスは不要なはずだ。だが、多くの店員が客に対してへりくだっているのが日本の現状であ
る。お金と商品の正当な交換であるのにもかかわらず、店員と客の間に上下関係があるのはなぜだろうか。その理由を追求し
つつ、消費者の新たな社会規範を提案する。つつ、消費者の新たな社会規範を提案する。
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2020年東京オリンピックがもたらすもの

  今日の日本社会では、新たな働き方の検討が行われており、現政府は女性が活躍することができ
る社会を提案している。これに伴って、労働環境の改善が求められている。日本では、有給休暇取得
率が低いなど「働き過ぎ」という問題点が、以前から指摘されている。そこで本研究では、「労働者の
有給休暇」に着目する。有給休暇の取得率が低迷している要因について、ナレッジコミュニティサイト
への関連する投稿内容をデータ化し、分析する。さらに、有給休暇取得率を向上させるための対策に
ついて考察する。

16:00

16:30

休め！！！日本人！！！～日本の有給休暇取得の現状と今後について～

15:00

橋本瑛一（総政３年；亀田ゼミ）・葦原彩人・辻隆久・眞鍋周平（総政２年）
　1990年代、日本は金融危機などの不況に見舞われた。政府は不況脱却を目指して大規模の財政
政策を行ってきたがその効果は乏しく、日本は「失われた10年」と呼ばれる長期景気後退を経験し
た。日本における金融危機時の財政政策の効果については、多くのVARなどを用いた分析でもその
効果が減少すると主張されている。ところがアメリカを対象としたDSGEモデルを用いた分析では、効
果が増大するとされている。そこで我々は、各国中央銀行の政策分析でも使われている動学的確率
的一般均衡モデル（Dynamic Stochastic General Equilibrium models, DSGE models）を用いて日本の
金融危機時の財政政策の有効性を検討する。

金融危機時における財政政策の有効性

15:30
　日本は高齢化などに伴い、社会保障費が増大する傾向にある。また、少しの怪我や風邪で救急車
を申請したり、タクシー代わりに救急車を申請したりする不要救急の増加が絶えない。そこで、救急車
を有料化することにより、社会保障費の増大を抑え、また不要救急の件数を減少させることができる
のではないかと考えた。

救急車の有料化による社会保障費の削減案
石川薫平（総政３年）・山下沙央理・濱村明日美

濱崎千怜（総政４年；中野ゼミ）・佐々木藍・影林宏一

久保亮祐（総政３年；宮川ゼミ）・志原舞美・鈴木太人

　2013年9月、2020年のオリンピックが東京で開催されることが決定し、日本全体が歓声に包まれた。
この東京オリンピック開催前・開催中・開催後、日本に、そして私たちの生活にどのような変化が起き
るのでしょうか。公共交通機関、耐震化、観光やサービス、テレビ、食料品…様々な面におけるオリン
ピ ク 影響を考察 究すると共 れま オ ピ クと 年 東京オ ピ ク ど う
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18:00

我らボランティア推進隊～なぜボランティアへの参加は両極端なのか～
松浦果穂（総政３年）・粟井美里・池田敬正・川上孝介・沖野祥子

　あなたはボランティアをしたことがありますか？ボランティアリズムについて、考えたことがありますか？
ボランティアによる国際開発という分野が登場するほど、現代社会の中で、ボランティアは大きな役割を果
たしています。なぜボランティア活動に、参加する人と参加しない人とに分かれるのでしょうか。総合政策
学部生はボランティアに対して、どのような意識を持っているでしょうか。今回私たちは、総合政策学部生
へのアンケートをもとに、ボランティア活動推進の提案を発表します。

17:30

2014 FIFA World Cupからみる、サッカーにおけるビデオ判定の必要性
今西伸太朗（総政４年；伊佐田ゼミ）

　サッカーは日々、進化を遂げている。フォーメーションや戦術など、以前にはなかったものが次々と
増加している。しかし、レフェリングでは他スポーツに後れを取っている。FIFAは、ブラジルWorld Cup
からゴールラインテクノロジーを導入したが、ビデオ判定の導入はされていない。1点の価値が大きい
サッカーにおいて、誤審で勝敗が決まる確率は他スポーツと比べ高い。私は、ビデオ判定を採用する
ことでサッカーがより公平に行われるのではないかと考えた。サッカー界でビデオ判定を導入するに
はどういったことが必要なのかを突き詰める。

17:00

英語教育に対する日本の根本的思考の改善
米坂千帆子（総政４年；伊佐田ゼミ）

　2014年、英語への関心はますます高くなってきている。世界の共通語が英語である現代、英語を使
用できることで世界とつながることが可能だ。つまり世界で活躍するためには、英語は避けては通れ
ない言語であると考える。そこで、英語を使いこなすために、私は日本の英語教育に焦点を当てた
い。日本の英語教育は、単に進級するため・進学するためのツールでしかないように思われている。
その英語教育に対する日本の根本的思考を改善するための施策を、アンケート・ヒアリングを通して
考えていきたい。

ピックの影響を考察・研究すると共に、これまでのオリンピックと2020年の東京オリンピックはどのよう
な違いがあるのかも発表します。

15



食糧廃棄　フードバンク活動を通しての解決
安井友哉（総政４年）・福田剛平

　日本の大きな問題点に食糧廃棄問題が挙げられる。この問題を解決する為に様々な活動が為されているが、今 も
注目されるべき活動が「フードバンク」である。フードバンク活動は、スーパーや卸売場でまだ食べられるのに廃棄され
る商品を調達し、無償で福祉施設などへ提供する活動である。しかし、フードバンクの認知度はまだまだ低い。また、協
力してもらう製造業や小売店では、フードバンクに協力するには多くの懸念点があるという。そのような懸念点を解決し
つつ、フードバンク活動を企業に受け入れてもらうにはどうしたらいいのかを提案する。

ヒアリング調査から見る三田市の生活保護制度運用の行政的課題

  本研究では特定の地方自治体における生活保護制度の実態調査を通じて、そこから地方自治体の抱える課題を探し
出し、１つの事例として研究していく。研究対象とする地方自治体は三田市に設定するが、地方自治体間の連携を観察
するために他の関連自治体も対象となりえる。三田市として公表しているデータ以外の資料や動向を知るために、市役
所職員、市議会議員、NPO団体などにヒアリング調査を行い、主に漏給の観点から生活保護制度の運用や課題を考え
ていき、制度運用に関する体系的な取りまとめを行う。

イ・ソンイン（総政Ｍ１）

ポスター発表（ディスカッション・タイムは11月21日[金]14:00～15:00）

Ｐ１

ケアワーカーのＱＷＬに関する先行研究について

八並 剛志（総政Ｍ２）

Ｐ３

ALAMOUDI RAYAN （総政研究科Ｍ２）

The Strengthening of Relations Between the Islamic World and Japan～The Introduction of Islamic
Finance into the Japanese Financial System～

   The world is moving inside a huge international system both politically and economically. There is no doubt that the
modern international system gives priority to the interest of the Western countries and their close allies. By focusing on the
relationship between the Islamic World, Japan and the introducing of Islamic finance into the Japanese financial system, the
researcher will try to investigate the opportunities to strengthen relations between the Islamic World and Japan, thus
increasing the chance of rapprochement between the Islamic World and the contemporary international system.

Ｐ２

Ｐ４

　現在日本は平均寿命の伸長によって男女ともに世界でトップクラスの長寿を誇り、少子化による影響も相まって人口の急激
な高齢化が進み、世界で も高齢化の進展した超高齢社会を迎えている。そして今後もその傾向は続くと予想されている。世
界に類を見ない急激な少子高齢化によって、第一に懸念されるのは社会保障費の増大や、経済活動の鈍化等の経済への影
響である。それだけではなく人口構造の変化は、地域社会や家族にも大きな影響を与える。そして何よりも深刻な影響を与え
ているのが介護である。本発表は、ソーシャルワーク研究あるいは社会福祉学の立場から、高齢者社会福祉施設で働くケア
ワーカーの主観的な職業生活に対する評価、「職業生活の質」とも訳される、クォリティー・オブ・ワーキング・ライフ（ｑｕａｌｉｔｙ
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Ｐ８

車内広告が人を読む！！　～大阪と京都の地下鉄～
清本楓加（総政３年；山田ゼミ）・井垣知子・横田愛里・長野美樹

　私たちが何気なく目にする電車の中での掲載広告は数多く存在する。それらの広告の種類は多種多様である。その
多くの種類の中に車両や路線によって掲載される広告の関連性や共通点、相違点が存在しているのかなどの疑問が
生まれた。本研究では、大阪と京都の地下鉄の各路線、各車両における広告の種類や数などを調査し比較分析を行
う。また、それぞれの地域における車内広告の種類や数の違いから、どのような意図で広告が掲載されているのかを検
討する。

角香瑶（総政３年；山根ゼミ）

高齢者コミュニティとしてのゲームセンターの可能性とその限界

松本翼（総政４年）

Ｐ６

後藤亜里沙（総政４年；李ゼミ）

日本人学生の卒業後思考～なぜ就職という道なのか～

　日本は近年、深刻な高齢化に悩まされている。そこで、高齢者がゲームセンターに多く集まるという事例に焦点をあ
て、高齢者がどのような目的や意思を持っているのかを高齢者の来店状況の観察とインタビュー調査より分析を行っ
た。その結果、若者と高齢者での来店時間の差があることが判明した。これより、若者と高齢者のライフスタイルの比較
や、ゲームセンターが高齢者のコミュニティハブとして、どのような機能を果たしているのか、またその可能性について
言及していく。

　「テーマパーク」と聞いてみなさんは何を思い浮かべるでしょうか？日本には東京ディズニーランドやUSJなどの人気
テーマパークが存在し、多くの人々がその世界観に引きこまれています。一方で、公共団体が運営するテーマパークも
数多く存在しますが、客足が伸び悩んでいるのが現状です。民間団体と公共団体のテーマパーク運営の違いや、運営
における工夫から、テーマパークがその地域の魅力を再発見する場になるための提案を行います。

　大学卒業後の学生の内94.4％の学生が就職という道を選んでいる。これは、新卒採用という世界で唯一の制度がある為で
あると考えられる。新卒採用の制度は日本の学生にとって様々な幅広い仕事に就くチャンスが与えられる。しかし、その一方
大学で様々な経験や学びをするのにも関わらず、学部や海外留学で経験した事などとはまったく無関係の仕事に就いてしま
う人も多い。また、様々な経験や学びを活かそうとしても自分の満足できる仕事に就けない人など様々な人がいる。こんな中
私は、大学卒業後の94.4％の学生が就職という道を選ぶ事が本当に正しい決断なのか疑問を持った。この研究では卒業後
に就職する学生が全体の約15％しかいないアメリカの学生にも視点を置いて、果たして大学卒業後、新卒採用制度を活かし
て仕事に就くのが合理的なのかを調査する。

Ｐ５

Ｐ７

ワ カ の主観的な職業生活に対する評価、「職業生活の質」とも訳される、クォリティ オブ ワ キング ライフ（ｑｕａｌｉｔｙ
ｏｆ　ｗｏｒｋｉｎｇ　ｌｉｆｅ; qwl）に関する先行研究検討の結果である。

公共団体のテーマパーク運営～テーマパークの魅力～
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歯科医院におけるホスピタルアート
橋本芽衣（総政３年）

　医療施設などに対する怖い、無機質であるというようなイメージを緩和し、患者さんの不安を和らげること
を目的としたアートおよび活動のことを指すホスピタルアート。これらのアートには様々な種類があり、医療
施設により適するア トの形態 展示方法 対象者 なども変化します そ で 今回は対象を医療施設の

Ｐ13

　近年、テレビや雑誌で「住みたいまちランキング」を目にする機会がある。多くの場合、市民のネット投票の結
果をもとに作成されたもので、上位のまちに住むことは市民の憧れとなっている。しかし、既存のランキングの多
くは、回答者の情報や住みたい理由が明示されていないようである。本研究では、関西学院大学神戸三田キャ
ンパスに在籍している学生を対象にアンケート調査を行い、関西の主要な12のまちについて、８項目を評価させ
る。調査結果にもとづき、関学生版の関西住みたいまちランキングを作成する。さらに、既存のランキングとの比
較を行い、まちの魅力について考察する。

　世界四大都市に挙げられるNY・ロンドン・パリ・東京。これら華麗な都市の裏側には必ず農村部から出稼ぎに
きた貧困層が住居するスラム街が存在する。国連人間居住計画によると現在の「世界のスラム居住者は約10億
人、全世界人口のほぼ６人に１人にのぼり、2030年にはその数は倍増する」と予測されており、現代社会の人口
爆発とスラムにおける関係は無関係ではない。そこで、メディアでは衛生面・治安などネガティブの面が多く取り
上げられるスラム街は実際のところどうなのか？　私が実際に行ったスラム街を例に調査していく。

歩きスマホと地域性の関連調査～気づいてる?危険な歩きスマホ～

Ｐ10

中川まゆ子（総政３年；宮川ゼミ）・松田名雄斗・田村一裕・笹本優佳

Ｐ１1

関学生が考える理想郷　in関西～そこでいいの？　あなたの住みたいまち～

華麗な都市に潜む裏の顔～スラム街の住民～

団地リノベる～団地再生のリノベーションモデルのケーススタディ～

吉本怜史（総政３年；山根ゼミ）

吉川亮（総政Ｍ２）
　戦後のベビーブームから住宅不足に陥った昭和30年代頃、団地の建築ラッシュが始まり、当時は近代的なも
のとして憧れの住宅であった。しかし、現在も存在し続ける団地郡は、老朽化・陳腐化が進み、少子高齢化の影
響も相俟って、空き部屋の割合も徐々に増え続け、団地が閑散とした風景を創り出している。そこで、私は団地
を高齢者だけが住まうハコ物ではなく、様々な世代の人々の受け皿として機能するようにリノベーション（創造
的・発展的改修）を行う。住人同士の豊かなコミュニティの場を誘発する団地モデルを提案する。

Ｐ９

西田奈々（総政３年；山田ゼミ）・藤田由美子・米田江李菜
　近年、スマートフォンの普及により、常にスマートフォンを手放せない状態、いわゆる「スマホ依存」の人が増え
続けている。私たちはその中でも、より危険を伴いやすい、歩きながらスマートフォンを触っている人、つまり「歩
きスマホ」をしている人に着目した。いくつかの地域で歩きスマホをしている人の割合を調べ、その地域の特性や
年齢層との関係、及び「歩きスマホ」に伴う危険についても考察・提案していく。

Ｐ12
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Ｐ17

古民家再生プロジェクトの実態～裸笑庵プロジェクトをもとに～
西村あきほ（総政３年；山根ゼミ）・安井桐子（総政４年）

　今日の日本は人口減少にあるが、田畑や森林が家に変わり、街中には高層マンションなどが多く建設されてい
る。その中には持ち主不在となり放置された家々や衰退地域における空きビル、空き家がたくさんある。それら
は今後、より活用されていくべきであると私たちは考える。そこで私たちは、岡山県西粟倉村で「裸笑庵プロジェ
クト」という古民家の設計から解体、施工を行う古民家再生プロジェクトに参加した。私たちの発表は、この裸笑
庵プロジェクトをもとに、古民家再生を活用した他の地域の地域再生活動と西粟倉村の活動を比較し、その違い
や問題点を明確にすることで、古民家再生のいくつかの方法やその可能性について研究したものである。

施設により適するアートの形態、展示方法、対象者、なども変化します。そこで、今回は対象を医療施設の
中から歯科医院に絞り、患者さんと医療従事者双方にとって 適なアートやデザインとはどのようなもの
なのか考えていきます。

Ｐ15

アニメから学ぶ理想の間取り
森下俊哉（総政３年；斎藤ゼミ）・柴谷菜央・米吉陽香・川嶋佐綾

　戦後の高度経済成長期以降の主な日本の家族形態は「核家族」であるが、それ以前の日本では「拡大
家族」という形が一般的であった。この家族形態の変化に伴って、住宅の間取りも大きく変化した。この変
化が家族間のコミュニケーション希薄化につながっていると私たちは考える。そこで今回の研究において、
拡大家族を象徴する「サザエさん」と核家族を象徴する「クレヨンしんちゃん」という二つのアニメの住宅の
間取りを参考に、希薄化の要因を探る。それをもとに、よりコミュニケーションが図れる間取りを提案する。

Ｐ14 　自然災害が頻繁に発生する今、いつ、どこで、何が起こるかわかりません。広大な敷地面積をもつ関西学院大
学。この関西学院大学神戸三田キャンパスを広域避難所にすることで、災害発生後の人々の生活を変えること
ができるのではないだろうか。関西学院大学神戸三田キャンパスの可能性を広げ、また予測不可能な天災への
対応としての防災拠点を目指す。

十河沙苗（総政３年）

Ｐ16

理想の生活空間とはなにか
森菜津美（総政３年）・岡本健作・田中のぞみ・藤本佳佑

　人々のライフスタイルが多様化している中でどのような空間が人を引き付け、住民にとって快適な空間となるの
か。まず良い生活空間とは一般的にどのような都市が考えられるのか、暮らしやすいまちランキングを参考に考
察した。その中で近年上位に上っている西宮北口駅周辺で街頭アンケートを実施し、理想の生活空間に必要な
要素とは何かを調査した。アンケート結果と文献をもとに、様々なバックグラウンドを持つ人々が快適な生活を送
ることができる理想の生活空間をモデルタウンとし提案する。

KSCを防災拠点に～防災から見るKSCのあり方～
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JARI～古民家改修プロジェクトでの取り組みから砂利を再考する～
石井宏樹（総政３年：山根ゼミ）・久保中修平

本当に太陽光発電だけでいいの？　～屋上が秘める可能性～
北村佳奈（総政３年；客野ゼミ）・崎山二千翔・隅田茜・田中杏奈・中川なつみ

　近年、世界では省エネや地球環境問題について注目されている。また、京都議定書で掲げられたＣＯ２排出削減目標に向
けて、わが国でも省エネを推進している。このような時代の流れから、ビルの屋上では太陽光パネルの設置や、屋上緑化が
積極的に行われている。現在、太陽光パネルは家庭で取り入れることができるという手軽さから、緑化よりも多くのビルや家
庭で設置されている。しかし、実際には、太陽光パネルを設置するより屋上緑化を設置したほうが効果があるケースも存在
するはずである。太陽光発電にも、屋上緑化にもそれぞれ利点、欠点がある。　この２つの使い分け、すなわち適材適所の
指針を明確にすることは、都市設計、建築設計を考えるうえで重要な意味をもつ。この研究では、近畿地区を対象に都心部
の屋根面の現状を定量的に分析し、周辺の温度や緑地分布情報と併せて分析し、シュミレーションなども実施することによ
り、太陽光発電と緑化のいずれが好ましいのか、あるいは適材適所の方針はどのようにあるべきなのか、そして効果的な屋
上の使い方はどのようにあるべきなのかということについてを提案する

　あなたの周りの空間に「砂利」はありますか？
　私たちは研究演習の一環で行っている古民家改修のプロジェクトにおいて、趣味室の床材に「砂利」を使用し
た可変性のある空間を実際に提案、制作している。コンクリートやアスファルト混合物をつくる骨材としてではな
く、神社の境内で砂利道を音を鳴らし歩く経験や日本庭園で見る美しい砂紋など、日本において砂利は特別な
存在であるはずだが、「砂利」は生活、そして私たちの意識から遠い存在となっている現状がある。日本における
砂利の持つ意味を再考し、現在取り組んでいるプロジェクトの提案を含め、新たな「砂利」の可能性を提案する。

武末佐恵加（総政Ｍ１）

Ｐ21

Ｐ18

平尾友里（総政３年；斉藤ゼミ）・池澤由絵・満安有未・于金兆

　本研究は、マレーシア・ペナンのジョージタウンを対象としたものである。2013年８月と2014年８月の現地調査
に基づいている。研究の目的としては、ペナンの都市構成や都市施設、居住空間の構成を明らかにすることであ
る。都市人口比で多数を占める、インド系コミュニティと中華系コミュニティに視点を置き、現地調査を基に都市施
設やコミュニティ施設などの分布を明らかにすることで、商店業種と各民族のコミュニティとの関係についても考
察する。

Ｐ20

まちづくりの工夫で犯罪を減らす～犯罪発生率が高いまちと低いまちの違いとは～

　ひったくり、痴漢、空き巣、誘拐など街で起こっている犯罪は数多くある。そして、それはいつ自分が被害に遭う
か分からない身近な犯罪なのである。つい帰りが遅くなってしまい、暗く人通りの少ない道を警戒しながら帰った
経験は誰もがあるだろう。私たちはどうすればより安全で快適に生活をすることができるのだろうか。もちろん、
一人ひとりの防犯意識を高めることは重要であるが、個人でできることには限界がある。今回の発表では、どう
すれば犯罪を減らすことができるかということについて、まちづくりの観点からアプローチする。

Ｐ19

マレーシアの海峡植民地における都市構成に関する研究

18

上野紗恵（総政M２）
　本研究の目的は、武庫川下流域における河川周辺の土地利用の変遷とその要因を、流域の視点を取り入れ
て明らかにすることである。現在、この地域の武庫川周辺は、地域によって土地利用が大きく異なっているが、そ
の経緯と要因については解明されていない。これについて、行政区域ごとの土地利用の変遷を比較するととも
に、都市計画の用途地域の調査、各自治体に対して行ったインタビュー調査、新聞記事を基に行った流域の災
害履歴調査を踏まえ考察する。これらの情報は、今後の環境共生まちづくり、防災計画の立案に有用であると考
える。

武庫川下流域の土地利用変遷に都市計画が及ぼす影響とその要因～宝塚市、西宮市、伊丹市、尼
崎市にまたがる下流域を対象として～

上の使い方はどのようにあるべきなのかということについてを提案する。

P25

P24
　近年、環境問題に対する認識の高まりから 、資源を大切にする取り組みが多く行われている。その一環とし
て、多くの自治体でごみ回収時の分別の細分化が進んでいる。本研究では、環境省のデータを用いて、自治体
のごみ回収方法（ごみ分別の細分化）の現状を明らかにするとともに、実際のリサイクル率との関連を調べるこ
とで、ごみ分別の細分化がリサイクルの推進に貢献するのかについて考察する。また、ごみの回収方法につい
て、一般市民を対象にインタビュー調査を行い、ごみの回収方法のあり方について考察する。

ジャニオタ？　アニオタ？　オタクってみんな同じ？～Twitterから見るオタク～
田中沙織（総政３年；山田ゼミ）・岡本悠里・平田祥子

　世界三大SNSのひとつであるTwitterは、情報の受信・発信に限らず、ユーザー同士の繋がりを広く持ちコミュ
ニケーションをとることを可能にする。特に、特定の分野に執心する「オタク」にとって使い勝手の良いツールであ
る。同好の者と情報などの共有を持つ傾向が強いため、Twitterを用いてオタクのコミュニティーをつくることがよ
くみられる。しかし、オタクにも多様なジャンルがあり、同士が繋がるにあたって、すべてのオタクがTwitterを同じ
ように使用しているとは限らないと考える。

Ｐ22

自治体によるごみ回収方法の違い～リサイクルとの関連に注目して～
鎌田有貴（総政３年；宮川ゼミ）・瓜谷理紗子

P23

環境教育の成果とは！？～関学生の意識と行動に迫る～
綾戸崚（総政３年；宮川ゼミ）・魚谷実樹・江口健人・佐長杏美・西尾有希子

　近年、環境問題が深刻化しており、これらの問題に対して、さまざまな解決策がとられている。環境教育はその
一つであり、環境問題についての学びを通して環境に配慮した行動を促進することが試みられている。しかし、
環境問題に対する関心や知識があっても、実際には環境に配慮した行動に結びついていないという指摘もあ
る。本研究では関学生を対象にアンケート調査を行い、今日の大学生の環境問題に対する意識・行動や今まで
に受けてきた環境教育について調べる。調査結果から、環境教育と大学生の意識・行動との関係を検証する。
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殺処分ゼロへの道～熊本市動物愛護センターの事例から～
大塚晴子（総政３年）・中山莉沙（総政４年）

　動物は、私たちの生活を様々な形で豊かにしてくれ、家族と同じようにかけがえのない存在です。昨年９月の
動物愛護管理法改正で、飼い主には 期まで飼育することを義務付けられました。しかしそれにも関わらず、年
間21万頭が捨てられ、その約8割以上が殺処分されています（2012年　環境省より）。このことから、現状や殺処
分ゼロを可能にした熊本市動物愛護センターの対策を踏まえ、私たちにできることを考えます。

　違法ダウンロード対策法が2012年10月１日に施行され、違法ダウンロードは刑事訴訟の対象になった。文化庁
の調べではこれによって違法ダウンロードを行う人は半減したとされているが、未だに続けている人が多くいる
のも事実である。法規違反を抑制するためには、社会人となる前の在学中に法規について認知する必要がある
と考え、そのためにどのような取り組みをすべきかを提案していく。

廣間千聡（総政４年）

P27

黄琬茹（総政３年；今井ゼミ）・李慧テイ・戴薪宇

Ｐ30

きょうは学校休みます。～欠席における関連因子について～

　あなたにとって「不登校」という言葉は身近な言葉ですか？　それとも馴染みのない言葉でしょうか？現在日本
の小中高学校における不登校児童生徒は約17万人も存在する。不登校になったきっかけと考えられる状況は多
種多様であり、不登校は現代の教育現場において深刻な問題の一つとなっている。そこで高校生を対象にアン

インターネットにおける違法ダウンロード行為減少のための取り組み

高田ひかり（総政４年；李ゼミ）

P26

P28

バードストライクの対策と傾向
中井拓未（総政３年）・井上大輔

P29

日本再生道としての自然エネルギー

　本発表では、航空機が発明されたおよそ100年前から発生し、その防止が航空界の重要な課題となっている
『バードストライク』について、空港で発生した事例に絞り、日本国内および国外でおこったものを取り上げます。
そして、その被害、影響、鳥衝突の起こる傾向、また被害の多い空港をいくつか挙げ、その空港に特化した対策
方法について、インターネットリサーチ、空港での実地調査を通して得られた結果から、なぜ100年前からの問題
が今日まで解決せずに続いているのかという疑問、そして私たちが提案する対策方法について発表するというも
のです。

　資源少国である日本は、エネルギー資源を長期的にエネルギーの自給率の向上を図ることがきわめて重要で
ある。自然のエネルギーの発展は日本の社会に重要だけではなく、世界中のエネルギーの発展にとってもかな
り影響を与える。まず、日本における自然エネルギーの現状、その原因と影響を明らかにする。次に、日本自然
エネルギーにかかわる問題点に対して国、政府と私たち一人ひとりどんな対策がとられるかを見ていく上で、そ
れらの対応の問題点を明らかにして、今後の課題について考えていきたい。
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菅野圭（総政３年）・佐野光洋・金村咲子・東野陽介
　終活を行う人が近年増加している。終活とは、どのような葬式を行うか、遺された家族に対して財産
等の相続・分配などを整理する活動のことである。しかし、このような活動は経済力があり、且つ、亡く
なっても遺された人がいるからこそできるものであり、家族や友人などといった社会との関わりが少な
い人や経済力が乏しい人にとっては終活を行うことは難しい。むしろ孤独死という不安があり、余生を
安心して暮すことが難しいという問題がある。このような問題に対して、終活を通じて孤独死を防ぐこ
とは出来ないかということを調査した。

Ｐ34

終活から防ぐ孤独死

種多様であり、不登校は現代の教育現場において深刻な問題の つとなっている。そこで高校生を対象にアン
ケート調査を行い、その統計結果を元に、欠席傾向に影響している要因は何であるのか考察し、実際に欠席傾
向にある生徒に対する対応について提案する。

デジタルサイネージ、出現。
樋口竜馬（総政４年）

自己肯定感を高める教育現場へ～構成的グループエンカウンターの可能性～

　情報化社会・核家族化、人と人とのふれあいが希薄化し、人間関係を上手く構築することができない子どもた
ちが増えている。いじめ・不登校に陥りやすい中学生の時期、教員が子どもに与える影響は大きい。学級運営の
中で、子どもたちが自分と相手を大切にするような関わり方学ぶ場をいかにして教員は作り出せるのか。現在注
目されている構成的グループエンカウンターという本音と本音を交えさせる手法を用いて、それが生徒にどのよ
うな影響を与える可能性があるのか分析し、教員にとって適切な学級運営やアプローチの方法を考察したい。

松田綾佳（総政４年）

Ｐ33

若者は食品を選ぶ際、どのようなキーワードに惹きつけられるのか?
木野本彩（総政３年；李ゼミ）・福田峻平・松岡美和里・堀颯希・佐川美妃・坂井成里実

　若者が食品を選ぶ際、どのようなキーワードに惹かれる傾向があるのかを検証する。私たちの身の回りには思
わず注目してしまうキーワードが数多く存在する。しかし、人によって惹かれるキーワードには違いが見られる。
そこで、性別や収入、嗜好などの違いを考慮し、どのような人に、どのようなキーワードが惹きつけられるのか調
査する。また、近年よく見られる手軽に食べられる商品や健康食品は、誰にとって魅力があるのかという疑問も
合わせて検証する。

Ｐ32

　 近、デジタルサイネージが登場し、またメディアに新たな可能性が生まれてきている。デジタルサイネージと
は、屋外のあらゆる場所で、ディスプレイなどの電子的な表示機器を使い情報発信するシステムである。そのシ
ステムは、液晶モニター、コンテンツ、ネットワークによって構成されているメディアには、受動的or能動的、そし
て屋内or屋外の四つの分野が存在する。デジタルサイネージは、屋外で受動的に人々が情報を受け取るメディ
アである。今回の研究では、デジタルサイネージの必要性とその背景、生活者はメディアを認知して行動してい
るのかを検証する。

Ｐ31

とは出来ないかということを調査した。
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自由形式　第１日（11月21日）

自由
形式

１

文字起こし戦隊ノートテイカー！～学生が支える授業の実態～

　皆さんは「ノートテイク」を知っていますか？ノートテイクとは、聴覚障がいのある学生が授業を受け
る際に、パソコンや紙を使って講義内容を文字にして、リアルタイムに伝えるボランティア活動のこと
です。今回の発表では、関学におけるノートテイクの歴史や取り組みに加え、「聞こえない体験」や、
理工学研究科の有志による新たなノートテイク方法の開発に関してお伝えします。この発表を通し、
“ノートテイクとは何か”、“私たち学生にできるサポートとは何か”ということについて一緒に考えてい
きたいと思います。

Ⅱ-105

 11:00
～16:00

小笠原彩葉（総政３年）・上間友希菜・寺田朱里・辻井優利・松尾和美（総政１年）・
池田駿一郎（総政２年）・巽加奈恵（総政４年）・安井友哉・石川智己（理工２年）・太田小百合

・松阪翔・山崎健吾・梅田真衣（理工３年）・細谷純平・奥野慎也（理工４年）・清水美帆・
横浜静夏（理工Ｍ１）・周田ありす（理工Ｍ２）

野地真未（総政３年；小西ゼミ)・片岡謙太・川合舞・岸萌美・重本麻希・鈴木琴稀・田中里奈・
冨宿里恵・仲井純・松井亮介・松本脩平・三好真生・森文香

自由
形式

２

フィリピンの貧困層の子ども達の夢を応援しよう～学生ができる国際協力活動の形～

　私たち小西ゼミは、国際協力の学生団体である「Bridge for Children, KGU」での活動を通し、フィリ
ピン共和国への支援活動を継続的に行っています。自ら現地に出向き、現地の人達との交流を通し
て、貧困の現状を理解することは、私たちが も重要と考える活動です。この夏に実施したフィール
ドワークの活動報告を通して、多くの方にフィリピンの貧困の現状についてお伝えしたいと考えてい
ます。教室内では、私達が訪れた国際NGO団体の紹介、子供たちの写真や絵、私たちが作成した
フィールドワークのムービーも上映いたします。また、私たちと座談会をするスペースもあります。国
際協力活動、発展途上国の現状やNGO団体などに興味のある皆さん、是非、私たちとお話ししませ
んか？

Ⅱ-107

10:00～
17:00

2020



Research Fair 第２日（11月22日［土］）

10:00

10:30

　現在、多くの地域に共通するように滋賀県高島市今津町も人と人の関係が希薄になっている。しかし、ヴォーリ
ズ建築が並んだ通りを中心に、この問題の解決が模索されている。ヴォーリズは、生活に浸透した隣人愛の実
践と共生という理想を建築・教育・福祉という領域を総合することにより実現しようとした人物であり、ヴォーリズ
通りで現在も幼稚園の活動や、高齢者の市民活動でその精神が受け継がれている。本発表では、クリスマス企
画の提案を通して地域における共生の実現の可能性を一緒に考えてみたい。

方言エール～言葉でグツナグふるさと～

山崎晶紀（総政４年）
　私の母校である伊丹市立伊丹高等学校では「情報」という授業を通して、商店主と高校生・大学生が協力して、
地域の活性化を目指す「商店街活性化プロジェクト」というものに取り組んでいる。このプロジェクトにおいての目
的は、イベントを通して地域の人との繋がりを構築し、語らいの場をつくる事、そして若者達の活躍の場面を設け
るというものである しかし活動を進めていくにあたり生徒の中でも授業に対する意欲に差が生じてしまうように

地域の活性化～特産品を用いて～
北川遥子（岡山龍谷高２年）・川久保彩花・久津間寧々・長谷川由佳

　岡山龍谷高校がある笠岡市に隣接する井原市は、現在過疎地域とみなされている。過疎が進行すると、生活
環境が充実せず、さらなる人口減少が懸念される。そこで私たちは今回、過疎化を食い止めるための取り組み
は何があるかというテーマを考えた。まず、イベントを通じて地域の活性化を提案する。イベントでは井原市の特
産品である葡萄、ジーンズを中心に開催していく。葡萄の生育やワインの試飲、オーダーメイドのジーンズやリメ
イクによる小物作りなど、それぞれの特産品に密着したイベントを開催することを考える。

「商店街活性化」における課題解決～高校生・商店主・大学生の連携を より明確に～

 赤嶺真（総政３年）・浅田有香・川野有紀・門禎之（総政４年）・木村温美・齋藤僚太・杉本智弘・財田優・椿原真太郎

 　東日本大震災の後、「がんばっぺ　東北」という言葉をよく耳にした。家族や住む家を失ったばかりでなく、故郷
そのものが姿を消してしまうという悲惨な状況を余儀なくされた人たちが、この言葉で生きる力を与えられたこと
を知った。無形の方言が、故郷の存在、一体感を呼び起こしたのだ。これが「方言エール」の力である。近年、
SNSの普及により、方言が使われる機会が激減している。無形文化財ともいえる方言が、消滅するのは我々に
とって多大な損失である。方言を守り、故郷に対する誇りを育てるために、『方言かるた』の普及を提案したい。

ヴォーリズの理想からみる地域社会の人と人との共生 ～滋賀県・今津町におけるクリスマス企画の提案を通して～

第２日（11月22日）口頭発表A会場（Ⅱ号館101教室）

9:00

9:30

黒川七菜恵（葺合高１年）・瀋麗華・黒崎野絵海・福本ライアン竜二
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11:00

笠岡を元気に

12:00
　市立伊丹高校では大学生や地域の人々と連携しながら、ハロウィンのイベントを企画・運営するという情報科
の授業を展開している。2014年度はイオンモール伊丹・K-maisonときめき・郷町商店街の３つが会場となってい
る。今回は、今年度初めて会場となった郷町商店街との共同的実践に焦点を当て、企画段階から当日の運営に
至るまでの過程について、関係者に対して行ったヒアリングをベースに、この共同的実践においてのポイントは
どこにあったかを探索的に分析していく。

市立伊丹高校における高校生・大学生・商店街による共同的実践の探索的分析
向井大介（京大総人４年）・勝浦由貴奈（関学文４年）・石川恵（市立伊丹高３年）

　私たちの通う岡山龍谷高等学校のある笠岡市は人口減少、高齢化の問題を抱えている。昨年度の関西学院
大学リサーチフェアにおいてもこの問題について取り上げた。お金をかけずに人口を増やすために、もともとある
設備を利用してイベントを催し、それが人口増加につながると考え、道の駅の活性化を焦点におき、人口増加の
糸口を見つけようとした。引き続き、今年度も新たな道の駅のイベントを考えると共に、範囲を広げて、白石島・
北木島・飛島などの笠岡諸島にも視野を入れながら、笠岡市の人口増加の可能性を考えた。

12:30

コミュニティバス成功の鍵～くるくるバスから探る～
笠原日奈子（御影高２年）・木村歩・木村桃花・梅宮哲平

　私たちの通う御影高校の近くには、「くるくるバス」というコミュニティバスが走っています。この「くるくるバス」は
一般のバスと違い、自治会が中心になって住民の方々がつくりあげたバスです。今年で10周年を迎えます。私た
ちはこの「くるくるバス」に興味を持ち、調べてみたところ、日本にはさまざまな地域にコミュニティバスがあること
が分かりました。しかし、うまくいかない事例も多いそうです。 そこで、私たちはコミュニティバスの成功条件を探
りました。

11:30

松田大輔（岡山龍谷高２年）・關藤文弘・原田良・鈴木理伸

るというものである。しかし活動を進めていくにあたり生徒の中でも授業に対する意欲に差が生じてしまうように
感じた。そこで、生徒・大学生両方の立場を経験した自分の視点から何ができるか、様々な人との関わりを通し
て模索した。

Local Revolution～高校生からの地域支援～

　地域改革を、地域支援を通して高校生の立場から提言する。その方策として“ふるさと納税”を取り上げる。“ふ
るさと納税”は、経済的、時間的余裕がなくても、高校生のように税金を納めていなくても「やりたい！」という気持
ちさえあれば、誰にでも参加可能で、しかも地域支援に繋がる制度である。また、寄付額によっては税金が控除
され、特産品が貰える。まだ認知度が低い制度で、問題も多いのが現状である。問題の一つである手順が煩雑
であるという難点を解決し、寄付額が増加した事例や個性的なサービスを提供している事例も紹介する。

下田理央（葺合高１年）・飯田彩恵子・奥はんな・大坪直央・堀内竣平
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　今日、世界では7.5人に一人が飢餓状態にあると言われている。そんな中、先進国である日本は大量の食料品を外
国から輸入し、その多くを廃棄している。この食料廃棄問題について、私たちは身近にあるコンビニエンスストアに焦点
をあてた。コンビニエンスストアでは年々食料の廃棄量が増え、大きな問題とされている。企業がこの問題に対して現
在どのようなアプローチを行っているのかを紹介しながら、この問題を解決するために企業がどのような対策を行い、
企業の社会的責任を果たすべきか考えていくとともに、実際にコンビニエンスストアがどのような販売方法で廃棄量を
減らしていけるか、私たちは大学生を対象にアンケートを実施し、そこから得られたデータを元に分析・提案していく。

9:00

10:30

コモンズカフェ革命

10:00

カフェにおける利用者の店舗選択要因

第２日（11月22日）口頭発表B会場（Ⅱ号館102教室）

9:30

コンビニの値引き戦略
松井琢実（総政３年；古川ゼミ）・若本淳・岡本紗栄・楊婷婷・永渕愛子

　今回のリサーチフェアにおいて、アカデミックコモンズの設立に伴い開店したコモンズカフェを活性化させ
るための提案をしたいと私たちは考えている。その背景として、アカデミックコモンズの利用者は比較的安
定しているのに対し、コモンズカフェの利用者が芳しくないことが挙げられる。そこで、三田キャンパスに在
籍している学生を対象にアンケート調査を実施し、そのアンケート結果をもとにコモンズカフェを活性化させ
るための解決案を提案する

電子決済の普及要因～なぜ、デビット決済は普及しないのか！～

戸田恭平（総政３年；古川ゼミ）・福本雅志・松山香実・高尾真帆・堀川真梨子

　現在、電子決済手段として、クレジット決済、電子マネー決済、デビット決済の３種類が主流となっている。日本
国内では、長年クレジット決済が も高い普及率を誇っており、電子マネー決済も近年その利用を延ばしている
一方、デビット決済の普及率は伸び悩んでいる。欧米においては、デビット決済の普及率が上昇傾向にあり、特
にイギリスでは、デビット決済の普及がクレジット決済よりも進んでいる。なぜ日本ではデビット決済が普及しない
のだろうか。本研究では、日本でデビット決済が普及しない要因を検討し、今後普及する為にはどうするべきなの
かを考察する。

北口愛（総政３年；亀田ゼミ）・井上美沙紀・田中美穂

　私たちは駅周辺やショッピング街など様々な場所でカフェの店舗を見かける。スターバックスといったよう
なチェーン店をはじめ、個人経営の非日常感が溢れた独特のカフェなど、様々な店舗が存在する。また、街
に出るとカフェがすぐ近くに並んでいたりするのを目にするが、店舗によって利用者の混み具合は様々であ
る。このことに私たちは、利用者がその店舗を選ぶことに何か基準や理由があるのではないかと考えた。そ
こで、アンケートを行い分析し、より顧客のニーズに合った新規提案をし、さらなる利用者の増加を促す方
法を提唱する。

田中有希（総政３年；古川ゼミ）・大中貴人・奥野彩織・吉岡優太・洪世林
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田頭美貴（岡山龍谷高２年）・岡芙美奈・小寺黎

12:30

　本テーマは、茶道の門下生における男女比の変化について考察するものである。現在、茶道の門下生は圧倒的に
女性が多い。しかし、江戸中期以前、茶道は男性のたしなみとして広く知られていた。男性主体であった茶道がなぜ現
在では女性のたしなみとしてイメージが定着したのかに焦点を置き、特に革新があった明治時代の文化の変化や政府
の方針の変遷などから考察していきたい。

11:30

12:00

待機児童～認可外保育所の活用～

　普段私たち学生が通学するときによく利用されている電車。しかし、その電車の中では学生がスマホで電話をしてい
たり、お年寄りが近くに来ても知らん顔で座っていたり、思わずイラッとしてしまう瞬間はありませんか。そこでなぜその
ようなことが起きるのかを調査・分析しました。女子大生がなぜ電車内で化粧を平気でしているのか、大学生が大人に
なりきれていないのではないかなど、いろんな視点から学生における電車内のマナーについて発表します！

11:00
　様々な対策が為されている待機児童問題であるが、なかなか解決の目途が立たない。自分が親になった時、子供を
預けられないと思うように働くことは難しい。すると生活が厳しくなることが予想され、私達は大変不安感を覚えた。そこ
で待機児童の原因を調べ、その解決策を考えた。現在、待機児童削減に向け政府や自治体は保育所を増やす取り組
みをしているが、時間とコストがかかる。そこで私達は、認可外保育所の教育内容を認可保育所より充実させることで
利用者数を増加させ、待機児童を減少させることを提案する。

茶道の女性人口が増えたのは何故か？
八重垣有夏里（法４年；高島ゼミ）・兼田恭江・城野公輔・田中晴菜・山口鮎美・山田智基・吉川瑞桜

生活習慣病に対しての予防提案

るための解決案を提案する。

大野七音（岡山龍谷高２年）・大橋雛乃・三阪萌々・安田真子

電車と学生～なぜ電車内で化粧するの？～
奥村真理子（総政４年）

　生活習慣病は日々の積み重ねから起こる病気だということを知っていましたか。日々の食生活のバラン
ス、家族構成による負担によって生活習慣病になってしまうことがあります。日本人は現在、食の洋風化に
伴う肉類・油脂類の消費は増加傾向にありますが、野菜の消費は減少傾向にあります。そこで私たちは食
生活、特に野菜に注目し考えました。子供のころから野菜を食べる習慣を増やすことでの生活習慣病の予
防法に繋がるのではないでしょうか。また、近年の核家族化と共働きの増加により、過労・食生活の乱れが
出てきます。それを改善するために、男性の仕事時間の制限を提案します。
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田附康司（法４年 高島ゼミ） 高岡智輝 松本真吾 渡辺恵依
関東大震災での流言飛語による朝鮮人虐殺

松元雄大（総政３年；大村ゼミ）・馬場さおり・密谷ゆうみ・鈴鹿純子・木村智加・辻井優利・高橋至

10:00

インターネット選挙運動を盛り上げるためには
竹内智志（法３年；善教ゼミ）・村上馨一郎・森田和矢

メディアへのアクセス頻度と投票選択の関連性

　本研究のテーマは、メディア利用が投票行動に与える影響である。リサーチクエスチョンは「なぜメディア利用
は投票選択に影響を与えるのか」である。近年、従来の主流なメディアであった新聞・ラジオ・テレビに加えて、イ
ンターネットが多く利用されるようになってきている。このようなメディアの利用が有権者の投票選択にどのような
影響を与え、またなぜそのような影響を与えるのかを考察する。その際、先行研究に基づく事例分析とデータ分
析の双方を行い、得られた結果を発表する。

　2013年にネット選挙運動が解禁され、同年の参議院議員選挙で実施された。世間一般では若年層有権
者の政治参加が期待でき、情報収集が容易になったので投票率が向上すると言われ、ネット選挙運動が
解禁されたが、実際には投票率は前回より下回り、前回の選挙と比較して何がどのように変わったかわか
らない。それゆえにネット選挙運動が解禁されたことで何が変わり、あるいは変わらなかったのか、それは
なぜなのかを実証的に明らかにする。

10:30

選挙動員とジェンダーギャップ
高村沙樹（法３年；善教ゼミ）・神田貴文・杉山俊規・森本晶子

　日本社会は男女平等を目指し、これまで様々な法整備などを行ってきた。しかし、社会の様々な場面には依然
として男女間の違いが存在する。そしてこの差は、政治参加についても依然として存在するのではないだろうか。
本研究では、日本の政治参加や投票参加研究ではそれほど分析されてこなかった、政治行動におけるジェン
ダーギャップを実証的に明らかにする。具体的には、政治参加に男女差は存在するのか、どのような形態に差が
存在するのか、男女差をもたらす要因は何か、といった疑問に答えることを目的とする。

第２日（11月22日）口頭発表C会場（Ⅱ号館111教室）

9:00

9:30

選挙人名簿への登録制度が投票参加に与える影響
霧嶋舞（法３年；善教ゼミ）・田島花奈子（人間福祉３年）・福田真奈美（法３年）

　本研究の目的は、若年層の投票率が低い原因を明らかにすることである。具体的には、選挙人名簿への登録
が住民票によって行われるという日本の選挙制度に注目し、それが投票参加に与える影響を分析する。分析の
結果、1）居住地に選挙権をもたない大学生の方が、自宅生よりも投票に消極的である、2）投票を棄権する理由
として住民票を移していないから、と回答する学生が多いことが明らかになった。この結果は、若年層の投票行
動を説明する際、政治意識の低さだけではなく、制度的要因も重要であることを示唆するものである。
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田附康司（法４年；高島ゼミ）・高岡智輝・松本真吾・渡辺恵依

巻下香子（総政３年）・山下莉歩・原江里奈・清水美徳
　集団的自衛権は、国連憲章第51条により加盟国に認められた権利であるが、日本は、憲法第9条によっ
て行使は許されないという立場をとってきた。しかし2014年7月、この憲法解釈を変更し、集団的自衛権の
行使を認める閣議決定がなされた。国内では憲法解釈の論点が重視されているが、それに加えて国際社
会の一員としての日本は、この権利が海外でどのように理解され行使されてきたのか把握することが不可
欠である。歴史的背景や行使の具体的事例について、国際法上の課題を検討し、国際社会における集団
的自衛権の意義を再確認する。

11:00

12:30

12:00

国際社会からみる集団的自衛権

11:30

どんどん熱くなるイスラム教～私たちの神戸でできること～

　神戸で も人気のある観光地、北野。観光客だけでなく、実際に住んでいる外国の方も多く、様々な国の文化
が混じりあった地域でもあります。いろいろな国の寺院や教会が密集する中で、イスラム教寺院のムスリムモス
クが日本 古のモスクであることを知りました。私たちの近くに日本 古のモスクがあるにも関わらず、イスラム
教について知らないことばかりでしたが、研究を進めるにつれて多文化共生の大切さを実感するようになりまし
た。私たちは神戸に住むイスラム教徒と、神戸に旅行に来るイスラム教徒の両方に着目し、だれにでも優しい神
戸を目指して、必要なことを考えます。

野口瑞生（御影高２年）・野間涼香・古川恵理佳・デワン美羅

　2011年の東日本大震災における多数の流言で、社会に混乱をもたらしたのは記憶に新しい。しかし、今から91
年前、1923年９月１日に発生した関東大震災では、朝鮮人に関する事実無根の流言（暴徒化、放火、井戸への
毒の投入等）が流布し、それにより日本で民衆は自警団を組み、警察、軍とともに6000名以上の在日韓国、朝鮮
人に対する大虐殺が行われた。この発表では、なぜ関東大震災で朝鮮人にまつわる流言が出回ったのか、その
発生源とともに当時の朝鮮人に対する時代及び社会背景、人々の意識について取り扱う。

国内で働きたいんやっ！～ネパールの挑戦～
吉野久幸（総政３年；西野ゼミ）・切原俊・森侑子・浪川真祐子

　私たち大学生にとって、就職活動は大きな悩みの種である。激しい競争の中で、希望の仕事に就けないことも多い。
しかし、それは日本の学生に限られた話ではない。南アジアの開発途上国ネパールもその一つだ。大学進学率の低い
ネパールにおいて、大学生はいわば国のエリートである。しかし、そのような彼らでさえ、産業が未熟なため国内で就
職することが難しい現状がある。今回の発表では、ネパールの産業構造及び政策を分析し、問題解決に必要な枠組
みを提言する。
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妹尾圭悟（総政 ）

10:30

日本における環境税の有効性
広瀬雄一（総政Ｍ２）

　現在、地球温暖化は進行の一途を辿っている。地球温暖化に対して有効だと考えられる政策措置は環境税で
ある。環境税とは一般に石油や石炭などのエネルギーに対して課税を行うことで、需要量を減少させるものであ
る。しかし、環境税導入反対の立場である日本経済団体連合会は環境税に効果がないとしている。環境税に効
果があるのかどうかについての指標に価格弾力性がある。価格弾力性とは、財の価格が１％変化した時のその
財の需要の変化率である。環境税に効果がないとは価格弾力性がゼロであり、この当否を明らかにする。

被災地における木造仮設住宅の可能性

9:30

タブレットを活用したポイント制の導入によるビジネスモデルの構築
王碩（総政M１）

　タブレットは新たなデジタルとして、2012年頃から猛発展している。スマートフォンの応用はもう既に人々の日常
生活の中では無くてはならないものである。スマートフォンの発展により、これから、タブレットの発展に注目が集
まってくるだろう。これからの10年間、タブレットの発展は、PCの発展のように生活の中では無くてはならないもの
になるに違いない。それに従って、タブレット市場が沢山のビジネスチャンスが増えていくことが期待される。特
に、教育分野では、多数の学生によるタブレットの使用や、アプリの使用率が高まると見通されている。アプリの
開発対象として、学生に向けるアプリがこれから必要である。

10:00

マンションにおけるコミュニティ形成～コミュニティサポートビジネスの現状～
笹倉麻衣（総政M1）

第２日（11月22日）口頭発表E会場（Ⅱ号館204教室）

9:00

大部制を中心とする中国行政改革
郭威（総政M２）

　20世紀の70年代末から、世界中に先進国及び発展途上国も巻き込んだ新公共管理改革を背景に、中国での
改革開放も行われてきた。しかし、６回の大規模な行政改革が実施され、社会経済が発展したにもかかわらず、
政府職能は完全には改善せず、政府効率の低下等の問題も存在している。2008年に中国共産党は行政管理体
制改革に対して、中央と地方政府の関係を規範し、政府機構の合併のような大部制改革を実行した。なぜ、大部
制を実行するのか、その目的、政策制定などの方面から、大部制改革を中心とする政府機構の改革を目指して
改革の影響を研究する。

　「マンションではコミュニティが希薄である」とよく言われるが、特に分譲マンションにおいてコミュニティの形成を
促すビジネスが誕生している。本発表では、分譲マンションにおいて今までどのようなコミュニティ形成に対する
取り組みがなされてきたのか、そして今マンションにおけるコミュニティ形成はどのように行われているかを明ら
かにする。
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妹尾圭悟（総政M1）

12:30

11:30

12:00

11:00

財政問題に対する認識と長期金利
野川凌（総政3年；亀田ゼミ）・土井梨菜子

　日本の財政は悪いにも関わらず、日本財政の半分を国債で賄えているのは、国民が日本を信用できているか
らではないか。実際、日本財政状況は 悪であり深刻な問題になっているにもかかわらず、日本の長期国債は
低位で安定しているのが現状である。これは財政状況と矛盾している。つまり、金融市場は財政状況の影響を受
けてない。そこで、国民の財政に対する意識と関心がどれほど長期金利と相関をしているのかを調べ、国民の財
政に対する意識や関心が財政健全化に必要なものなのかを図る。

　今後起こり得る大震災に備えて、起こった際に木造仮設住宅が多用されるための社会環境を整備する提案
を、この研究の 終目的とする。応急仮設住宅をプレハブではなく木造にすることで生まれる利点は多い。しか
し、これまで木造の仮設住宅はあまり多用されてこなかった。その一つの理由として、木造仮設住宅には応急仮
設住宅に求められる建設の迅速性が欠如している点にある。その点を改善するだけでも、今後、応急仮設に木
造が多用される可能性は広がる。今回の発表ではまず、これらを取り巻く現状の調査発表から今後への展開を
示す。

『廃校か否か』 ～125周年の節目に立ち、関学紛争について再考する～
藤本麻瑚（文/MDS法４年；高島ゼミ）・昌山道宣（法４年）・北場逸人

　その昔、我々が今日当たり前のように講義を受講しているまさにその場所で、機動隊をも導入するほどの激し
い紛争が繰り広げられ、廃校の危機に面したことがあった。今から約46年前の1968年の出来事である。紛争先
導者は我々と同じ関学生であった。彼らは大学の運営そのものに疑問を持ち、改革を自ら推し進めようとした。な
ぜ彼らは紛争を引き起こしたのか、実力行使を用いてでも達成させたかった改革とは、抱いていた問題意識とは
何なのか。125周年の節目を迎え新たな門出に立っている今、かつての学生達が関学に抱いていた思いを明ら
かにし、現在の学生達に関学の未来について問いかける。

　ご存知ですか？映画、小説、ともに大ヒットした『永遠の０を』。私たちのグループは、「特攻がなぜ続けられたの
か？」をテーマに発表します。特攻とは、第二次大戦中に日本軍が、敵の艦隊に体当たり攻撃をした作戦です。
発表の内容として、まず、特攻という作戦がなぜ行われたかについて冒頭で述べていきます。そして、 後に、私
たちのメインテーマである、特攻という作戦がなぜ続けられたのかについて述べていきます。その際は先行研究
を踏まえながら、結論として私たちの意見を発表します。

なぜ、特攻は続けられたのか？
佐々木勇輔（法４年；高島ゼミ）・石橋美沙・松栄舞香・福田茉央
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チューター名

ゼミ

所属

職種

■■■
2000年卒二宮ゼミ

毎日放送

■■■
２００５年卒鎌田ゼミ

毎日新聞社
記者

■■■
2000年卒片寄ゼミ

アビームシステムズ（株）

システムエンジニア

　　あまりキャンパスに来ず、大学の友達も少なくて、意識高い系を尻目に葛藤していました。１年の米
国留学後、鎌田ゼミ入りを転機として、哲学に人生を重ねて入れ込みました。入社後は横浜支局５年、
東京社会部３年、現在、大阪社会部２年目。事件・事故と災害・防災が私のフィールドです。社会部は頻
繁に現場に出る部署で、東日本大震災や殺人事件、死亡事故などで多くのご遺族に取材してきまし
た。「もっとこうすればよかった」と思うことばかりです。今は大阪府警で暴力団や薬物犯罪を担当してい
ます。体も心もしんどいですが、創造的で社会の反響も大きい、やりがいのある仕事です。新聞記者の
仕事の他、マスコミ業界の内情や就活一般についてもある程度お話できると思います。

【キーワード】①報道　②新聞

マスコミ
のお仕
事

1

総合政策学部同窓会企画アポなしOBOG訪問

13:30～15:30　（各ブース参加自由形式）

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OBOG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、OB・OG企画での座談会を行います。卒業後、OBOG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、OBOG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下さい。　　　　　　　　関西学院大学総合政策学部同窓会

プロフィール・内容

キーワード

　大学時代は、イルカの保護活動、ドルフィンセラピーを学びたくてハワイへ。ストリートチルドレン、スラ
ムの実態が知りたくてフィリピンへ。サッカーサークル「フェルナンド」を立ち上げ代表。母校・関西学院
中学部サッカー部のコーチを４年間務めました。毎日放送に入社、東京支社でラジオ営業を３年。報道
記者を９年。現在はテレビ営業を担当しています。

アカデミックコモンズにて開催！各ブース会場は当日詳細掲示します

ブース名

　学生時代は、片寄ゼミでまちづくりを研究し、交流会のスタッフやＳＡ（今のSCS）、学生新聞
づくりなど充実した学生生活を送るも、就職活動の結果、なぜかまったくの門外漢だったシス
テムエンジニアという職業につき、「企業の基幹システムの構築」などというそれまで聞いたこ
ともない分野の仕事に携わることになる。６年間の東京生活の後、今の名古屋の会社に転
職。学生時代には想像もつかなかった自分の姿に戸惑ったり、意外と勤められている自分に
驚いたり そんな経験から皆さんにアドバイスできればと思っています
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■■■
2005年卒鎌田ゼミ

コベルコシステム㈱
システムエンジニア

■■■
2010年卒長峯ゼミ
システムエンジニア

■■■
2001年卒片寄ゼミ

日本アイ・ビー・エム㈱

システムエンジニア

■■■
1999年中退
うたおか建築

自営業

2

3

総政的
建築

デザイ
ン

【キーワード】 建築業/設計士/自営業

　大学時代は大学祭実行委員会に所属し、企画局でお笑いライブや模擬店チャンピオンなど
を企画していました。現在、社会人５年目。プロジェクトマネージャとして案件を担当するよう
になりました。お客様にシステムの提案を行うこともあり、企画局の仕事と少し似たようなこと
もしています。

【キーワード】①SE　②文系　③中堅社員

　淡路島で大工として修行し、大学時代過ごした三田に戻り、独立しました。自分で設計した
建物を施工する仕事をしています。設計をしている時期と、現場に出ている時期と、カラーの
全く異なる仕事内容が長いスパンで訪れるのが魅力です。大学は中退しましたが、「美しい景
観は人を幸せにする」という信念は、学生時代の体験によるものです。

SEの仕
事

驚いたり。そんな経験から皆さんにアドバイスできればと思っています。

【キーワード】　①「企業向けシステムを作る」という仕事　②エンジニア？コンサルタント？

　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
相談から学生生活の相談まで、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
10年目）。

【キーワード】　①ＩＴ業界、②ＳＥ、③プロジェクトマネージメント

　学生時代は、片寄ゼミでほんまちラボの立ち上げに携わり、その後も三田のまちづくりに学
生としてどう関われるかを模索しながら大学院までの６年間を過ごしました。
　就職活動では、シンクタンクとシステムエンジニアを中心に企業研究を進め、その中でお客
様の抱える課題に対して、システムという具体的な解決策を提供できるシステムエンジニア職
に魅力を感じ、現在の会社に入社しました。入社後、「お客様の傍で一緒になって問題解決を
進めていくような仕事がしたい（的なこと）」と訴えたところ、現在もお世話になっているお客様
のアカウントSEとして配属され、その後は10年間システム構築（SI）やその提案支援を行い、
ここ２年間はシステム管理を担当しています。超若手の頃からリーダーやプロジェクトマネー
ジャの役割を担うことが多く、1x年ぶりの受験勉強の末、昨年PMP（Project Management
Professional）という国際資格を取得しました。

【キーワード】　①システムエンジニア　②大学院進学　③仕事と家庭と趣味の両立
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■■■
2002年卒Greeneゼミ

庭師　松下

■■■
2012年卒加藤ゼミ
2014年修士修了

（株）翔設計

■■■
2001年卒鈴木（基）ゼミ

国際協力機構（JICA）

事務

■■■
2004年卒細見ゼミ

アイ・シー・ネット（株）
開発コンサルタント

■■■
2003年退学久野ゼミ

滋賀県立大学
教員

【キーワード】 「国際協力」　「プロジェクトマネジメント」「開発コンサルタント」「国際協力業界で働くため
に準備しておくこと」「海外で働く」「海外ビジネス」　「社会貢献」

　３回生終了後に関学を退学し、早稲田大学大学院修士課程に進学。博士課程で総政（福田研究室）
に戻り、2007年３月に修了。専門は環境/エネルギー政策・経済学。日本学術振興会特別研究員、国立
環境研究所ポスドクを経て、現職。大学院進学、研究者、大学教員への道についてお話できればと思
います。また、皆さんにとって も身近な存在である大学教員の実態を暴露（？）します

【キ ド】 ① 究者 ②大学教員 ③大学院進学

総政的
建築

デザイ
ン

３

（
続
き

）

　　卒業後、１年間のフリーター。庭師になることを決心して、造園会社に勤務。もっと庭園の勉強をする
必要性を感じて、イギリスに２年間の庭師修業。帰国後造園会社を経て、２０１０年に独立。既婚、子供
３人。ただ今社員は２名。

【キーワード】　リクナビを使わない就職活動のススメ

　大学時代は多数サークルに所属、DeepStream（軽音）、都市研究会、Eco-habitat、建築サークル（今
は無いですが・・・）その他所属。１年休学をし海外留学も経験した。震災後から大学院にかけて気仙沼
大島でのプロジェクトや、篠山での古民家再生活動、都市計画学会の若手研究会メンバーとして活動
に参加させていただいた。現在は組織設計事務所に所属しており、建築設計部に所属している。

【キーワード】　都市計画・建築設計・課外活動・まちづくり・留学

4
国際機関
のお仕事

　卒業後、総政大学院を経て2003年にJICAに就職。本部、ザンビア事務所（3年間）、JICA関西を経て
現在は再び東京の本部に戻りアフリカ部に勤務しています。 三田での学生生活は楽しかったです。

【キーワード】 政府開発援助（ODA）、自然環境保全、保健、アフリカでの日本の援助、ODAと民間連携
（NGO、企業）

　「総政で国際協力を勉強した。」「海外ボランティアに参加した。」　「国際機関はハードル高いなぁ、で
もNGOは生活が大変かなぁ。」「今の自分と現場で求められるものに大きなギャップが・・・どう埋めてい
けばいいのか分からない」
　国際協力に関心のある方はみなさん、キャリアの積み方に悩みます。ぜひ気軽に相談に来てくださ
い。国際協力は国連やNGOだけではありません。発展途上国の課題に取り組む開発コンサルタントと
いうおもしろい仕事を知ってみてください。私は総政を卒業してから、UNHCRでインターン、小学校、
NGO、企業経験を経て開発コンサルタントになりました。発展途上国に貢献したい、その想いにふたを
するのではなく、突破口を考えながら、一緒に"Think Globally, Act Locally "を実践しましょう！
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■■■
2007年卒今井ゼミ

■■■
2011年卒Greeneゼミ
小浜温泉エネルギー／

京都大学大学院博士
後期課程
事務局

■■■
2013年卒西本ゼミ
ヤフー株式会社

企画

5

大学院卒
から研究
員・教員

へ

　大学時代はGreeneゼミとHaysゼミ、NPOアイセックに所属していました。卒業してからは、経済学研究
科の修士課程に進学して、現在は京都大学の大学院生に至る。また、２年前から長崎県小浜温泉で地
元住民の人たちと温泉熱を使った再生可能エネルギーとまちづくりに取り組んでいる。京都大学でも再
生可能エネルギーを活かした際の地域経済波及効果について研究している。研究と実践の両面を通し
て、日本の地方再生を目指す。

　【キーワード】　①大学院②環境③まちづくり④再生可能エネルギー⑤地方創生⑥起業⑦研究

【キーワード】　①研究者、②大学教員、③大学院進学

　総政での学生時代は今井先生のゼミに属し、ヒグマを追っていました。知床まで行きましたが、残念な
がらヒグマに出会うことはできませんでした。（だからというわけではありませんが）それと同時に、理論
言語学（及び言語政策）に興味を持ち、大学院に進むことを決めました。卒業後は大阪大学の修士課
程に進み、その後フルブライト奨学生として、マサチューセッツ工科大学（米国）の言語・哲学科博士課
程に留学しました。博士号を取得後、幸いなことに総政で教える機会をいただきました。主な研究活動
として、中米のグアテマラでフィールドワークを行い、そこで話されているマヤ諸語を研究してきました。
マヤ諸語の多くは消滅危機言語であると言われています。また 近では、喜界島（奄美群島）で話され
ている喜界語（または喜界方言）の研究も行っています。この喜界語も消滅危機言語の一つとされてい
ます。

＜＜現在＞＞　Yahoo! JAPANにてインターネット広告の企画およびビジネス企画を担当。入社２年目
の現在、社長と共に新規海外事業立ち上げを手掛ける。
＜＜学生時代＞＞　アフリカ・ケニアでの生活を通して、生死の狭間を経験し、途上国の開発問題に興
味を持つ。ニューヨーク国際連合本部にて研修を受け、その後国際経済・開発ゼミに入り、開発問題に
ついて研究。就活中、面白そうな業界として着目していたIT業界を詮索中、目に止まったヤフーの選考
に進み、入社する。

【キーワード】　華やかそうだけど、実際はどうなってるの？　〜業界No1 Yahoo! JAPANの裏の顔〜　イ
ンターネット検索エンジンで有名なYahooJAPANですが、その内部はあまり明らかにはされていません。
名前は知ってるけど、具体的にどんな仕事があるの？or しているの？　社内の雰囲気はどんな感じな
の？　若い人の多いイメージがあるけど、実際はどんな人が働いてるの？　そもそもなぜ入社を決意し
たの？　仕事は実際に楽しいの？楽しいとしたら、どんなときにそう感じるの？　どんな企画をして、どん
な人と接することが多いの？　好きなときに出社して、帰れると聞いたけど本当なの？　1日のスケ
ジュールは？　など様々な疑問にお答えすると共に、ざっくばらんにお話しながら、他では聞けないここ
だけの話ができたらいいなと思っています。ぜひお気軽におこしください。

6

大学院
卒から
民間企
業へ

【キーワード】　　①大学院②環境③まちづくり④再生可能エネルギー⑤地方創生⑥起業⑦研究
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■■■
2009年卒今泉ゼミ
兵庫県内私学高校

教職
■■■

2013年卒Sawyerゼミ
尼崎市教員

教諭
■■■

2011年卒久野ゼミ
公立中学校（教員）

教員

■■■
2000年卒中條ゼミ
大阪府　私立学校

教員

■■■
2004年卒Greeneゼミ
アサツー ディ・ケイ

営業

■■■
2004年卒古川ゼミ

　大学時代はGreeneゼミで毎週１kg分の洋書のプレゼンをさせられ、念願の二重まぶたを手に入れまし
た。その後、SCS主催学内イベントの広報も担当し、熱いヤツらをコミュニケーションの視点から側方支
援する立ち位置にしっくりくるものを感じて広告代理店に入社。「ココロも満タンに、コスモ石油」みたい
な、一行でココロを動かす広告マンになりたい！と思いつつ未だ夢の途上。ではあるものの、自主提案
にて「関学」ブランドを全国区でも 強にするために、関学教授が月替わりに出演するラジオ番組＆ポッ
ドキャストを４年半放送したり、テレビの関学１時間特番を作ったり、新聞社×関学のフォーラムを開催
したり。また直近は毎晩飲むビールブランドのプロモーションを担当したりと、大好きなブランドの仕事を
する、という夢は達成。

【キーワード】①テレビ新聞はもちろん、Facebook/LINE/ニコニコ超会議も全て「売り物」になる広告の
仕事　②「好き」にさせた者勝ち、マスコミュニケーションの楽しさ　③広告代理店に暮らす（夜が遅いの
で）主な種族の紹介　④テレビのザッピングも街ブラも合コンも仕事に活きる⇒日常の肯定感

　学生時代はSCSやクラブジョーディー（サークル）でほぼ朝から晩まで何かを企画/実行する日々を送
り、古川教授の御慈悲で卒業できました。新卒で入社したリクルートスタッフィングで３年間、悶々とした
日々を過ごし、その後１年間放浪、１年半Web制作会社で修行し、インターネットサービスの会社を立ち
上げました。

7

人をは
ぐくむ仕
事（教
育）

　現在、大阪府の私立学校で数学科の教員をしています。就職活動を終えてから教師になろうと決心し
たのですが、総合政策学部からどのようにして数学の教員になったのか、また私立学校とはどういった
ものなのか、学校の教員の現状はどうなのか等、実際の学校現場で働きながら感じていることを色々
話せたらと思います。現在教師になろうと頑張っている人や、教師になろうか迷っている人などに少しで
も私の経験が参考になればと思います。

【キーワード】　教育

8

広告業
界での
キャリア

パス

【キーワード】　①公立中学校　②特別支援教育　③英語教育

【キーワード】①教員　②教採勉強　③２年目

　大学時代は、久野ゼミで環境教育を主に研究していました。現在はずっと夢であった教員になって４
年目。正直、楽しいことばかりではありませんが、やりがいに溢れて充実した日々です。大学時代に経
験した多くのことを子どもたちに伝えられるよう頑張っています。

　大学時代は主に国際文化と英語学を中心に勉強していました。在学中にカナダに留学したり、今泉ゼ
ミのアメリカ研修に参加したことは人生観が変わる貴重な体験で、仕事にも役立っています。現在、教
師６年目で高校２年生に英語を教えています。

【キーワード】　教育、英語（語学）、教職

　大学時代は、マーク・D・ソーヤーゼミで英語教育や、在日外国人児童に対するサポートについて研究
していました。テニスサークルK.G.WinGに所属していました。サークルで副代表をする傍ら、教員採用試
験に向けても少しづつ勉強していました。現在社会人２年目。配属地は尼崎市です。
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移動中東海林株式会社

代表取締役

■■■
2003年卒古川ゼミ

リレーションズ株式会社

代表取締役

■■■
2000年卒渡部ゼミ

NPO法人WELnetさんだ

代表理事

■■■
2000年卒中條ゼミ

コンフォートヒルズ六甲

言語聴覚士

■■■
2000年卒周ゼミ
アイ＆ピース㈱

看護師

■■■
1999年卒渡部ゼミ

上げました。
　今年の春に初期の事業を売却し、今は第二創業期のベンチャーです。今の仕事は、大学時代のサー
クル活動の時にやっていることと殆ど変わらず（コンセプト的にも、仕事のスタイルも）、強いて言えば自
己破産というパンチの効いたルールの中でやっている点が異なるかと思います。

【キーワード】　大事な事はみんなエコファームから教わった

　2003年に総合政策学部卒業後、コンサルティング会社に就職。入社２年目でトップセールスとなる。そ
の後、新規事業立ち上げに携わった後、2009年に独立し、リレーションズ株式会社を創業。「b++（ビー
プラス）/ マイナスがプラスになる瞬間を創り続ける」をビジョンに購買コンサルティング事業Less is plus
や自由に自転車の貸出・返却ができるCOGOO（コグー）、賃料無料のクリエイターズシェアハウス
TOLABLなどユニークな事業を立ち上げている。

【キーワード】①スタートアップ　②インキュベーション　③イノベーション　④ビジネス開発　⑤社会問題解決

対人援
助職そ
の命を
支えま
す！

10

　総合政策学部在学中からボランティア活動に参加し、総合政策研究科博士後期課程進学と同時にＮ
ＰＯ法人ＷＥＬｎｅｔさんだを設立。WorkとEducationとLifeのnetworkを目指し、生涯を通じて安心して暮ら
せる地域の実現を目指している。現在、約８０名のスタッフで活動中。

【キーワード】　福祉・医療　

　大学では中條ゼミで情報システムについて学んだ他、都市政策、福祉の現場などいろんな環境に飛
び込んだ４年間でした。そこでの出会いが今の仕事を知るきっかけにもなり、手に職をつけて人と深く向
き合える仕事に就きたいと思うようになりました。言語聴覚士として12年になります。話す、聞く、表現す
る、食べるといった誰もがごく自然にできることが病気や事故、生まれつきの障害で不自由になってい
る方に社会復帰、又は自分らしいが生活できるようにアプローチしていく仕事です。あまり世間に知られ
ていない専門職ですので、どんな仕事をしているのかお話出来ればと思います。現在、２児の母ですが
これからも臨床にこだわっていきたいです。

【キーワード】：　 ①専門職　②リハビリ分野　③子育て頑張ってます

大学時代はバスケットボールサークル（ケイジャーズ）に所属しながらバイトにも勤しみ、休みの度に海
外旅行へ行く日々でした。卒業後に就職した会社では営業事務をしていましたが、社会貢献のできる仕
事に就こうと３年目で退職し、看護師資格を取得しました。総合病院で６年間勤務した後、在宅看護に
興味をもち、現在は認知症に特化したデイサービスで働いています。看護師は９年目になります。

【キーワード】：①転職　②専門職　③やりがい

大学時代は渡部ゼミで高齢者福祉を学びました。それがきっかけで、社会人２年目の時に社会福祉士
の資格を取る勉強を始め、高齢者施設の介護職に転職。その後、地域の高齢者への相談業務を11年
していましたが、思うところがあり、今年現在の職場に転職しました。金沢市役所

事務（社会福祉） 【キーワード】①福祉（高齢者福祉、地域福祉等）　②転職　③資格取得　④卒業後15年

起業
家！

（ベン
チャー
を興
す）

9
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■■■

2002年修士修了福田ゼミ

関西学院大学　

大学経営戦略研究科

（科目履修生）

■■■
2013年卒Sawyerゼミ

営業

■■■
　2004年卒園田ゼミ

ヤマハ発動機（株）

調達

■■■
2009年卒今泉ゼミ

 日本電気株式会社（ＮＥＣ）

営業（官公庁担当）

11
女性の
ライフ＆
ワーク

　少年時代からパイロット志望で 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航空宇宙会社に転職してゼロから産み出すハードさを日々噛み締めてるけど

　社会人11年目、お母ちゃん２年目。大学時代は園田ゼミ所属、SCS立ち上げ、よさこい祭り実行委員に関
わり動きまくる。交換留学落選からの個人留学（ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ）を経験。海外における日本製造業の絶対的信頼
感に感銘し、日本のモノづくりの素晴らしさを発信できる会社希望し、就職。入社5年目の28歳で１年間のアメ
リカ修行、31歳結婚、32歳出産、33歳仕事復帰のなんでもやりたいヨクバリ屋人生謳歌中。３輪バイク
（Tricity）開発に携わるなど、超文系なのに開発部門所属の製造系（機械系）女子。

【キーワード】　①海外留学、海外修行　②製造系（機械系）女子　③ママリーマン

メーカー
の仕事
（ニッポ
ンのもの

12

【キーワード】　①営業　②メーカー（ＩＣＴ）　③グローバル　④官公庁担当

　大学時代は今泉ゼミに所属し、アメリカ文化・歴史・政治等を学びながら、フットサルサークルの「ＬＥＡＦ」に
所属し、大学の外では、高校時代（１年間）にＹＦＵという団体を通じてアメリカ・ミシガン州へ交換留学した経
験を元に、ボランティア活動をして充実した毎日を過ごしました。ＮＥＣに入社して早くも６年目。現在は、東京
で官公庁（主に総務省・経産省）を担当する営業として、 先端のICTを活用した社会ソリューションを提案す
ることにより、“人が生きる、豊かに生きる”ための社会価値創造を目指して日々精進してます。（かっこよく書
きすぎました・・・笑。　ワイワイ気軽にお話しましょー！！！　宜しくお願いします♪♪

　　一期生として学部入学、途中エジプトで遊び呆けた後二期生で修士課程修了。それから今日までの12年
間、研究職志望→モデル→人事系コンサル→病み病みどん底期→介護職員とその時興味を持ったこと・や
りたいと思ったことに挑戦しつつも常に「自分はいったい何がしたいんだろう」「何ができるんだろう」と悩み続
けていました。結果、介護業界の人材コンサルティング営業にたどり着き、本当に楽しく、迷いもなく、仕事も
遊びも充実した毎日を過ごせています。私の原点は総政での毎日。勉強にも遊びにも恋愛にも悩みにもまっ
すぐ逃げずに徹底的に向き合った日々のお蔭だと感謝しています。

株式会社ラヴェリオ
リンクスタッフ（営業）

【キーワード】　人材サービス・営業・女性とキャリア・思考は絶対！現実化する・とことん学び、とことん遊び、
とことん恋愛し、とことん仕事し、とことん悩む・仕事する目的、意味

《大学在学中》・基礎ゼミ：柴山ゼミ、３・４年：ソーヤーゼミ、学業成績：学部TOP10受賞、議員秘書のインター
ンシップ参加、英語中期留学参加（2010年秋学期）、大阪市学習指導員ボランティア、市立伊丹高校土曜日
英語講師、AIESEC海外インターンシップ＠ポーランド参加、長期休暇中はほぼ海外に…（学生時代に訪れた
国：カナダ・アメリカ・メキシコ・チリ・韓国・台湾・インドネシア・タイ・ベトナム・オーストラリア・インド・ポーラン
ド・ドイツ・フランス・イタリア・フィンランド）、アルバイト（塾講師・家庭教師・水泳インストラクター・カフェ店員・
海遊館スタッフ・アパレルスタッフ）
《大学卒業後》・新卒で経営コンサルティング会社、（株)リンクアンドモチベーションに入社、１年目：大手イン
フラ系企業を中心に、企業の組織変革のための教育・研修事業に携わる。・２年目：中小ベンチャー企業を
ターゲットに、理念風土教育採用、組織人事領域のワンストップコンサルティング事業部で、コンサルタントと
して奮闘中

（株)リンクアンド
モチベーション

【キーワード】　①社会人２年目　②コンサルタント　③大学生活から就職活動　④女性の働き方
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■■■
2003年卒Greeneゼミ

三菱重工業株式会社

調達

■■■
2011年卒Sawyerゼミ

武田薬品工業（株）

営業（MR）

■■■
2009年卒福田ゼミ
パレクセル・インターナショナル㈱

CRA（治験のモニタリング）

■■■
2012年卒園田ゼミ
㈱三井住友銀行

総合職（グローバルコース）

■■■
2012年卒古川ゼミ

㈱徳島銀行
営業

■■■
2005年卒Sawyerゼミ

メットライフ生命保険

営業

　大学時代はソーヤーゼミで教育関連の勉強をし、 初の会社に就職。３年後に現在の会社で生命保険代
理店の研修やサポート業務、新規開拓などを担当。大阪３年、奈良３年。

【キーワード】①外資系②生命保険③金融

14

金融の
お仕事、
実際どう
なの？

ものの夢をあきらめきれずに航空宇宙会社に転職してゼロから産み出すハードさを日々噛み締めてるけど
誇りと社会的責任を胸に国産初の日の丸ジェット機"MRJ"を空に飛ばすことを目標に日々奮闘しているサム
ライの話。

　関学中学部、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！？現在埼玉
県で医薬情報担当者（MR）として医薬品の営業をして４年目になります。MR（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？等疑問があれば
解決致します）、　医療業界の裏側に興味がある方はぜひ！

【キーワード】①営業　②MR　③医療業界

【キーワード】　【空と宇宙が舞台のお仕事】・H-2AロケットやF35関連もやってるので宇宙兄弟やミリタリー好
きにもオススメよ。・在学中はSCSやビジネスコンテストも創ったよ。・社会人でも関学東海地区若手同窓会を
創ったよ。・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親から借金して本を読め、旅を
しろ。時間は限りなく有限だ。

メディカ
ルな企
業で働く

13

ンのもの
づくり）

　大学時代は福田ゼミで知的財産や医薬品アクセス問題を研究していたほか、チャペルオルガニストや合気
道サークルへの参加、留学など充実した毎日を送っていました。社会人6年目。新卒で入った製薬会社で営
業（MR）を３年経験した後、現在の会社に転職しました。

【キーワード】①転職しました

【キーワード】　営業

　大学時代はﾌｯﾄｻﾙｻｰｸﾙAXISに所属。
　力を注いだのはアメリカへの交換留学です。「海外で働きたい！」という思いを軸に就活をし、今の会社に
縁がありました。気軽に何でも聞いてくださいね！

【キーワード】メガバンク　法人(会社)営業　海外業務

　大学では古川ゼミで経営学の研究をしていたほか、サークルではK.G.WinGに所属し、充実した大学生活を
送っていました。社会人３年目で、１年目は銀行の窓口での事務兼営業を経験し、２年目からは、テリトリー
渉外（個人営業・法人営業）をしています。地方銀行での営業職を女性が担っているのは、まだまだ少なく珍
しく思われることが多いです。女性が男性職員と同じように総合職として働く上で大変なことや、やりがいをお
話できたらと思います。
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■■■
2004年卒陣内ゼミ

事務

■■■
2012年卒上野ゼミ
SMBC日興証券株式会社

営業

■■■

2004年卒Greeneゼミ

人事

■■■
2013年卒李ゼミ

日本精工㈱
営業

■■■
卒 根ゼ

【キーワード】　①部品会社　②中学から関学　③趣味≠仕事　④社会人２年目

　大学時代はゼミで民法を研究していたり、公務員試験の勉強をしていました。また、ファッショ

15 　好奇心旺盛さ故、大学時代は６つのサークルや団体に所属していました。運動系から文化系
まで幅広く活動し、人との関わりをたくさん作ってきました。社会人３年目になっても、常に人と
の繋がりの中に身を置き、総政のスクールモットー「Think Globally Act Locally」が体現できる
会社で働いています。「お金にとらわれる生活」をしたくない私が証券業界で働く理由を聞いて
みませんか？

16

採用
担当
者が

見てる
トコ

　大学時代は総政の生徒とは思えないほど不真面目で、よく自主休校していました。大学での
思い出は、フットサルサークルで出会えた友達と３年からの李ゼミです。今、感じていることは、
誰もがなれると思っていたサラリーマンって、意外とハード、、ってことです。華やかではない業
界で、どんな生活を送ってるか、興味があっても無くても、何でも聞いてくださいね。何か役に立
てれば幸いです。

【キーワード】①人事/採用　②採用担当者　③コンサルティング業界　④会計・監査業界
上記のいずれのキーワードでも、それなりのお話とコンテンツを提供できると思います。

Deloitte Touche
Tohmatsu LLC

（有限責任監査法
人トーマツ）

【キーワード】①営業　②金融　③ファイナンシャル•インテリジェンス　④成果主義　⑤人との出会い

　卒業後は大学院に進学（KGではありません）、某外資系企業に４年勤務⇒日系の調査会社
に１年間勤務⇒日系の某電機メーカーの販売会社で事務職をしています。社員という身分が
嫌なので、契約制に変えてもらう。（ただし年収は微増にするように要求しました）

【キーワード】　節約、貯金、資産保全、投資、会社との距離
ファイナ
ンシャ
ル・イン
テリジェ
ンスの
鍛え方

＜採用担当者・面接官の目線、社会の目線、考えていること、学生に伝えたいこと＞
　私も社会人になって10年が経ち、色々な経験をしてきました。特に人事、採用での経験は長
く、職業人、専門家として学生を見る立場におり、その世界で経験をしてきているので、社会は
今学生をどう見ているのか、人材に何を求めているのかを色々とお伝えできるかと思います。
　総政の学生時代は、海外留学、海外放浪、SCS、卒パ委員、サークルはGEORDIEで、そして
ゼミはGreeneゼミで、激しく「止まったら死ぬ」くらいの勢いで動き続けていました。忙しかった記
憶しかありません。総政でかなりやり切って卒業した人の一人ではと思います。新卒で外資系
ITのヒューレット・パッカード社で約5年半、そして今は現職で約5年の経験です。キャリアは基
本は人事です。ただキャリアのスタートは営業で、事業戦略やリストラの実施等も経験しまし
た。人事でも特に採用が中心で、主に中途採用です。経験を通じて色々なことを感じ、蓄積して
きています、特に「人材」に関しては言うことはいくらでもあります。また、業界がらコンサルティ
ング業界全般についてもかなり網羅できると思います。物言う学生、一言ある学生は、特に
ウェルカムです。せっかくですから議論しましょう、お待ちしています。
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2014年卒関根ゼミ
業務用家具会社

事務

■■■
2012年卒山中ゼミ
グリーンホスピタルサプライ

営業

■■■
2012年卒渡部ゼミ

（株）日本旅行
教育旅行セールス

■■■
2013年卒小西ゼミ
積水ハウス株式会社

営業企画

■■■
2013年卒鈴木英輔ゼミ

製薬メーカー
営業

大学時代はゼミで民法を研究していたり、公務員試験の勉強をしていました。また、ファッショ
ンサークルwiθに所属し、ファッションショー用の衣装を作っていました。結局公務員試験は受
けず、卒業直前の２，３ヶ月前から就活を始めて、業務用家具の会社に入社しました。現在は
そこで営業事務などをしています。

【キーワード】　社会人１年目

【在学時代】ゼミ：　１年次：大江ゼミ　２年次：柴山ゼミ・小池ゼミ　３・４年次：鈴木英輔ゼミ
サークル：ぱぁぷる　ＧＳＲ研究会
【現在】中小製薬メーカーでＭＲとして働いています。会社の規模が小さいため、新卒から大取
引先や大きなプロジェクトの責任者を担当しています。まだまだ経験が浅く、お役に立てる話は
できないかと思いますが、一番近い立場としてお話しできるかと思います。よろしくお願いしま
す。

　大学時代は山中ゼミでラジオ番組制作をしていたほか、フットサルサークルに所属していまし
た。社会人３年目。新卒で医療機器販売会社で営業職として病院相手に営業活動をしていま
す。

　大学では国際協力に関心があったこともあり、小西ゼミでフィリピンフィールドワークや国際理
解教育活動を、またサークルはCLUB GEORDIEに所属し副代表を務めるなど、なにかと国際
政策学科生らしいことをしていました。現在社会人２年目。住宅メーカーに就職しましたが、か
なりマイナーな都市開発（デベロッパー）部門に１年目から配属となり、営業として日々奮闘して
います。学生時代からすると思ってもみなかった仕事をしていますが、今ではすっかり建築や
不動産業界に興味を持ち、今後の中長期的な目標も見えてきつつあります。

【キーワード】　①社会人２年目、②不動産、デベロッパー業界、③大学での経験の活かし方

【キーワード】　①営業　②医療業界　③卒業後３年

　ふとしたことをきっかけに、中学生の頃から教育現場に関心を持つようになり、教師を志す。
大学時代も渡部ゼミにて教育心理学を専攻。教師という夢を持つ傍ら、多くの経験をしたいとい
う理由で就職活動を実施。学生時代に感じたこと、学んだことを紐解き行き着いた先が旅行業
界。現在社会人３年目として、学校現場のありとあらゆる旅行のプロデュースをしています。も
ちろん、教師になる夢は捨てていません。

【キーワード】　①営業　　②教育　　③転職　　④学生時代

【キーワード】　①社会人１年目

17
社会人
１～３
年目
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■■■
2004年卒Greeneゼミ
（株）小林エステイト

不動産鑑定士

■■■
2004年卒久野ゼミ

株式会社バーテック
代表取締役

工業用ブラシ製造業

■■■
2003年卒鈴木基史ゼミ
特許業務法人有古特許事務所

弁

　学生時代は、大学祭実行委員会に所属したり、結婚式の演出という一風変わっ
たアルバイトに勤しんだり、毎年夏は１ヶ月弱海外旅行に行ったりして過ごしまし
た。卒業後就職した会社では中途採用の人材紹介の営業をしていました。そのな
か弁理士という職業に出会い、資格の取得を決意。１年半の勉強期間を経て資
格を取得し、現在の事務所に入りました。それから９年弱が経過。この間に理系
の夜間の大学を卒業しました 天職と呼べる仕事に出会えたと思 ています 国

【キーワード】　事業継承

【キーワード】　テーマ「親の仕事を継ぐ」　

　大学時代は大学に通いながら、父が経営する会社で仕事もしていました。卒業
後、父の会社に入社、その後営業、開発、経理等様々な部署を経験し、２７歳で
事業を引き継ぎ代表取締役社長になりました。就任後、リーマンショックや震災等
もありましたが乗り越えて、現在社長７年目。一般消費者向けの新規事業「ブラシ
アート」を立ち上げ、一般社団法人日本ブラシアート協会、会長に就任。さらなる
事業の発展に、向けてチャレンジしています。
　盛和塾で経営の勉強をしています。趣味：トライアスロン

■例えば、こんな人にお薦め　→　 「親の仕事を継ぐか、自分の好きな仕事をす
るか悩んでいる」　「親の会社にいきなり就職するか、まず他所の会社で修行すべ
きか悩んでいる」「自身が女性であり、親の仕事を継ぎたいけど、結婚・子育てを
考えると悩む」
　「親の会社をちゃんと継げるか自信がない」
■この企画に参加するとこんな感じです　→　実際に家業を継ぐことを選んだ動
機、苦労、やりがいが聞ける。家業を継ぐということのイメージを掴み、学生時代
の今、何をすべきかのヒントが得られる。企業の就職説明会等と違い、「親の仕
事を継ぐ」話を聞ける機会は少ない。

　学生時代から街づくりに関心を持つ。在学中より、国家資格の勉強を始め、試
験に合格し、家業である不動産鑑定士となる。合格祝賀会で出合った女性と結
婚、妻の親の会社で働きはじめる。自身の他、実父、義父、妻すべて不動産鑑定
士の士業一家。鑑定士６年目、来年、代表取締役。
　「親の仕事を継ぐ」というキャリアを進んできた今、同じ道を進むべきか悩む学生
と、「学生時代にしておきたい事」、「親の仕事を継ぐ事」について話し合いたいと
思います。

家業を
継ぐ

18
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弁理士

■■■
2004年卒陣内ゼミ

笠井会計事務所
公認会計士

■■■
2001年卒高畑ゼミ
小林製薬株式会社

経営企画

　大学時代は高畑ゼミで心理学を研究。サークルは軽音のDeep Streamに所属。
社会人14年目。入社後は営業で５年、マーケティング関連で２年。その後経営企
画部門にて企業買収や経営トップの秘書業に従事した後、中国（北京）への企業
留学を経て国際事業部へ。現在は再び経営企画にて経営トップの秘書・戦略ス
タッフに。

の夜間の大学を卒業しました。天職と呼べる仕事に出会えたと思っています。国
内外での特許・意匠権の取得に関する手続きや知財訴訟を主に担当していま
す。皆さんが将来天職に出会えるきっかけになるお話ができたらよいなと思いま
す。

　大学時代はシャークス（軟式野球サークル）で野球に明け暮れる日々。気づい
た時には就活失敗。その頃ちょうどスタートしたロースクール受験を無謀にも試み
るがことごとく不合格。そんなダメ人間が、卒業と同時に一念発起。簿記の簿の
字の知らない段階からスタートして３年、大原でひたすら勉強して公認会計士試
験合格。あらた監査法人（PwC）、税理士法人トーマツ（Delloite）のいわゆるBIG４
の事務所で監査や税務の業務経験を経て、今夏独立しました。税理士の父ととも
に、税務・会計・監査・コンサルの総合的な会計事務所を目指してスタートしたば
かりの新米のサムライ業です。

　自分自身のやりたいことを探す。就職、仕事をすることの意味とは？など、卒業
の先の自分の歩む道について、気になっていることなどを質疑を中心にざっくばら
んに話できればと思います。

【キーワード】

【キーワード】①会計士、税理士の仕事、②資格試験、③BIG４（四大会計事務
所）、④独立

【キーワード】　①専門職（法律）　②やりがいを長く感じ続けることができる仕事
③文系から理系への転身

20

総政的
キャリ

ア
プラン

19

資格を
活かす
スペ

シャリ
スト

30



■■■
2014年卒小池ゼミ

フリーランス
フォトジャーナリスト

■■■■
2005年卒加藤ゼミ
フィンランド航空

客室乗務員

■■■
2008年卒園田ゼミ

防衛省・陸上自衛隊
幹部（総合職相当）

■■■
2008年卒Sawyerゼミ

ユニ・チャーム株式会社

マーケティング

24

23

【キーワード】①　公務員のお仕事　②防衛省・陸上自衛隊って何しているの？
③　自衛官の日常

　総政では、加藤先生の都市政策ゼミに学び、ボランティアサークル「エコハビ
タット」にて様々な活動に参加させて頂きました。その中で世界の広さ多様さに触
れ、もっと未知の世界で多くの人々に出会いたいという想いから、客室乗務員を
志しました。

【キーワード】外資系エアライン

サウジ
アラビ
アより

TV中継
（マーケ
ティン
グ）

　ユニ・チャームに入社後、営業、マーケティングを計6年経験した後、今年の春よ
りサウジアラビアのブランドマネージャーとして働いています。皆さんの夢・今後
チャレンジしたい事へアドバイスを、過去の経験を通してアドバイスできればと思
います。主に、海外赴任の楽しさ・苦しさ、マーケティングの業務内容を、質疑応
答形式で進めさせていただこうと思います。

【キーワード】①海外赴任での仕事ってどうなの？　②マーケティングってどんな
仕事？　③大きな夢を持とう！

　東日本大震災以降、マスメディアでよく取り上げられるようになった防衛省・自衛
隊。世間ではブルーインパルスやJ婚（自衛官との婚活）がブームになっています
が、まだまだわからないことがたくさんあると思います。そんな素朴な疑問に答え
つつ防衛省・自衛隊について、ざっくばらんにお話しできたらと思います。

21

フォト
ジャー
ナリスト
のお仕
事（フ
リーラ
ンス）

　高校で英国へサッカー留学した際に感染症でチームメイトを亡くし、医者ではな
い形で何ができるのかと考え関学総政へ来ました。学生時代はCLUB GEORDIE
や政策・情報学生交流会の代表、L.E.A.FやFERNANDOをやりつつ、お金を貯め
てはアフリカや東南アジアへ飛んでました。就職活動に疑問を抱き、やる気もなく
なったので、２年休学して世界一周、480日で50カ国へ。
　その道中でジャーナリストを志し、現在はフリーランスで主にウガンダやソマリラ
ンド、パレスチナなどを回っています。実はウガンダに縁のある企業に就職予定
でしたが、一つ目の内定先は家庭の事情で辞退し、二つ目は卒業間際の１月末
にウガンダ政府の政策変更が理由で内定取り消しになりました。総政で政策につ
いて学び、政策に泣かされた大学生活の終わりとなりました。少しやさぐれました
が、頑張って生きてます。
【キーワード】１．報道　２．アフリカ　３．国際協力　４．経済的自立の難しさ　（フリーだから
こそ伝えられること）

公務員
のお仕
事（防
衛省・
陸上自
衛隊）

22

憧れ
ワーク

★
エアラ
イン
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■■■
2003年卒Rossゼミ

（株）電通
コピーライター

　多様な業界に就職している卒業生たちが当日は集まると聞いているので、 初
に電通のことを説明させて頂きます。その後はさらに広告のこと、特にクリエー
ティブに興味があるという人向けにプログラムを組んでいます。当日はスイスから
のSkypeコールとなるため、環境によっては聞きづらいかもしれませんが 後まで
楽しんでもらえればと思います。

第１部　裸の電通
第２部  広告のクリエーティブって、何よ？　～国内外の事例から見る 新クリ
エーティブ～
第３部　ぶっちゃけトーク　～要はQ&A～

【キーワード】ブース名：広告

　総政時代は大学祭実行委員会に所属して365日中333日くらい学祭のことやっ
てました。就職活動をするも内定ゼロ。全く勉強してこなかったくせに「俺はもっと
勉強したい！」とまったく説得力のない言葉で親を説得して、名古屋大学大学院
の国際開発研究科に進学。必死に勉強するつもりが２年のうちの半年をJICAでイ
ンターン生として過ごし、 終的に国際協力とは無縁の広告業界へ就職。そし
て、ひょんなことからコピーライターになり、ひょんなことからカンヌで賞なんかもも
らって、今度はひょんなことから会社のお金でMBA留学をすることなり、今はスイ
スのビジネススクールに通っています。何かと噂だけがひとり歩きしがちな会社で
すが、半分は本当で、残り半分は誇張された本当です。ということで、電通の正
体、自分の知っている範囲でお伝えできればと思います。社会人留学に興味があ
る人の質問にも少しは答えられると思います

注：各テーマや来学されるチューターの皆様には当日、追加や変更等の可能性がありますのでご
注意下さい。
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スイス
より

TV中継
（マーケ
ティン
グ）
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　発表形式ごとに 優秀賞受賞者の発
表・授賞のほか、発表者・参加者・先生
方が楽しく語る場です。
　第２日目午後は、ぜひ、「アポなし
OBOG訪問」で卒業生の皆さんと親しく
語らい、その後、15：30に懇親会・授

Research Fair 2014
presents

懇親会・授賞式

32

日時：11月22日（土）15:30より
第３厚生棟にて

語らい、その後、15：30に懇親会 授
賞式会場までおいで下さい。
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2014年11月７日（金）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

☆本年度も、３月18日（水）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
参加ください。
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