Research Fair 2018

「知の祝祭」リサーチ・フェア2018に寄せて
リサーチ・フェア2018へようこそ
今年で21回目を迎える「リサーチ・フェア」は、みなさんが日ごろの研究成果
を発表し、研究を通じて相互に交流し合う「知の祭典」です。総合政策学部
は、参加するすべての方々を歓迎します。
「リサーチ・フェア」は、始まった当時、学部全体で研究発表・交流を行う新し
い試みとして注目を集めました。現在では、大学生のみならず、多くの高校生
も参加するようになり、交流の輪が大きく広がっています。近年、アクティブ・
ラーニングやプロジェクト・ベースド・ラーニングの重要性が盛んに言われるよ
うになりましたが、「リサーチ・フェア」はそのような学びのスタイルを先取りして
きたと思っています。
「リサーチ・フェア」では、研究成果の発表だけでなく、研究内容について議
論することも大変重要なことです。見知らぬ人からの質問や先生からの批判
に応答するのは簡単なことではありません。しかし、他者との議論や対話に
よって、今まで気づかなかった問題が見えてくることがあり、みなさんの研究
が深まっていくのです。
この「リサーチ・フェア」が、総合政策学部のモットーである「自然との共生、
人間との共生」を実現していくための、活発な知的交流の場となることを期待
しています。
総合政策学部長 細見和志

開催：11月16日（金）、17日（土）
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
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リサーチ･フェアの紹介
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、安保先生は創設時からこの学部の運営の中心で、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ましたが、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」ととりあえず始まりました。それから、様々な試みを経て、今年で21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、20回を超える開催となった今や、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！
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リサーチ・フェア2018プログラム（修正・変更等は当日、掲示等でお知らせしますので、ご注意下さい）
時間帯・教室ごとにタイトルと発表代表者名・所属・学年、および記入された方のみゼミ名等を記入しました（スペースの関係で口頭発表とポスター発表はサブタイトルを省略しています）

EC Presentation

時間

Ⅱ-101

Ⅱ-102
Low Birthrate

9:00

Obesity

9:30

Homelessness in the UK Destructino of the Oceans

10:00

Obesity

Ⅱ-111

Fuko Ninomiya et al.

Haruji Ide et al.

Manami Ogawa et al.
Destruction of the Oceans

Nanaka Kashiwagi et al.

Iori Komiya et al.

Refugees

Ⅱ-305
Species Extinction

Yumi Nakagawa et al.

Minori Mukai et al.
Poverty

Refugees

Azumi Misago

Kurumi Namikawa et al.

Yuka Yamamoto et al.
Low Birthrate

Manami Ogawa et al.

10:30

Ⅱ-304
Species Extinction

Riona Shibata et al.
Species Extinction

Ayame Tsujikawa et al.
Poverty

Yui Kurihara et al.

Haruji Ide et al.

Ⅱ-303
Obesity

Poverty

Internet Addiction

Tomoki Mizuhara et al.

Low Birthrate

Akari Imamura et al.

Mayu Wada et al.

口頭発表
Ａ会場（Ⅱ-101）

11:00
A101

「あなたの不満を買い取ります」の
テキストマイニングに関する研究

Ｂ会場（Ⅱ-102）
B101

大学生のInstagram依存要因に関
する研究

林 利憲（総政M2）

11:30
A102

楽天トラベルにおける苦情データの
テキストマイニングに関する研究

12:00
A103

フィリピンにおける廃棄物問題改善
への提言

C102
既婚女性の結婚前後における趣
味活動の変化

小池貴子（総政Ｍ2）

D102
Does Eco-Habitat Kwansei Gakuin play a role as a
student's branch of Habitat for Humanity?

濱村海都貴(京都学園高1年)他
日清食品さらなる躍進！
E102

自由形式5

浅井美祈(総政3年;安ゼミ)他
平成最後のブーム
E103

片岡夏紀(総政3年;清水ゼミ)他

自由形式1

丹羽慶樹（総政3年;古川ゼミ）他 ■12:00

～14:00
「学校に
おけるい
第
卯野郁也(総政3年;客野ゼミ)他
安藤めい(京都学園高1年)他
内藤早百合(総政M2)
田原克樹(総政3年;柴山ゼミ)他
西川由菜(総政3年;西野ゼミ)他
じめの特
１
白浜町における観光客の津波避
性と考
中国におけるテレビ視聴行動に関
13:00
日
フィリピンのゴミ山に残る課題
無料なのになぜ課金する？
Stop Food Loss for the Hunger
難に関する意識調査
する研究
察」
E105
A105
B105
C105
D105
12:30

A104

（
）

金
曜
日

農村地域におけるホームステイ
ツーリズムの可能性

B104

丹波まちづくり

Relation of Hunger and Food

韓国社会問題

C104

ヌエバ・ビスカヤの農民を救え！

E104

D104

自由形式3

■12:00
～16:00
水野淳優
2018年度
開発途上国への都市計画策定・実施
13:30
自由形式2
(総政4
白山麓実
廃油から生まれる光
設問設定が世論調査に与える影響
VR酔いの原因
シェアで減らせる食品廃棄
能力の技術移転はどうあるべきか？
年;Tijerin
習の報告
A106
B106
C106
D106
E106
宮本麟太郎(総政4年;角野ゼミ)
月俣慎二(総政3年;今井ゼミ)他
大山康平(総政M2)
嶋 睦弥(総政4年)
太田佳乃(総政3年;園田ゼミ)他 oゼミ)他 ■11:00 と今後の
～18:00
展望
14:00
YOUは何
ポスター発表ディスカッションタイム（タイトル・発表代表者は次ページに掲載）
しに総政 角谷有樹
へ？
音(総政4
14:00～15:00（神戸三田キャンパスⅡ号館廊下）
（個別視聴） 年;佐山
ゼミ)他
The impact of conventional teaching
楽天市場における商品評価データのテキス
途上国の貧困農村地における生活
日本は高福祉国家になることは
15:00
世界通貨システムへのチャレンジ
トマイニングによる店舗の特徴抽出
中嶋一翔
on English language classes in Japan
習慣病対策の検討
可能なのか
A107
B107
C107
D107
E107
(総政2
南木 望(総政4年)
岡田美涼(総政3年)他
高橋知雅(総政M1)
岡部亜美(総政3年;坂口ゼミ)他
于 子軒(総政3年;坂口ゼミ)他
年)他
Japanese English Education from
女性が活躍できる社会の条件と
企業の内部留保が企業の利益に
セクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス向
15:30
ネイル市場の発展
文 凱瑩（総政Ｍ1)

A108

上のための住民主体の開発

B108

北川そら(総政M1)

16:00

映画予告における制作者バイアス
の抽出と自動予告編生成

郡優海子(総政3年;小西ゼミ)他

段 強（総政4年;Tijerinoゼミ）

は

C108

人的資本投資と外国人労働者へ
の抵抗感との関係

永瀬 怜(総政3年;照本ゼミ)他

D108
村田まなみ(総政3年;古川ゼミ)他

奥田 朝(総政3年;坂口ゼミ)他

不満データに基づくテキストマイニング
による食品・飲料メーカーの比較

尾崎姫菜乃(京都学園高1年)他

Elementary through High School
与える影響
E108
山下佳純（総政3年;Ono Leslie
小山廉太郎(総政3年)
ゼミ）他

A Comparison between the Japanese and
South Korean English Education Systems

人手不足解消を目指して
E109
浦田真理子（総政3年;Ono Leslie
陸 震坤(総政3年;亀田ゼミ)他
ゼミ）他
The psychological effects of study
オークションサイトデータによるス
中国・青島市における里院建築地
生活困窮者自立支援制度が生活
女性における都道府県間人口移
16:30
abroad
ニーカー価格の比較分析
区の再生に関する研究
保護率に与える影響について
動の要因
E110
A110
B110
C110
D110
上野峻平（総政３年;Ono Leslie
松浦圭吾(総政3年;山田ゼミ)
高 峰(総政M1)
石丸拓実(総政3年;亀田ゼミ)他
關屋大樹(総政3年;四方ゼミ)他
ゼミ）他
深層学習を用いた刺身画像からの
How to Improve the Quality of
大阪市平野区昔の音風景と今の音風景の比
17:00
喜界語の研究
農家と農協と時々行政
較から人に対するいい音の環境を研究する
Technical Intern Training Program
魚種識別
A111
B111
C111
D111
E111
東 美佳(総政4年;山田ゼミ)
足立侑実(総政4年;本田ゼミ)
馬 欣媛(総政Ｍ1)
福永未希(総政2年)他
田近祐太(総政3年;長峯ゼミ)他
A109

B109

柿本穂香(総政M1)

17:30
A112

大規模オンライン・ユーザ不満デー
タを用いた不満解消方法の抽出
楊 靚（総政Ｍ1）

C109

鹿児島勇人(総政4年)

加藤駿(総政3年;四方ゼミ)他

国際的にみる地方創生
B112

C112
中畑和（総政3年;村田ゼミ）他

D109

営業スタイル（ワークショップ型）の
可能性について
後藤香林(総政3年;古川ゼミ)

D112

Issues and perspectives of teacher
training policy in Cambodia

中岡航太郎(総政3年)

国際交流
コーナー

Clean Meat

三田の体験型観光
D103

中根 杏(総政2年)他

中平桜緒(総政3年;四方ゼミ)他

観光地の施設における津波避難
対策

Ⅱ-107 Ⅱ-108 Ⅱ-109 Ⅱ-112 Ⅱ-202 Ⅱ-208 Ⅱ-209

E101

山本拓也(総政3年;照本ゼミ)他

浅野咲菜(京都学園高1年)他

C103

三陸産牡蠣のマーケティング戦略
について
後藤果林(総政3年;古川ゼミ)他

Why does hunger happen?

小平彩絵(総政3年;宮川ゼミ)他

B103

D101
鄭 勝中(総政3年;柴山ゼミ)他

Instagram ～その光と影～
B102

Ｅ会場（Ⅱ-204）

Ｄ会場（Ⅱ-201）

韓国外交対中国
C101

梶谷和矢(総政4年;伊佐田ゼミ)

成川健太郎（総政M2）

自由形式

Ｃ会場（Ⅱ-111）

国際人権からみる「ひとり親世帯」
E112
竹田 薫(総政3年;園田ゼミ)他

自由形式4

■12:30
～13:00
関学生の
ためのラ
イドシェア
アプリ
前原可怜
(総政3
年;Tijerin
oゼミ)他

■11:00
～11:30
Different
opinions
about
use of
plastic
products
by
different
nationaliti
es,
Japan, 自由形式6
the
U.S.A.,
■12:00
and
～17:00
Australia メディア
への挑戦
古林大輝
(総政3
森愛美
年;Ono (総政3年;
Leslieゼ 津田ゼミ)
ミ)他
他

自由形式7

■10:00
～16:00
Smile for
Children
希望のレ
インボー
自由形式8

千坂香
(総政3年; ■11:00
小西ゼミ) ～18:00
他
YOUは何
しに総政
へ？
（連続上映）

中嶋一翔
(総政2
年)他

時間

デ

ィ

1
4
第
:
ス
１
0
カ
日
0
シ
金
1
曜
5
ン
日
:
タ
0
イ
ム 0

No.

タイトル

発表者

～

ッ

(

ョ

）

国際ボランティアへの参加の関連要因

Ｐ19 柴田悠希(総政3年;山根ゼミ)他

Ｐ２ 森田佳月(千里国際高3年)

モンゴルに住む遊牧民の小学生に対して日本が行える支援とは

Ｐ20 杉原潤弥(総政M1)

建築を学ぶ学生による実務設計に関する研究 Ｐ38 山田京右(総政3年;Tijerinoゼミ)他

Ｐ３ 羽田野茉里(総政3年;安ゼミ)他

菊正宗の韓国進出戦略

Ｐ21 中西 翼(総政M1)

フィリピン・マニラ地区における住居空間について

Ｐ39 ロマーノミルコ(総政3年;角谷ゼミ)

コスメ・アイテムの商品使用画像を用いた色情報に基づく情報推薦

Ｐ４ 新宅 航(総政3年;大村ゼミ)

世代別選挙制はシルバー民主主義を解決する選挙制度なのか

Ｐ22 乙藤一樹(総政3年;安髙ゼミ)

日本について話せない若者

Ｐ40 福井ひかる(総政3年；角谷ゼミ)

車間通信による車の状況データを用いた情報推薦に関する考察

Ｐ５ 田中南美(北摂三田高2年)他

理想の残業を目指して

Ｐ23 葦苅秀紀(総政4年;伊佐田ゼミ)

ＳＮＳが与える恋愛への影響について

Ｐ41 友清義久（総政3年）他

AI天使か悪魔2018

Ｐ６ 落合美南海 (総政3年;安髙ゼミ)

大曽根の地域開発から学ぶこと

Ｐ24 城下美和(総政3年;宮川ゼミ)

知られざる「過剰包装」の実態

Ｐ42 小河真樹 (総政4年;Tijerinoゼミ)

VRがスポーツにもたらす新しい価値

Ｐ７ 小西創太(総政3年;清水ゼミ)他

学生のまちづくり

Ｐ25 前川夏穂(総政3年;安髙ゼミ)

関学生が健康であるために

Ｐ43 奈須野李樹（総政4年;Tijerinoゼミ）

VR×言語教室

Ｐ８ 川上航平(総政3年;齊藤ゼミ)他

カジノ誘致は成功するのか？

Ｐ26 中塚裕章(総政3年;今井ゼミ)

身近なエコツアーから試してみよう

Ｐ44 福永由紀子(総政4年;Tijerinoゼミ）

VRと言語教育の可能性

Ｐ９ 牟田周平(総政3年;齊藤ゼミ)他

民泊の問題点と改善

Ｐ27 有本桜子(総政3年;安髙ゼミ)他

サプリメントは大学生の救世主？！

Ｐ45 立岩竜平(総政4年;Tijerinoゼミ）

ゲームのこれから

Ｐ10 嶋利知也(総政3年;大村ゼミ)

水道料金民営化をめぐる政治過程についての分析

Ｐ28 本間達明(総政3年)

子どもの成長を支える持続可能な住空間

Ｐ46 韓 遠会(総政4年;Tijerinoゼミ)

VRを通じ聖書の魅力を感じる

Ｐ11 荒木結衣(総政3年;清水ゼミ)他

照明と作業効率の関連性

Ｐ29 渡邊 永(総政4年)

阿蘇の草原の可能性について

Ｐ47 江本大介（総政4年;Tijerinoゼミ）

SNSを用いた被災状況確認の為のP2Pツール

Ｐ12 下里七海(総政3年;客野ゼミ)他

北摂三田ニュータウンの空き家問題について

Ｐ30 尾本旭広(千里国際高3年)

京都府の脱炭素化を実現するためにはどのような街づくりが必要か？

Ｐ48 西崎 彰(総政4年;伊佐田ゼミ)

ミスディレクションから考えるメディアリテラシー

Ｐ13 菊地優太(総政3年;山根ゼミ)他

「里山×郊外住宅」で豊かな暮らしを求めて

Ｐ31 向井智朗(北摂三田高2年)他

地方移住について

Ｐ49 谷歩乃樺(千里国際高3年)

SNSが中高生に与える影響と対応策

Ｐ14 金岡あゆみ(総政3年;山根ゼミ)

空の入り口を考える

Ｐ32 橘 佑樹(総政3年;山田ゼミ)

機械学習による人の笑顔の識別

Ｐ50 山田歌織子(総政3年;角谷ゼミ)

学習者のための教材スライド分析による授業支援

Ｐ15 三浦あかり(総政3年;山根ゼミ)他

文化的景観を後世に残すために

Ｐ33 金平優花(総政3年;角谷ゼミ)

Ｐ51 福田栄治朗(総政3年)他

留学生の友達はいますか？

Ｐ16 小島 和(総政3年;齊藤ゼミ)他

災害への備え

Ｐ34 川原慎之介(総政3年;角谷ゼミ)

Ｐ17 松永悠大(総政3年;山根ゼミ)他

色覚異常における空間的心地よさについて

Ｐ35 大塚公貴(総政3年;角谷ゼミ)

テレビ映像の字幕データを用いたシーン毎の補足情報検索に関する
考察
料理レシピ検索のためのユーザレビュー情報を用いたアレンジ要素の
抽出
地理情報検索のためのユーザレビューと旅行ブログを用いたスポット
分析

Ｐ18 大坪優太(総政3年;客野ゼミ)他

三田キャンパスは安全快適なキャンパス？

Ｐ36 米澤拓也(総政3年;角谷ゼミ)

料理レシピ動画を用いた類似レシピ検索に関する考察

Ａ会場（Ⅱ-101）

9:00
A201

適切な災害リスクガバナンスをどのように構
築するべきか

戦時下での家族形成から読み解く男女観

B201

C201
泉本可愛(総政3年;柴山ゼミ)他

FEMAをモデルにした防災・減災システム

A202

B202

Mental Care for Long-term Hospitalized
Children

森 みう(千里国際高3年)

10:00
A203

関学の災害時情報共有システムの調査と提
案

B203

日下まりあ(総政1年)他

10:30
A204

逃げて！～豪雨災害時素早く避難してもらう
ために～

11:00

B205
どうしてみんな消えちゃうの？

A206

B206

(

）

加治木茉穂(御影高2年)他

C206
廣田佳織(千里国際高3年)他

12:30

13:00
13:30
14:00

How Can ‘Drama’ in Junior High Schools
Improve the Japanese Education System?

「Worst Traffic on Earth」フィリピン・マニラの
渋滞事情

D206

What can social innovation contribute to
aging population in Sanda?

C207

中学校の部活動指導が教員に与える影響と
は？

南 将太(総政3年)他

14:30

各賞受賞者発表・全体講評（Ⅱ-102教室）

自由形式10

自由形式11

自由形式9

初田祐貴(総政3年;長峯ゼミ)他 ディアコンテンツ
の応用

日本の機関投資家の日本の石炭火力発電
部門からの投資撤退シナリオの検討

ハンター山下海(総

■9:00～12:00 ■9:00～12:00
YOUは何しに
総政へ？
総政へ？
（連続上映）
（個別視聴）

小見山珠実(千里国際高3年) 政4年;Tijerinoゼミ) YOUは何しに

鷲田丈記(御影高2年)他
誰もが住みたくなる、訪れたくなる街に
E205
𠮷田実央(葺合高1年)他
「生きている化石」カブトガ二を守れ！
E206
川上葉月(岡山龍谷高2年)
富士山を守るために、何ができるか？
E207
大西祥子(総政3年;宮川ゼミ)他

午後の学部＆同窓会共催の「OBOG×Students: For Your Career 経験を次世代に」に参加の方はⅡ-102教室に軽食を用意します。
リサーチ・フェア学生委員＋総合政策学部同窓会 共同企画
◆OBOG×Students: For Your Career 経験を次世代に◆
（Ⅱ-102教室）
詳しい内容は32～34ページを御覧下さい

国際交流
コーナー

ゴミの不法投棄とそこに介在するガバナンス 周知に向けたイ
について
ンタラクティブメ

見えないごみをなくそう！

小森朱夏(総政2年)他

休憩・昼食

自由形式
Ⅱ-108

井上湧貴(総政3年;今井ゼミ)他 ■9:00～10:30

E204

松添世菜(総政4年;Tijerinoゼミ）

永澤萌絵(葺合高2年)

12:00

休憩・昼食

D205
浅原朋佳(御影高2年)他

SDGsカードゲーム

なぜ新興国では急速にITが進んでいるの
か？

Ⅱ-107

他

坂上美玲(総政4年;Tijerinoゼミ)

小学生を犯罪から守れ！

杉田響香(岡山龍谷高2年)他

E203
澤田悠冶 (総政4年; 角谷ゼミ)

高谷昌樹(筑波大学大学院)
C205

番匠彩帆(兵庫高1年)他

伝えたい良さ，伝わってる?

D204

AR x 口コミ

環境ゴミ問題の

E202

D203
児童虐待の通告義務に関する教職員の認
識

これからの獣害、拡大防止
E201

金 昌民(総政4年;Tijerinoゼミ)他

梅宮咲恵(兵庫高2年)他

RAINBOW HUMAN RIGHTS

A205

D202

C203

Ｅ会場（Ⅱ-204）

吉田由紀子(総政3年;伊佐田ゼミ)他

条約難民への日本語教育支援の改善策

C204

日本人大学生と台湾人大学生のテレビ視聴
行動についての比較研究

「ホットペッパービューティー」を用いた美容院検索システムに関する考察

Ｐ52 サチダナンドC.リーナ(総政3年;Tijerinoゼミ） Pacman by Unity 3D

スマートフォンのセキュリティー

柏木麻理子(関西学院高3年)他

道本緑空(兵庫高1年)他

源平歴史街道ツアー

11:30

C202

親子はっぴーフェスティバル

川上真穂（岡山龍谷高2年）他

D201

松倉 悠(総政3年;山根ゼミ)他

井戸本将幸(総政3年;伊佐田ゼミ)他
B204

子どもの成長にとって良い認可保育園の園
庭とは

Ｐ37 鈴木杏奈（総政3年;角谷ゼミ）

Ｄ会場（Ⅱ-201）

どうすれば創造的な活動ができるか

仁木紅杏(葺合高2年)
大学生の友人関係と性格や信頼感が与える
影響

西宮西部工場のリノベーションによる新たな地域への貢献

口頭発表
Ｃ会場（Ⅱ-111）

Ｂ会場（Ⅱ-102）

田野圭史郎(総政3年;長峯ゼミ)他

9:30

土
曜
日

タイトル

発表者

Ｐ１ 岡本 茜(総政3年;宮川ゼミ)他

時間

第
２
日

ポスター発表（ディスカッションタイムは第１日［金］の14:00～15:00）
タイトル
No.
発表者
No.

中嶋一翔
(総政2年)他

中嶋一翔
(総政2年)他

入口

Ⅱ号館

リサーチ･フェア2018会場案内図
入口
▼
入口
▼

１階

Ⅱ-103
（開放）

Ⅱ-104
（開放）

◆受付

P１

P３

P５

P７

P９

P11

P13

P15

P17

P19

P21

P23

P25

P２

P４

P６

P８

P10

P12

P14

P16

P18

P20

P22

P24

P26

P
27

P
28

P
29

P
30

廊

Ⅱ－１０２
【Ｂ】会場

Ⅱ－１０１
【Ａ】会場

トイレ
女性

トイ
レ 階段
男性

Ⅱ－１０５

（開放）

Ⅱ-１０６
（本部）

Ⅱ-１０７
（自由）

２階

Ⅱ-２０２
（自由）

P37

P39

P41

P43

P45

P47

P49

P51

P38

P40

P42

P44

P46

P48

P50

P52
トイレ
女性

P31

P33

P35

P32

P34

P36

【Ｃ】会場
(ＥＣ･口頭)

Ⅱ－２０４
【Ｅ】会場
（口頭）

トイレ
階段
男性

国際交流
コーナー
（自由）

◆
受
付

階段

Ⅱ－１１１
階段

Ⅱ-１１２ トイ
レ
（自由） 女性

トイ
レ 階段
男性

Ⅱ-２０８ Ⅱ-２０９
（自由） （自由）

廊

Ⅱ－２０１
【Ｄ】会場

Ⅱ-１０９
(自由）

下

（ＥＣ・口頭／学生企画
／受賞者発表・講評会）

(ＥＣ・口頭）

Ⅱ-１０８
（自由）

▼

下

トイ トイ
レ レ 階段
女性 男性

階段

（口頭）

口頭：
Ｐ：
自由：
ＥＣ：

口頭発表
ポスター発表
自由形式
English Communication Presentation

３階

廊

階段

Ⅱ－３０３
（ＥＣ）

下

Ⅱ－３０４
（ＥＣ）

Ⅱ－３０５
（ＥＣ）

トイ トイ
レ レ 階段
女性 男性

Research Fair 第１日（11月16日［金］）
Research Fair EC Presentation Schedule 2018
(9:00～10:30）
■学外から来られた高校生の皆様へ
発表中の教室への入室は厳禁です（9:00、9:30、10:00の入れ替え時のみ入出可）。
教室のスペースで、学外からの高校生の方等の入室受入数に制限があります（下記注意）。
とくにⅡ-111、Ⅱ-303は教室が狭いため、入室できません。
学外者受入数
9:00～9:30
9:30～10:00
10:00～10:30
教室

Obesity
II-101

Haruji Ide
Ai Osaka

Low Birthrate
II-102

Fuko Ninomiya
Sara Yamaguchi
Noe Maeda
Rina Sawada

Poverty
II-111

Manami Ogawa
Nanami Hagihara
Yukuri Kamano
Ritsu Fuse

Obesity
II-303

Riona Shibata
Yuna Koketsu
Akiko Tanimoto
Shiori Fukui

Species Extinction
II-304

Minori Mukai
Kokoro Fujimoto
Azusa Terashima

Species Extinction
II-305

Yumi Nakagawa
Aoi Takeuchi
Kanako Yoshimura

Homelessness in the UK

Obesity

Iori Komiya
Ryo Hasegawa
Ryuto Kimura
Ryota Hashiguchi

Haruji Ide
Ai Osaka
Mao Asakura
Hikari Nighimura

Refugees

Low Birthrate

Yui Kurihara
Asato Shanai
Megumi Kuriyama
Destruction of the Oceans

Ayame Tsujikawa
Mayuko Abe
Moe Matsuno
Kyoka Hamada

Species Extinction
Yuka Yamamoto
Mao Fujimoto
Yui Hokakui
Fuko Shindo

Poverty
Kurumi Namikawa
Mizuki Kazama
Kaori Yoshida
Destruction of the Oceans

Nanaka Kashiwagi
Dahlia Amy Hill
Haruka Onishi
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Fuko Ninomiya
Sara Yamaguchi
Noe Maeda
Rina Sawada

Poverty
Manami Ogawa
Nanami Hagihara
Yukuri Kamano
Ritsu Fuse

Low Birthrate
Tomoki Mizuhara
Hiroki Ishida

Species Extinction
Minori Mukai
Kokoro Fujimoto
Azusa Terashima

Species Extinction
Yumi Nakagawa
Aoi Takeuchi
Kanako Yoshimura

高校生の
方等は60名
まで受け入
れ可能で
す。

高校生の
方等は80名
まで受け入
れ可能で
す。

教室が狭
いため、申し
訳ありませ
んが、高校
生の方等は
ご遠慮下さ
い。
教室が狭
いため、申し
訳ありませ
んが、高校
生の方等は
ご遠慮下さ
い。
教室が狭
いため、高
校生の方等
は20名が限
度です。

教室が狭
いため、高
校生の方等
は20名が限
度です。

第１日（11月16日）口頭発表A会場（Ⅱ号館101教室）
11:00 「あなたの不満を買い取ります」のテキストマイニングに関する研究

林 利憲（総政Ｍ２）

A101

本研究では、国立情報学研究所を通してInsight Tech, Inc.より提供された不満に関するデータ「あな
たの不満を買い取ります」の不満投稿情報と投稿ユーザ情報を用いて、テキストマイニングを行った。
不満投稿情報は2015年3月18日から2017年3月12日に投稿された5,248,820レコード、9フィールド、投
稿ユーザ情報は182,242レコード、10フィールドより構成される。 本研究は特に不満投稿情報の「外
食・店舗」「家族・親戚」「IT・Webサービス」のカテゴリに焦点を絞り、フリーソフトであるKH Coderを用
いて分析を行った。この結果、各カテゴリの不満の原因や、その解消に関する指針を明らかにするこ
とができた。

11:30 楽天トラベルにおける苦情データのテキストマイニングに関する研究

成川健太郎（総政Ｍ２）

A102

本研究では、国立情報学研究所を通して楽天株式会社より提供された楽天トラベルの施設、レ
ビューに関するデータのテキストマイニングを行った。提供されたデータは2005年度〜2015年度に収
集され、320,211レコード、１レコードあたり10フィールドにより構成されたビッグデータである。なお、提
供されたデータは宿泊施設に関する「情報・感想」、「苦情」に大別することができ、ここでは後者の「苦
情」に焦点を絞った。この上で各宿泊施設の苦情の原因を明らかにするとともに、宿泊施設自体が持
つ属性の違いからも苦情の特徴を分析し、問題解消に有益な知見の獲得を試みた。

12:00 フィリピンにおける廃棄物問題改善への提言～ヌエバ・ビスカヤ州バヨンボン市を事例として～

小池貴子（総政Ｍ２）

A103

増え続ける廃棄物は、世界中で様々な問題を引き起こしている。本研究の対象地域であるバヨンボ
ン市では、人口増加と経済発展により廃棄物、特にプラスチックごみの量が増えているが、処理方法
は基本的に埋め立てるだけであり、適切な方策がとられていない。またプラスチックごみの中で大きな
割合を占めるレジ袋は、下水道に詰まることにより洪水の被害を拡大してしまっている。本発表では2
度にわたる現地調査の結果を用いて、フィリピンにおける廃棄物問題の改善には何が必要であるの
かを、バヨンボン市を事例として考察する。

12:30 農村地域におけるホームステイツーリズムの可能性
〜ネパール、アータル村での取り組みに対する提案〜

内藤早百合(総政M２)

A104

外貨獲得や地域の収入に繋がる観光業は多くの国において重要な産業であり、近年特に発展途上
国では開発を大きく助長する一方法として注目が集まっている。南アジアに位置するアジア最貧国の
ネパールにおいてもそれは例外ではない。国内最大の観光資源であるヒマラヤ山脈に加えて新たな
観光形態の模索が始まっている。本発表ではネパール国内でも比較的新しい観光形態である農村
ホームステイツーリズムに焦点をあて、従事者にどのような恩恵を与えているのか、また今後発展の
ために何が必要か等を現地調査の結果をもとに考察する。

13:00 中国におけるテレビ視聴行動に関する研究

文 凱瑩（総政Ｍ１）
インターネットの進展とSNSの普及により、テレビの視聴行動が変化してきている。テレビを見ながら、
SNS上に書き込む人は増加している。日本ではテレビの視聴行動に関する研究が盛んに行われてい
A105 るが、中国ではほとんど行われていない。本研究では、中国におけるテレビの視聴行動とそれを決定
する要素を明らかにすることを目的として、アンケート調査を実施する。分析の結果、インターネットと
テレビを同時利用する人は自己開示欲が高く、所属感を獲得したいと考える傾向があることを明らか
にする。
13:30 設問設定が世論調査に与える影響～マスコミ各社のデータを用いた比較検討～

大山康平（総政Ｍ２）

A106

本研究は社会調査としてのマスコミ各社の世論調査を分析している。概ね月に1度程度行われ、その
結果が政治・政策形成過程に影響を与えるともいわれている。しかしながら世論調査の結果がマスコ
ミによって異なることも多く、その結果を疑問視する声も上がる。そこで、WEBなどに公開されている世
論調査データを収集し、統計解析を行った。これまでの研究でマスコミ間に統計的有意差があること
は明らかになった。今回のリサーチフェアではさらに踏み込み、特に重ね聞きや選択肢の数といった
マスコミよって異なる設問の違いに着目して発表を行う。
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15:00 途上国の貧困農村地における生活習慣病対策の検討～フィリピン ヌエヴァ・ビスカヤ州を事例に～

高橋知雅（総政Ｍ１）

A107

開発途上国では感染症や小児疾病といった途上国特有の保健問題がある一方で、近年生活習慣病
が増加し途上国政府にとって大きな課題となっている。また、生活習慣病は農村部や貧困層にも広が
りを見せており、貧困状況を悪化させる要因ともなり得る。このような背景から、途上国の生活習慣病
を取り巻く現状についてフィリピンの農村地帯であるヌエヴァ・ビスカヤ州を事例に行った調査を、近年
国際保健の分野で注目を集めているユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC）の視点を加えながら分
析し、対象地域においてどのようなアプローチが必要であるかを考える。

15:30 セクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス向上のための住民主体の開発
〜フィリピン母子保健プロジェクトを事例として〜

北川そら（総政Ｍ１）

A108

「セクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（SRH/R）」とは、性と生殖に関する身体的、精神的、
社会的健康と、それを享受する権利を指す。途上国において、妊産婦死亡や望まない妊娠、ジェン
ダーに基づく性暴力などSRHに関する問題は深刻であり、ジェンダー不平等の社会で女性の命と人権
が脅かされている。 本研究では、JICAによるフィリピンでの母子保健プロジェクトを事例として、プロ
ジェクトの成功要因と課題を、男性の参加に着目して考察し、SRHの向上とジェンダー平等のためにど
のような住民主体の開発が必要か検討する。

16:00 映画予告における制作者バイアスの抽出と自動予告編生成

柿本穂香（総政Ｍ１）

A109

映画の予告編は特定のターゲット設定に従って編集され、その過程で様々な演出を付与される。そ
のため、編集に用いるシーンの選び方や、演出の種類は限定されてしまう。映画の予告編を視聴する
ユーザにとって、作品中に自らの趣向に即したシーンが含まれるかどうか判断するのは極めて困難で
あり、これに起因する映画鑑賞の機会損失は、映画の製作側にとっても不利益となる。本研究では、
映画の予告編に含まれる演出バイアスの抽出を行い、抽出した演出を用いて、ユーザの趣向に即し
た予告編生成方式の提案を行う。

16:30 中国・青島市における里院建築地区の再生に関する研究－膠州路中心地区を事例として－

高 峰（総政Ｍ１）

A110

ドイツの租借地であった青島では、「里院」と呼ばれる独特な住宅建築が形成された。現在、青島市
政府が主体となり、100年以上の歴史を有する里院建築地区をすぐれた歴史的遺産として保存再生さ
せるプロジェクトが進行中である。しかし、その進め方は必ずしも順調とはいえない面もあり、プロジェ
クト期間、予算面、住民の扱いなどで様々な問題も存在している。本研究では、里院建築地区の再生
に関する現状と問題点を明らかにし、よりよい保存再生のための方策を検討、提案する。

17:00 大阪市平野区昔の音風景と今の音風景の比較から人に対するいい音の環境を研究する

馬 欣媛（総政Ｍ１）

A111

音環境は日常生活に重要な構成部分と思われている。心地良い音環境は人々の心身健康にとって
重要な影響要素になると思われている。平野区は、昔の文化の影響が今も残っている。多様な博物
館に過去の文化が展示されている。中に、昔の音を記録した音の博物館がある。本研究では、平野
区今と昔の音風景を比較した上に、文献調査とアンケート調査要素によって、人間にとって心地良い
音環境を探究する。

17:30 大規模オンライン・ユーザ不満データを用いた不満解消方法の抽出

楊 靚（総政Ｍ１）

A112

現在、多くのユーザがインターネットを介して特定な会社やサービスに関する不満を投稿している。不
満などの多くの否定的な意見は、特定な会社やサービスに対するユーザの知識不足によって投稿さ
れている。しかし、不満の内容に対応する解決策の検索キーワードを入力することは手間もかかり、
最適な検索結果を選択する必要もある。本研究は不満買取センターで投稿されるネガティブな意見情
報を用いて、不満内容に対する不満の特徴語を抽出し、不満を解決する方法あるいは減少させる方
法を検索できるwebクエリの自動生成手法の提案を行う。
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第１日（11月16日）口頭発表B会場（Ⅱ号館102教室）
11:00 大学生のInstagram依存要因に関する研究

梶谷和矢(総政４年；伊佐田ゼミ)

B101

近年、Instagramに依存してしまう若者が増加している。健全なInstagramの利用を考えるためにはど
のような性格特性・使用方法が依存に影響を与えているのかを発見することが急務である。近年使用
者が急増しているInstagramだが、TwitterやLINEと比較すると、先行研究は少ない。また、Instagram依
存研究は心理的側面に焦点が当てられている一方、LINEやTwitterで研究されているユーザーの使
用方法などの側面からは研究が行われていない。本研究では大学生を対象にアンケート調査を行
い、「スルースキル」「表現法配慮」「所属感」「衝動性」とInstagram依存との間に関連があるのかを相
関分析を用いて明らかにする。

11:30 Instagram ～その光と影～

小平彩絵（総政３年；宮川ゼミ）・五十嵐百香・鳴瀬紗穂・橋本理沙

B102

SNS（Social Networking Service）は、人間関係の構築や情報収集の手段として広く利用されており、
私たちの暮らしを豊かなものにしてくれている。しかし、その一方で、SNSには、利用方法によっては、
様々な危険性も潜んでいる。また、写真や動画を撮影するために社会的マナーに反する行動をとる人
がおり、それがニュースとして報道されることもある。本研究では、SNS全般を扱うが、その中でも特に
Instagramに注目する。各種報道を分析するとともに、ユーザーを対象にインタビュー調査やアンケート
調査を実施することで、SNSの利用実態や問題点、改善すべき点について検討を行う。

12:00 既婚女性の結婚前後における趣味活動の変化

中平桜緒（総政３年；四方ゼミ）・小池菜津美・長次もも・宮川帆風

B103

言論や思想、表現を自由に共有し合える時代に伴い、私たちの趣味というものも多様化している。し
かしながら女性が結婚をしている場合、家族形態や年収、子供の有無などで趣味活動の変化がある
のではないかと考えた。そこでわたしたちは既婚女性を対象としてアンケート調査を行い、実際はどう
なのかを調べる。

12:30 韓国社会問題～自殺の背景から日韓社会を比較する～

田原克樹（総政３年；柴山ゼミ）・西村月乃・藤永真衣・吉田智香・南野はずき

B104

近年において「自殺」が社会問題と呼ばれるほど深刻なものになってきている。日ごろ何不自由なく
暮らせているのにも関わらず、なぜ「死」を自ら望むのか。この新たな社会問題は韓国だけでなく、日
本でも際立っておりもはや早急に対策を考えなければならない。「自殺」を促進させている社会問題や
風潮は何か。先進諸国の弱点とは何か。将来的な見解や解決策はあるのか。「自殺」という社会問題
に直接的・間接的に関わっている他の社会問題や風潮を日韓比較で考え、その中で「自殺者」のパー
ソナルストーリーや問題解決の糸口を探していく。

13:00 無料なのになぜ課金する？～個人側の内的要素と運営側の外的要素から見極める～

段 強（総政４年；Tijerinoゼミ）

B105

現在、ゲーム市場において、スマートフォンを媒体として急激に勢いを伸ばしているのはソーシャル
ゲームである。ソーシャルゲームは、自分でゲームを楽しむだけでなく、複数の利用者と共にゲームを
進めることができ、魅力的なジャンルである。一方、基本的なプレイは無料だが、よりいい体験を楽し
むために、課金という行為が生まれる。しかも、その中で、重度な課金は個人や家庭に負担をかけ、
問題視されている。今回の研究の目的は、たとえ無料でも、課金しようとする行動とユーザの性格など
の個人的要素との関連性およびユーザーに課金させるという運営側の戦略を考察する。

13:30 VR酔いの原因

嶋 睦弥（総政4年）

B106

近年広まっているバーチャル・リアリティ（VR）に関して、「酔う」ことが報告されている。今後社会にVR
がより広まることが予測される今、この酔うという現象を解決することは急を要する。そこでVRを使用
し比較実験を行い、どのような要因で酔うのかについて研究を行い解決策を出す。手法としては、調
査をもとに、まず酔う原因の仮説を立てる。次にVRを実際にヘッドマウントディスプレイを使用し、実験
前・実験後でデータを取る。そして最後に立てた仮説が正しかったかを検証し、打開するための解決
策を考える。
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15:00 日本は高福祉国家になることは可能なのか

岡部亜美（総政３年；坂口ゼミ）・新後裕子・山田有紗

B107

現代の日本社会で最も重要な課題の一つといえる少子高齢化は今後本格的に進むと考えられる
が、これと同時に日本に潜む貧困が悪化する可能性も否定できないだろう。このような将来を見据え
て、果たして国民の生活を支えるべき社会保障制度は十分に機能しているといえるだろうか。理想の
日本社会とは、高齢者サービス、教育、子育てにより目を向けた社会だと考える。しかし、理想と現実
には大きなギャップがある。そのギャップを充実した社会保障制度をもつといわれる北欧の制度を日
本社会に適用して埋めることは可能なのか、そして日本の社会の在り方について論じたいと思う。

15:30 「女性が活躍できる社会の条件とは～今の日本に何が欠けているの～」

奥田朝（総政３年；坂口ゼミ）・松浦千賀・細野弘奈・真銅奈央・上田友香・永嶋里香
／谷本奈美子（総政４年）
B108

現代の日本では女性の社会進出が進み共働きが増加している。そこには海外諸国と比較すると多
くの問題が存在する。最近では第2次安倍政権の政策の目玉である「アベノミクス」にも女性の社会進
出が盛り込まれたが、果たして日本の女性はこの変化を実感することが出来ているのだろうか。現状
は「男女平等」とは言い難く、女性が活躍できる環境が整っているとは言えない。 女性がより活躍でき
る環境とは何か、少子高齢化など、日本が抱えている問題を踏まえ、男女の賃金格差や育児休暇制
度を他国と比較しながら女性が活躍できる社会の条件を明らかにする。

16:00 人的資本投資と外国人労働者への抵抗感との関係

加藤駿（総政３年；四方ゼミ）・佐野里沙子・松尾優紀・前岡駿甫

B109

現在の日本では労働力不足が深刻化しており、それとともに貴重な人材として外国人労働者は重
要視されている。外国人労働者が年々増加している中で、外国人との共生が必要となるものの、実際
には彼らとともに働くことに対して抵抗感を持つ日本人もいるだろう 。私たちはこの外国人に対する抵
抗感の大きさと、人的な資本投資に関係があるのではな いかと考えた。その関係を明らかにしたうえ
で、外国人労働者にとって良い職場を作るための提案を行う。研究方法は、リクルートのワーキング
パーソン調査2008のデータを使用し分析を行う。

16:30 生活困窮者自立支援制度が生活保護率に与える影響について

石丸拓実(総政３年；亀田ゼミ)・猪木茜／梅田佳奈(総政２年)・國本大輔

B110

1990年代のバブル崩壊、2008年のリーマン・ショックなどの厳しい社会経済情勢の影響から、2009
年7月には完全失業率が5.5%に至るまで日本の貧困は悪化し、同時に生活保護の受給に至る人が増
加した。 生活困窮者は、経済的困窮、社会的孤立といった様々な複合的課題を抱えている場合が多
いと言われており、従来の縦割り行政では支援が十分であるとは言い難い。 また厚生労働省は、生
活保護に至る前の段階の生活困窮者に対する自立支援の強化を目的とする生活困窮者自立支援
制度を平成27年4月に施行したが、制度の実施状況は自治体によって格差があり、また制度の効果
検証も十分になされていない。 そこで本研究では、生活困窮者自立支援制度の真の効果を明らかに
する。

17:00 How to improve the quality of Technical Intern Training Program

福永未希(総政２年)・藤岡汐音・工藤梨乃

B111

These days, the number of working population in Japan is decreasing, so Japanese government try
to accept foreign trainees. However, there are a lot of problems, for example, some offices admit
trainees to keep personal expenses low and force trainees to work illegally. In addition to unfair labor
practice for trainees, there are some cases that trainees disappear. Even though the government
has approached to these problems, but they remain unsolved. In this presentation, we suggest about
the solution for these causes.

17:30 国際的にみる地方創生～地方で働く外国人労働者について考える～

中畑和（総政３年；村田ゼミ）・伊藤裕世・常有理紗・遠藤大輔・大熊聖怜・カーネルジェイ

B112

近年、日本では特に過疎地域である地方で少子高齢化に伴う人口減少が大きく見られる。都市へ
の人口集中が進む中でどのような取り組みが必要だろうか。私たちのゼミでは地方創生と国際協力
を基に問題の解決に取り組んでいる。地方創生によって外部の人々がやってくる魅力を見出し、そし
て世界中の人々を巻き込むことによって国際協力へと繋がるのではないかと考えている。ここ数年、
日本でも外国人労働者の受け入れがよく見られる。彼らを地方へ導くことにより、日本の抱える人口
減少問題を解決することができるのではないかと考えている。
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第１日（11月16日）口頭発表C会場（Ⅱ号館111教室）
11:00 韓国外交対中国〜安全保障と経済の観点から〜

鄭 勝中(総政３年；柴山ゼミ)・池田真実・長掛英里子・小田まりん・九十九美帆
C101

南北首脳会談が行われ、朝鮮半島の南北統一へ一歩近づいた中、韓国の外交政策について研究す
る。韓国はいまどのような対応を行なっているのか。また、これからどう対処しなければならないのか。
そして、今回は、その韓国に重大な影響力を及ぼしている中国に焦点を当てる。北朝鮮問題、南シナ
海問題など、日本も決して無視することのできない韓国対中国外交。東アジアの安全保障問題に迫
る。

11:30 Why does hunger happen?

浅野咲菜（京都学園高１年）・朝山真衣・奥田琉奈・髙山あさひ

C102

The main goal of SDG2 is “Zero Hunger.” We chose to research this because hunger is directly
connected to our theme of food. We thought there are two reasons for hunger at this time: small
amount of available food, and poor quality of ingredients. We thought one big cause of food shortage
is the trade deficit in the import and export of food products and we examined Ethiopia as an
example. The poor maintenance of infrastructure is also a large issue and a major cause of food
shortage. We examined Africa as an example of poor infrastructure. We will present in detail about
how to resolve hunger from the aspect of food shortage and quality.

12:00 Does Eco-Habitat Kwansei Gakuin play a role as a student's branch of Habitat for Humanity?
～through the activity of building houses in the Philippines～

中根 杏（総政２年）・松下 蘭

C103

Kwansei Gakuin University has many volunteer organizations, Eco-Habitat Kwansei Gakuin is one of
them. This organization is the student's branch of Habitat for Humanity. Habitat for Humanity is an
NGO dealing with living environment issues in 80 countries. However, some members of Eco-Habitat
Kwansei Gakuin join the program which iHome provides in Philippines every year. iHome is different
organization from Habitat for Humanity. In Philippines, they help to build houses and interact with
children. In this research, we search whether Eco-Habitat contributes to Habitat for Humanity in
order to play a role as a student's branch by interviewing the member of Eco-Habitat. In addition, we
search and analyze how to become the more appropriate activity in Philippines.

12:30 Relation of Hunger and Food

安藤めい（京都学園高１年）・古市果子・村上結菜・渡辺くるみ

C104

We will present about SDG2 concerning hunger and food. We chose to research about hunger
because various problems which occur in the world can be connected to hunger. First of all, hunger
is defined as not eating sufficiently for an extended period and having lack of nutrition, and survival
and a social life are in the state which becomes difficult. About 815,000,000 people in the world are
experiencing hunger now, which is about 1 in every 9 people. The causes we know at present are
natural disaster, population growth, and internal warfare. We think that most of farm produce is being
sold to developing countries for higher profits. We will show why this is the biggest cause of hunger.

13:00 フィリピンのゴミ山に残る課題〜人間らしい生活に向けて〜

郡優海子(総政３年；小西ゼミ)・大澤香里南・坂口 歩・田畑亮馬

C105

著しい経済成長を遂げるフィリピン。しかし、その一方で政府のゴミ山問題への着手は希薄になって
いるのが現状である。私達は現地視察を通じて、ゴミ山の閉鎖後も劣悪な環境の下、スカベンジャー
として生計を立てている人々を目の当たりにし、問題意識を強く感じた。このゴミ山に依存している生
活環境から抜けだすにはどのようなアプローチが必要だろうか。政府から草の根、様々なアクターから
最も実現可能性のあるものを比較検討し、解決策の提案を行う。

13:30 開発途上国への都市計画策定・実施能力の技術移転はどうあるべきか？

宮本麟太郎（総政４年；角野ゼミ）

C106

開発途上国では、人口の自然増及び社会増により、都市部の高密度化・スプロール化が発生してい
る。同時にインフラ不足が原因で、都市の機能不全がますます深刻となっている。我が国はJICA等を
通し、専門家を派遣する形で都市開発マスタープラン（以下M/P）策定等を実施してきた。しかし、
M/Pが策定される一方で、M/Pの策定能力や現地職員の能力向上には未だ多くの課題が存在する。
そこで、技術移転の観点から、我が国の都市開発分野における開発計画調査型技術協力のボトル
ネックとなっている課題を明らかにするとともに実施すべき政策を探る 。
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15:00 楽天市場における商品評価データのテキストマイニングによる店舗の特徴抽出

南木 望（総政４年）

C107

本研究では、国立情報学研究所を通して楽天（株）より提供された楽天市場の商品レビューに対する
テキストマイニングを行った。提供されたデータは2012年1月～12か月の間に収集されており、このう
ち最新の12月分を分析に用いた。それは2,181,861レコード、1レコードあたり15フィールドで構成されて
いるビックデータである。ここではその中でも年間を通じ購入されると考えられる「サプリメント」、「コー
ヒー」の商品レビューに焦点を絞り、各店舗の経営戦略に資することを目的として、商品、店舗ごとの
特徴を抽出しその比較を行った。

15:30 ネイル市場の発展 ～ネイルをビューティから医療へ～

村田まなみ（総政３年；古川ゼミ）・木村朱里・貞光旦就・鶴田将太郎・羽場稜真

C108

「ネイル=おしゃれ」、そんな常識を覆し、新たな市場を開拓したいと考えました。今回私たちは、ネイ
ル業界の第一線で活躍されている企業様の協力のもと、データを用いて市場の成長戦略を考えまし
た。 「ネイル＝女性」という概念は時代の変化を経るにつれて定着してきました。その理由は、ネイル
業界の対象のほとんどが女性のおしゃれをターゲットにしている現状です。 それに、企業様の売り上
げが頭打ちであることから、ネイル市場全体の問題と捉え、日頃のよくある悩みから、成長戦略、商品
開発の提案をします。

16:00 不満データに基づくテキストマイニングによる食品・飲料メーカーの比較

鹿児島勇人（総政４年）

C109

本研究では、国立情報学研究所を通して株式会社インサイトテックから研究用に提供された「あなた
の不満を買い取ります」の不満投稿情報と投稿ユーザ情報に対し、テキストマイニングを行った。不満
投稿情報は2015年3月18日～2017年3月12日に投稿された5,248,820レコード、9フィールド、投稿ユー
ザ情報は182,242レコード、10フィールドよりなる。ここでは特に「食品・飲料」のカテゴリに含まれる
「チョコレート」「アイスクリーム」「清涼飲料水」に着目し、メーカー間の比較を行った。

16:30 オークションサイトデータによるスニーカー価格の比較分析

松浦圭吾(総政３年；山田ゼミ)

C110

近年、フリマ市場の驚異的な拡大により、物の売り買いが非常に簡単になった。昔は、一部の限られ
た人達だけがオークションサイトを使い、その他の人々はリサイクルショップに自分の使用したものを
持っていき、換金を行っていた。しかし、今では、誰もがフリマアプリを使い自分の持っている物品を仲
介業者を介さずネットオークションで直接換金できることで、中古品売買のハードルが大幅に下がっ
た。本研究では、このようなオークションサイト、特にフリマ市場と呼ばれるサイトでのスニーカーの売
買を対象にスニーカーのブランド、色、型、素材ごとに中古品の値付けとの関係を定量的に分析する。

17:00 深層学習を用いた刺身画像からの魚種識別

東 美佳（総政４年；山田ゼミ）

C111

本研究では機械学習技術により刺身から魚の種類を識別できるかを検証する。人工知能の一分野
である機械学習の中でも深層学習を利用した画像認識技術はスマートホンなどのモバイル端末でも
実用化されつつある。そこで人間にも識別が難しい刺身から魚の種類を識別するシステム構築を目指
す。本研究では、写真共有サイト「Flickr」から収集したタコ、イカ、マグロの３種類の刺身の画像をデー
タとし、深層学習のモデルの中でも代表的なCNN(Convolutional Neural Network) を利用してシステム
化した。刺身から魚の種類を識別する性能を検証しながら、機械が魚の種別を正しく識別するための
ポイントを見いだす。

17:30 営業スタイル（ワークショップ型）の可能性について～こだわりのあるモノで商品開発してみた～

後藤香林（総政３年；古川ゼミ）

C112

あなたにこだわりのあるモノはありますか。私はリュックサックにこだわりがあります。「ここがこうなれ
ばもっと良いのに」という思いから、商品開発をしてみようと考え、この研究を始めました。今年の5月
から某有名アウトドアメーカー様と商品化に向けて共同で開発しています。今回の発表では営業スタ
イルという理論に落とし込み、ワークショップ型の可能性についてお話しさせていただきます。私は商
品開発を行う上でワークショップ型が社会的な意義を持つのではないかと考えています。企画・デザイ
ン・こだわり・モノづくりに関心のある方、是非お集まりください。

11

第１日（11月16日）口頭発表Ｄ会場（Ⅱ号館201教室）
11:00 三陸産牡蠣のマーケティング戦略について～幻の牡蠣食べたくない？～

後藤果林(総政３年；古川ゼミ)・山下 彩・曽我部愛・田中達大・奥垣里咲・大谷有祈・西村優希

D101

皆さんは三陸産の幻の牡蠣を知っていますか？関西地区ではそのような牡蠣でさえも知名度が低い
という現状があります。その原因として東日本大震災の風評被害が挙げられます。今回私たちはター
ゲットを関西の学生に絞り、アンケート調査を行い分析しました。アンケート結果と漁師さんの声を踏ま
え、三陸産の牡蠣を知ってもらえるようなマーケティング戦略を提案します。少しでも三陸産の牡蠣の
魅力を伝えることができれば光栄です。

11:30 観光地の施設における津波避難対策〜和歌山県白浜町を事例に〜

山本拓也(総政３年；照本ゼミ)・渡辺仁美・中尾美友・上松元太・長井理丘

D102

和歌山県白浜町は夏場には多くの観光客や海水浴客が集まる観光地であるが、南海トラフ地震が発
生した場合には巨大な津波が襲来し、甚大な被害が予想される地域である。 本研究は和歌山県白浜
町における津波避難対策について観光施設や宿泊施設の従業員の視点で考えたものである。2018
年8月に観光施設、宿泊施設の従業員に対するヒアリング調査を行い、現状の課題を認識した上で
2018年10月にアンケートを用いた調査を行い、津波避難時の課題を施設従業員目線で明らかにし、
分析を行なう。

12:00 三田の体験型観光～五感で味わう三田～

片岡夏紀（総政３年；清水ゼミ）・島野菜央・重本香澄・網廣達也

D103

三田市には多くの体験型観光がある。しかし、私たち大学生にはあまり知られていないのが現状であ
る。既存の体験型観光を活かし、大学生に三田のことをより知ってもらいたいという思いから、私たち
は大学生に向けた三田の体験型観光のルート提案を行う。実際に三田の体験型観光に訪れて事業
者の方にインタビューを行ったり、関学生にアンケートを実施して分析を進めていく。この提案により、
大学生が三田の体験型観光に行き、三田に関心を持つ。そして、三田の賑わいが増し、知名度が上
がることを期待する。

12:30 丹波まちづくり～ブランド力向上計画～

卯野郁也(総政３年；客野ゼミ)・北尾瑞季・田村ひなた・米村美咲

D104

兵庫県丹波市では、長年にわたり人口減少が進んでいる。その問題を解決するため、今ある観光資
源や農産物を活用するまちおこしにより、雇用を生み出すことを目的とする。現在ある丹波栗などの
丹波ブランドの新たな活用方法を提案することで、さらなる知名度向上を図る。研究は数値データを用
いて、実現可能な解決案であるかを検討する。丹波市の魅力を発信し、たくさんの人に訪れてもらえる
ようなまちづくりを目指す。

13:00 白浜町における観光客の津波避難に関する意識調査

永瀬怜（総政３年；照本ゼミ）・瀬川純奈・楊 晨敏・吉本敦輝・林 真弥

D105

和歌山県白浜町は近い将来、南海トラフ地震発生によって、多大な津波被害を受けるとされている地
域である。白浜町には夏場多くの観光客が訪れるため、地震が発生した際に観光客の避難誘導を行
う必要があるが、それには問題が山積みである。 本研究では津波が起こった際、観光客を迅速に避
難誘導し、1人でも多く避難させる案を提案することを目的としている。8/20～8/22の期間中、和歌山
県白浜町の白良浜にいる観光客を対象にヒアリングによるアンケート調査を行い、結果のもと現状の
課題を分析する。

13:30 廃油から生まれる光～東近江市コトナリエを例に～

月俣慎二 （総政３年；今井ゼミ）・町田光穂・ソンヨンフン・與座妃奈乃
私たちは廃油について研究してきました。飲食店や一般家庭で多く捨てられている廃油の現状を知り、
また、それらによって起こる環境被害について調べ、廃油をリサイクルすることによってどれだけ環境被
D106 害を減らせるかを提示します。更に、自分たちで廃油を再利用できないかを考え、廃油をバイオディーゼ
ル燃料に変えることができることに着目しました。そして、それらを利用しイルミネーションをすることに
よって廃油の再利用の可能性についてもっと多くの人に知ってもらいます。
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15:00 The impact of conventional teaching on English language classes in Japan

岡田美涼（総政３年）・岩田優希

D107

Our presentation is focused on the Japanese English language class which has formalities, highlyguarded behavior and social rules. Is there any experience teacher asks your class something, but
refuse to do answer or even no one tries to do it due to shyness? We researched and will present
on factors that are related to student's unwillingness to participate in class, especially in English
class, and explain any suggestion to it

15:30 Japanese English Education from Elementary through High School

山下佳純（総政３年;Ono Leslieゼミ）・根木亜理沙

D108

The purpose of this presentation is to investigate the current situation of English education in
Japan and to clarify the problems. In Japan, there are not many people who can communicate by
using English. However, in order for globalization to progress, and particularly with the Tokyo
Olympic Games being held in 2020, English education is becoming increasingly important. Based on
our preliminary research, we will suggest an improvement plan for English education in Japan.

16:00 A Comparison between the Japanese and South Korean English Education Systems

浦田真理子（総政３年;Ono Leslieゼミ）・下地愛美

D109

South Korea has one of the highest levels of educational standards and both society is academic
background-oriented society . In addition, South Korea is one of the part of Asian country as Japan
and both countries learn English as the second language. However, there are big differences of
academic skills. Therefore, this presentation will present the results of the causes of differences
and the solution that can be better the Japanese English education.

16:30 The psychological effects of study abroad

上野峻平（総政３年;Ono Leslieゼミ）・北谷春来

D110

Nowadays, the number of Japanese people going abroad is increasing year after year, and also the
number of foreigners visiting Japan is increasing: people in around the world are getting more
involved in foreign culture and international affairs. We researched effects of study abroad
psychologically, such as culture shock and effects of cross-cultural experiences on university
students’ personalities. Audiences would be able to learn not only positive aspects of studies
abroad, but also negative aspects.

17:00 喜界語の研究

足立侑実(総政４年;本田ゼミ)

D111

去年よりゼミで取り組んでいる鹿児島県奄美群島の北東部にある喜界島に存在する喜界語と呼ばれ
る消滅危機言語についての研究である。喜界語は、2009年にユネスコによって危機言語に指定され
ており、本土方言と喜界語には発音や文法に明確な差異が認められる。本土の人間と喜界語を母語
とする人間が会話をした場合 意思の疎通は到底できない程に本土方言と喜界語は異なっている。具
体的な研究の取り組みとしては、喜界語の格について掘り下げており、この離島で言語がどのような
変質を遂げたか、本土の方言とどこまで隔たっているかを調べるのがこの調査の目的である。

17:30 Issues and perspectives of teacher training policy in Cambodia

中岡航太郎(総政３年)

D112

This research focuses on teacher training policy in Cambodia. After the genocide by Pol-pot
regime, shortage of qualified trained people in several field has been getting worse in Cambodia.
Especially, education problems of quality and quantity of teaching staff in Cambodia has been
reported by various sectors. SDGs goal4 mentioned that improving teacher quality is very crucial for
high quality of education in developing countries. Moreover, Ministry of Education, Youth and Sport
in Cambodia also has published their action plan named "Teacher Policy Action Plan" to progress
their education quality. My presentation goal is to analyze the teacher training system in Cambodia,
and then suggest future policies.
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第１日（11月16日）口頭発表E会場（Ⅱ号館204教室）
11:00 Clean Meat

濱村海都貴（京都学園高１年）・神元理丘・金山 遼・川勝将吾

E101

Our group selected SDGs13. Therefore, we are researching things that can help stop the problems
associated with SDGs13 such as global warming. We defined climate change's main cause as an
increase of greenhouse gases such as carbon dioxide and methane. Therefore, we are thinking how
to decrease GHG(Greenhouse gas). In particular, methane gases have a greenhouse effect more
than ten times that of carbon dioxide, so we consider that this is the most serious cause. We believe
the biggest source of methane emissions to be from livestock. As methane makes up a big
proportion of total GHGs, we have decided to research how to reduce this gas.

11:30 日清食品さらなる躍進！～中国における市場シェアの拡大～

浅井美祈（総政３年；安ゼミ）・志賀 匡・國光香保・坂本愛菜・鈴木優樹・古谷滉子・松本奈々・吉田瑞希

E102

日本で発明された日清食品の「カップヌードル」を機に今や世界中でも大人気のインスタントラーメ
ン。本研究では、即席麺業界の中でも世界で高いシェア率を確保している日清食品に着目する。日清
食品は国内外で高額な利益を得ている一方で、中国市場においてはシェア率6位であり競合他社に
遅れを取っている。そこで、海外の競合他社との比較を通して、日清食品の強みと弱みを明らかにす
る。最後には、日清食品が中国市場でシェア率を拡大するためにはどのような戦略が必要かを考察
する。

12:00 平成最後のブーム ～宇宙食販売戦略～

丹羽慶樹（総政３年；古川ゼミ）・斎藤禎紀・西村りか子・龍治美幸・林原未和・若林さつき

E103

これまでの宇宙食の概念は、宇宙飛行士が宇宙船の中で十分な栄養を摂取するための食事にしか
過ぎなかった。その宇宙食が実際は一般食としても扱われているにもかかわらず、市場には出回って
いないという事実を発見した。さらに近年は宇宙に関するニュースを目にすることが増え、一般人にも
より身近に感じることから、今後需要度が高まる可能性を感じた。 そこで、現在宇宙食が置かれてい
るニッチ市場から市場の拡大化を図り、宇宙食が大衆商品として扱われるようにするため、仮説設定
およびアンケートをもとに新たな販売戦略を提案する。

12:30 ヌエバ・ビスカヤの農民を救え！

西川由菜(総政３年；西野ゼミ)・石丸加菜・寺井里奈・中尾謙斗・中岡航太郎

E104

途上国の農家は、彼らが作る農作物を糧に生活している。しかし、日本農家のような進んだ農業技術
を持たない彼らは持続的な農業を営むことが困難である。特に近年の気候変動がもたらす影響は大
きい。そこで今回、我々はフィリピンの首都マニラからバスで約8時間の場所に位置するヌエバ・ビスカ
ヤの農村に赴き、彼らの抱える問題や現状をインタビューを通して調査した。その調査結果をもとに台
風や大雨から彼らの作物を守るため、ソーシャルビジネスという手法を用いて解決策を提案する。

13:00 Stop Food Loss for the Hunger

尾崎姫菜乃（京都学園高１年）・立石瑞木・寺尾帆礼・小倉千怜・中井瑠奈

E105

We would like to discuss in summary our research of responsible consumption and production. We
thought that the primary causes of this problem is food loss. We found that food loss occurred in
terms of both production and consumption, while we were investigating it. Therefore, we thought
that food loss was the main cause of hunger. Also, it became clear that the stage where food loss
occurred will differ between developed and developing countries, and we learned that the reason for
this has changed significantly depending on the situation of the country. Knowing this we wanted to
investigate the impact of genetic modification on production and consumption and the environmental
impacts in the process of production in developing countries and industrialized countries.

13:30 シェアで減らせる食品廃棄

太田佳乃(総政３年；園田ゼミ)・杉浦叶佳・木村玲実・井ノ上かのん
世界で深刻な食品廃棄問題。国連の持続可能な開発目標（SDGｓ）では、持続可能な食料生産システ
ムを確保するという目標が掲げられている。現在日本における食品ロスは、年間632万トン（2016年）に
E106 上り、年々国内の関心も高まっている。消費者庁が2017年に行った調査によると、この問題について何
らかの行動をとったことがある人は62.4%に及んだ。今後は、国民一人ひとりの食に対する意識変革とと
もに、食品ロスを削減するためのシステムが必要である。先進諸国の事例を参考に、資源を活用する取
り組みとして、廃棄せずシェアする方策を考察する。
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15:00 世界通貨システムへのチャレンジ～人民元の国際化～

于 子軒（総政３年；坂口ゼミ）・金原真希・福井南実

E107

習近平主席が中国の更なる発展の戦略として進めているのが「人民元の国際化」だ。2008年、アメリ
カ発のリーマンショックが世界を襲い世界中がドルに振り回された。世界一ドル資産を溜めこみアメリ
カの金融政策に一喜一憂させられる中国がドル一極基軸通貨体制の打破を目指すのは当然だろう。
しかしこのプロジェクトは果たして実現可能なのだろうか。人民元が国際通貨になるためにはどのよう
なハードルを越えなければいけないのか。国際金融体制、国際経済・政治・社会の現状と今後の展開
を結び付けその可能性について考察する。

15:30 企業の内部留保が企業の利益に与える影響

小山廉太郎（総政３年）

E108

日本では企業の内部留保が問題となっている。17年度の法人企業統計によると、内部留保にあたる
利益剰余金は446兆円となった。割合として経常利益が11.4％増となったが、設備投資は5.8％増、人
件費が2.3％増にとどまった。内部留保増加の問題点として企業の設備投資や人件費の割合が比較
的低くなることがあげられる。そのため企業の財務の安全性は上がるものの企業の成長を妨げること
が懸念される。本研究では企業の内部留保が企業の利益に対して与える影響を分析し、内部留保の
減少は企業の成長にどのように寄与するかを考察する。そのうえで、企業の内部留保減少は企業の
成長に対してどのような効果があるのかを実証する。

16:00 人手不足解消を目指して（労働市場における育児・介護休業制度の影響）

陸 震坤（総政３年；亀田ゼミ）・近藤愛乃（総政２年）

E109

近年、日本の労働市場における人手不足が進んでいる。政府は教育や職業訓練の質を向上するこ
と、女性と高齢者の労働を増加させること、外国人労働者を受け入れることなど様々な対策を取り上
げた。これらの政策は、どれも重要な案件であるが、本研究では女性と高齢者と関連する育児問題と
介護問題を取り上げ、人手不足問題の解消を目指す。そのため、育児・介護休業制度が労働市場に
対する影響を明らかにする上で、政策に対する提言を行う。

16:30 女性における都道府県間人口移動の要因

關屋大樹（総政３年;四方ゼミ）・川内結愛・桂 琴子

E110

人口の増減には自然増減と社会増減の二種類が存在する。人の死や出生による人口増減が自然増
減であり、人々の移動による各地域の人口増減が社会増減となる。内閣府でも言及されているよう
に、地方における人口の急減は労働力人口や消費者市場を縮小し、それが生活サービスの低下を招
き、さらなる人口の流出を引き起こすとされている。人口集中地区においても、待機児童などの問題を
引き起こしている。この研究では、政府統計をもとに都道府県パネルデータで分析を行い、各地域で
の人口社会増減の要因を考察する。

17:00 農家と農協と時々行政

田近祐太(総政３年；長峯ゼミ)・大井幹也・忰山由佳・藤原裕也・八木奈々子・今井拓夢

E111

農家達独自のガバナンスを発見しそれによる農協への影響や関わりを追求し、 それに対して農協は
どんな対応を行い、さらに行政はどうやってこの農業の関係 に対応していくのかを発見していく。 目
的力が弱くなった農家を立て直す術を見つけ、農業全体の力を底上げるにはどうすれば良いのかを
考え、我々独自の結論を定義していく。 農家は現在弱くなっており、その弱くなった原因と要因をはっ
きりさせることによって今後の日本の農業がどうなるかが決まってくる。農協も行政も農業を支える立
場としてやるべき事を考えなければならないことがある。そんな事象を、我々独自で1つの結論に結び
付けなければならない。

17:30 国際人権からみる「ひとり親世帯」

竹田 薫(総政３年；園田ゼミ)・芝田大知・徳原 華・三谷瞭太郎

E112

国連が2015年に採択した持続可能な開発目標（SDGｓ）では、国際社会が達成すべき17目標の一つ
に「ジェンダー平等」が掲げられている。世界経済フォーラムのジェンダーギャップ指数（2017年）によ
ると、日本は世界144カ国中114位で、国内では様々な格差問題が複合的に存在している。たとえば、
近年では子どもの貧困との関連で、ひとり親世帯の貧困が深刻である。本発表では、北欧諸国など同
指数上位国において、ひとり親世帯の相対的貧困率が低いことに着目し、国際人権の視点から、母子
世帯のみならず父子世帯の諸課題について改善策を考察する。
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ポスター発表（ディスカッション・タイムは11月16日［金］14:00～15:00）
国際ボランティアへの参加の関連要因 ～子どもの頃の経験に注目して～

岡本 茜（総政３年；宮川ゼミ）・石井瑞貴・石井恭介
Ｐ１

グローバル化に伴い、国際協力に注目が集まっている。大学のプログラムやサークル活動においても、国際ボランティ
アに関する取り組みを行う機会は増えてきている。しかし、実際には、このような活動に参加する学生は、必ずしも多く
ない。本研究では、国際ボランティアへの参加の関連要因を明らかにすることを目的として、神戸三田キャンパスの学
生を対象に、アンケート調査を実施する。調査では、子どもの頃の環境、親の教育、遊びの三項目に注目し、国際ボラ
ンティアへの参加との関連を検討することで、国際ボランティアへの参加の促進策について考察を行う。

モンゴルに住む遊牧民の小学生に対して日本が行える支援とは ～映像授業を活用した教育支援～

森田佳月（千里国際高３年）
Ｐ２

近年モンゴル国では近代化が進んでおり、遊牧民の定住化が進行していることにより、遊牧生活を続ける人が減少し、
遊牧生活という文化が薄れつつあるのが現実である。また教育面では、校舎不足、教師不足、寮でのホームシックな
どの様々な問題を抱えている。そこで、遊牧民が暮らす地域を対象とした映像授業を利用する教育支援を行うことに
よって、子どもたちが遊牧生活を続けながら十分な教育を受けられるようになり、遊牧民の減少に歯止めをかけること
ができるのではないかと考えた。この支援は学習意欲のある6歳から12歳の子どもを対象として行うことを前提としてい
る。

菊正宗の韓国進出戦略

羽田野茉里（総政３年；安ゼミ）・遠藤咲楽・大久保采華・加藤臣吾
・黒澤良輔・崎浜紗菜・上官欣欣・中村宏紀・藤原智明
Ｐ３

私たち安ゼミは業務用シェア1位を誇り、江戸時代に創業以来350年以上の歴史を持つ灘の酒造メーカー菊正宗酒造
株式会社様のさらなる発展のため、今後成長の見込まれる韓国市場への新たな進出戦略を提案する。菊正宗様の持
つ技術・強み・こだわりや現地での日本酒市場を取り巻く現状などを研究したうえで、韓国に焦点を置き菊正宗の居酒
屋営業戦略プランを考える。また、韓国市場や現地の方々のニーズを知るために実施したアンケート調査の結果も踏
まえた安ゼミの企業課題解決案を発表する。

世代別選挙制はシルバー民主主義を解決する選挙制度なのか

新宅 航(総政３年；大村ゼミ)
Ｐ４

日本では少子高齢化が進み、有権者に占める高齢者の割合が多くなることが見込まれる。高齢者の投票参加が相対
的に上昇し、高齢者が望む再分配政策などに力点が置かれる、シルバー民主主義をめぐる問題点が指摘されている。
この状況をめぐり、世代別選挙制の導入の可能性が議論されている(井堀・土居 1998）。しかし導入をめぐり、実際に
導入されていない制度であることから、実証分析がなされておらずシルバー民主主義を解決するのかは未検証の状態
である。従って世代別選挙制の是非を検討するために、世代によって政策に対する選好にどのような違いがあるのか
を検証し、世代別選挙制に対する含意を導く。

理想の残業を目指して

田中南美（北摂三田高２年）・片岡遼人・内藤源一郎・伊達真一朗
Ｐ５

現在、長時間労働によるさまざまな問題から残業ゼロという言葉をよく耳にしますが、残業代がないと生活が苦しい
人、家に持って帰って仕事をする人、そういう人々にとって果たしてそれが正しいと言えるのでしょうか。働く人々にとっ
て残業とはどういう存在であるべきかを二つの視点でみていこうと思います。そして‘苦にならない残業‘にするための
提案をします。

大曽根の地域開発から学ぶこと

落合美南海 (総政３年；安髙ゼミ)・門脇佑樹・田中凌平・矢野伶於馬
Ｐ６

愛知県大曽根市のモズモールという商店街は、昔は愛知県の三大商店街のひとつだった。だが、アーケードを撤去す
るという政策が行われてから、人の流れは絶たれた。そのため、現状を知るため、実際に、オズモール商店街へ行き、
そこに住んでいる人々はどう思っているのかをアンケート調査や町歩きをすることによって、現状課題などを把握した。
それを踏まえて、現在発展している商店街との違いを比較や、新しいことの定義、その結果どのような効果が得られる
のかを考察した。

学生のまちづくり～これからのあり方について考える～

小西創太(総政３年；清水ゼミ)・小林恭平
Ｐ７

近年、まちづくりにおいて学生が参加している、ないし主導で行っているケースが多くみられる。学生がまちづくり活動
に関わることで、学生・地域にはどのようなメリットがあるのか、学生はどのような目的で参加しているのか、目的を達
成できているか、活動で何を得たのか。私たちはこれらについて、実際にまちづくりに関わる学生にアンケート・ヒアリン
グ調査を行い、分析することで、今後の学生のまちづくり活動を考える上で参考になる要素を導き出していく。

カジノ誘致は成功するのか？

川上航平（総政３年；齋藤ゼミ）・坊垣裕太・丹保諄也
Ｐ８

日本国内では、カジノ誘致について賛否両論が分かれています。しかし、カジノを含む統合型リゾート施設（IR)整備法
案が7月20日の参院本会議で採決され、いよいよ日本へのカジノ誘致が本格的に始まろうとしている。そこで成功例の
モデルケースであるマカオカジノ、失敗例のモデルケースである韓国カジノを取り上げ比較し、日本での有力候補地で
ある大阪（夢洲）は適しているのか当てはめる。カジノ誘致における経済効果はあるのか？そして、カジノ誘致による負
の面を少なくし成功へと導けるのかを検証する。
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民泊の問題点と改善〜東京五輪に向けて〜

牟田周平（総政３年；齊藤ゼミ）・中川 都・古門玲勇・水谷綾音・松山向陽
Ｐ９

近年増え続ける外国人観光客によって、ホテル・旅館業界は慢性的な部屋不足に悩まされている。また2020年
には東京オリンピック・パラリンピックが開催され、更なる訪日外国人の増加が予想されている。この問題の有
効な打開策として注目されているのが民泊である。政府は2018年6月に民泊新法が成立させ規制緩和を図るな
ど民泊事業に力を入れているが、営業日数の制限や違法民泊が民泊営業の大きな障壁となっている。そこで
我々は民泊の現状を調べ、問題を明らかにした上で民泊が宿泊施設不足を解消する存在となるような提案をし
ていきたい。

水道料金民営化をめぐる政治過程についての分析

嶋利知也（総政３年；大村ゼミ）
Ｐ10

現在、水道事業は地方自治体が独自で運営している。水道の料金水準には大きな地域差があり、地域によって
は最大で8倍の料金格差が生じている。水は人間が生きていく為に欠かすことができない。そのため水道料金
は低廉かつ公平であることが求められる。2018年7月に、「水道法改正案」が衆議院を通過し可決した。本研究
では各自治体の水道料金の算定方法について概観した後に、水道料金の民営化のプロセスを過程追跡する。

照明と作業効率の関連性～スマホやパソコン利用時における最適な照明とは～

荒木結衣（総政３年；清水ゼミ）・田中悠莉・塩田愛奈

Ｐ１1

現在、私たちは生活の約8割を室内で生活しているといわれている。室内の照明は人間の心理・健康面にも大
きな影響を与え、照明計画は私たちがより豊かに生活するために重要である。よい照明というのは場面によって
異なるが、近年急速に普及しているスマホやパソコンの使用時の照明計画についてはいまだ十分に検証がなさ
れていないのではないかと考えた。以上より、勉強・作業時における照明のあり方について実験を行う。場所は
関学内の照明実験室にてテストを行い、その実験の結果をもとに最終的には関学生にとって身近な図書館やア
カデミックコモンズの自習室など勉強・作業の多い場所でスマホやパソコンを使うときのより良い照明について
提案する。

北摂三田ニュータウンの空き家問題について

下里七海（総政３年；客野ゼミ）・鐘ヶ江杏子
Ｐ12

フラワータウン、ウッディタウン、カルチャータウン、テクノパークからなっている北摂三田ニュータウンは、1980
年代に開発された。ニュータウンの開発により、三田市は1985年から1995年の10年間で、人口増加率が日本一
を記録した。しかし、近年では、ニュータウンでの高齢化が進行している。高齢化に伴い、空き家の数は増加し
ており、今後も深刻化すると想定される。そこで、フィールドワークによる空き家の把握と、統計データによる地
理情報処理システム（GIS）を用いて、分析を行う。そして、本研究により発見した課題に対する対策を考察す
る。

「里山×郊外住宅」で豊かな暮らしを求めて

菊地優太（総政３年；山根ゼミ）・小谷将也
Ｐ13

郊外住宅地の開発において、自然や四季の変化を感じたり、近隣住民どうしのコミュニケーションを促進したり
できるような新たな取り組みが近年なされている。2016年から神戸市北区上津台で展開されている「里山住宅」
の試みもその一つである。木造住宅のみで構成され、里山を共有し集落的なつながりを形成しようとしている
が、現実には、住人の里山への意識にばらつきがあり、里山と住宅、また住民同士の繋がりがうまく築けている
とはいえない。本研究では、里山住宅を事例として、郊外住宅地の新たな取り組みについてその成果や問題点
を明らかにし、よりよい郊外住宅地の計画、設計手法について検討、提案する。

空の入口を考える ～今後の地方空港のあり方の検討～

金岡あゆみ（総政３年；山根ゼミ）
Ｐ14

空港は地域の玄関口であり、その街の顔ともいえ、利便性はもちろん、地域の魅力がつまった場所であるべき
だと考える。しかし日本の地方管理空港はまだまだ魅力と活気があふれる場所とはいえないように思われる。
近年、地方空港の存り方について多くの議論がなされているが、空港利用者数が年々減少傾向にあるような空
港は本当に必要なのか。また必要とされる空港とはどのようなものなのか。 本研究では海外の事例や、日本で
利用者数が増加傾向にある空港の先行事例を参考にし、日本の地方において、地域経済活性化の核となるよ
うな空港の在り方を検討する。

文化的景観を後世に残すために～金沢から読み取る将来の展開～

三浦あかり(総政３年；山根ゼミ)・庄田香音子
Ｐ15

近年、地域資源を活用した街づくりを目指す地方自治体が増えてきている。その中で、本研究では、景観法に
先駆け、文化的景観の保護のための市独自の条例を制定するなどの取り組みを進めてきた金沢市を取り上
げ、文化的景観保護の成果と課題について考察する。そして調査から明らかになった成果と課題から、他の類
似した都市の文化的景観の保護にどのように生かすことができるかなどについて検討し、新たな景観保護の手
法について提案をする。
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ポスター発表（ディスカッション・タイムは11月16日［金］14:00～15:00）
災害への備え～もしも三田キャンパスで地震が発生したら～

小島 和(総政３年；斉藤ゼミ)・岩岡 愛・岡本侑香里
Ｐ16

今年に入って、地方各地で地震や台風などの自然災害見舞われ、洪水や停電などの様々な被害が発生した。
今後の日本でもさらなる災害が発生すると予想され、近年の調査によると、南海トラフ巨大地震が起こると推定
されている。そこで、有馬・高槻断層帯を震源地とする、震度6弱、マグニチュード7.5の地震が発生したとする。
その時もし私たち学生が、三田キャンパスでその災害にあったら、どうなるだろうか。実際に、大学内の非常食
の備蓄量、電気、ガスなどのライフラインの確保、周囲の公共機関との連携などを調査し、問題点とその解決策
を考察する。

色覚異常における空間的心地よさについて

松永悠大（総政３年；山根ゼミ）・ 清家 嵐
Ｐ17

パソコンや印刷技術の発展と共に手軽に色を生み出せる時代となり、色が重要な伝達手段となっている今日、
カラーユニバーサルデザインへの配慮がますます重要となっている。色覚異常の見え方等に関する研究は精力
的に発表がされているが、街が色彩情報であふれる今、街は色覚の多様性に対応し、本当にすべての人が過
ごしやすい色づかいであるのか疑問に思う。本研究では、色覚異常にとっての「空間的心地良さ」に着目する。
空間は色彩によって印象に違いがみられるため、色彩が利用者に与える印象を明らかにする。色覚異常におけ
る色彩と空間的心地良さの関係性を探ることで、空間デザインにおける色彩計画に役立てることを目的とする。

三田キャンパスは安全快適なキャンパス？
～通風シミュレーションによる神戸三田キャンパスの環境評価～

大坪優太（総政３年；客野ゼミ）・文 双定
Ｐ18

神戸三田キャンパスで過ごす上で、なんとなく暑い、涼しいと感じたことのあるエリアがあることだろう。それらは
なぜなのか考えたことはあるだろうか。また台風の影響で神戸三田キャンパスで多くの木が倒れたのはまだ記
憶に新しいが、あのときキャンパスにはどれほどの風が吹き、どのエリアが危険だったのか。今回、私達の発表
では、通風シミュレーションを行うことで、神戸三田キャンパスの環境を評価し、環境面からみて神戸三田キャン
パスは安全、快適なのかを確認し、自分たちの通うキャンパスへの理解、認識を深めていく。

西宮西部工場のリノベーションによる新たな地域への貢献
～水辺空間×廃工場リノベーションの提案～

柴田悠希（総政３年；山根ゼミ）・古堅小絵
Ｐ19

現代の日本の大きな動きとして、工業などの第二次産業からサービス業などの第三次産業への移り変わりが注
目されている。2016年の時点で217,601もの製造工場が存在しており、モノづくり大国としては納得のいく数値で
ある。しかしながら、製造工場数は2006年から10年間で15.8%減少している。使われなくなった工場は、更地にす
るだけでもかなりの費用がかかるが、そのまま残しておくだけでも維持費がかかってしまう。処理に困っている
工場跡地がたくさんある。しかし、広大な敷地を有する廃工場を手付かずのまま放置しておくのは、治安悪化や
景観の損失などといった周辺地域への悪影響を及ぼす可能性もある。そこで我々は、リノベーションという視点
から、使われなくなった工場の新たな使い道を模索したい。

建築を学ぶ学生による実務設計に関する研究
～建築学生とクライアントを結ぶプラットフォームの構築を目指して～

杉原潤弥（総政M１）
Ｐ20

環境汚染などの様々な深刻な問題に建築生産行為が多大に関与していることから、スクラップ・アンド・ビルドの
体質を見直し，循環型社会構築を目指すため、フローよりもストックすることが重要である。 この、ストックの方
策として、新たな方向性の一つにリノベーションやコンバージョン等がある。 このような背景のもと、近年このス
トックリノベーションに対し建築を学ぶ学生（以下、建築学生）の設計が話題を呼んでいる。 本研究は、この建築
学生による設計行為に着目しその実態を明らかにし、さらに建築学生とクライアントをマッチングさせるプラット
フォームを提案することを目的とする。

フィリピン・マニラ地区における住居空間について
―開発途上国における持続可能な住居空間の考察と提案ー

中西 翼（総政M１）
Ｐ21

発展途上国では急速な都市化の進展により都市部での人口が増加し、都市の住環境の悪化、治安の悪化、 ス
クオッターやスラムの発生などの様々な問題を引き起こしている。 そのため、スラムなどで生活する低所得者は
多くの仮設的な住居を作り、生活しているものの、それは持続的なものではなく一時的な対処法になっている。
これらの問題に対処するため、近年ではSDGsで持続可能な都市が明記されるなど持続可能性な居住環境が
求められている。 しかし地域ごとに気候が違えば、建築方法、材料も異なる。 本研究では、フィリピン・マニラ
地区を対象とし、独創性や経済性に優れたデザインを取り入れ、構造、素材、自然換気、採光などにおいて、土
着性を考慮したデザインを考察し、持続可能な住居空間を提案することを目的とする。

日本について話せない若者〜先人の功績を未来へ届けよう〜

乙藤一樹（総政３年；安高ゼミ）・好川千暁・桑原園香・磯部真人
Ｐ22

日本人の若者は日本の伝統文化に関心がないというデータがあった。しかし、外国人観光客は増えている。こ
れは外国人が日本に関心があることを意味している。日本には外国人から見ても魅力に感じる伝統や文化が
沢山ある。そんな日本の伝統文化を守る為にはまず日本の若者が日本の伝統文化に関心を持つことが必要で
ある。そこで私たちは外国人にどのような点に魅力を感じているのかを調査した。その結果を得て、日本の若者
が日本にもっと関心をもち、日本の伝統文化を守っていくべきではないかと訴えていきたい。
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ＳＮＳが与える恋愛への影響について

葦苅秀紀（総政４年；伊佐田ゼミ）
P23

ＳＮＳとは交友関係を構築するWebサービスのひとつ。誰でも参加できる一般的な掲示板やフォーラムとは異な
り、すでに加入している人からの紹介で参加できる。また、サービスに参加しているユーザーの中から、主に自
分が選択したユーザー（現実世界での知り合いや、SNSを通じて知り合ったユーザー）と、コミュニケーションする
仕組みになっている。現代は容易にいつでもどこでも人と繋がる事が可能になり、ＳＮＳは多くの人と繋がる事を
可能にした。しかし、ＳＮＳ利用が増えるにあたり、対人関係が悪化したという報告もある。私はこの報告を受
け、ＳＮＳを利用する事により恋愛に支障をきたしているのではないかと考え、今回の研究に取組んでいます。

知られざる「過剰包装」の実態

城下美和(総政３年；宮川ゼミ)・加埜舞子・山本梨花子
P24

安全面、衛生面への配慮のため、商品の容器包装は、不可欠なものとなっている。しかし、「過剰包装」（必要以
上の包装）の問題を指摘する声もきかれる。「過剰包装」を断ることは環境配慮行動の一つと考えられている
が、「過剰」の定義は必ずしも明確に定められているわけではない。よって、消費者と企業それぞれの視点か
ら、何をもって「過剰」と判断しているのかについて検討する必要がある。本研究では、消費者、企業の両面か
ら、「過剰包装」に関する認知や判断基準を探ることで、「過剰包装」の定義付けを試みるとともに、「過剰包装」
の実態について追究する。

関学生が健康であるために

前川夏穂（総政３年；安髙ゼミ）・岩井美樹・久代明拓・吉田早紀
P25

「学生が健康であるために」をテーマに、食事・睡眠・運動の3項目からアンケートを取り、その結果から学生の
健康に対する考え方、意識と行動の相違について考えました。約300人の学生にアンケートを取った結果、健康
であるために重要だと考えていても日々の生活にその意識が現れている学生は多くありませんでした。そんな
大学生の現在の生活を見直すとともに、意識と行動を一致させることで、学生がより健康で充実した大学生活を
送っていくための提案をしていきたいと考えています。

身近なエコツアーから試してみよう〜淡路島洲本市成ヶ島〜

中塚裕章（総政３年；今井ゼミ）・藤田祐樹・栗田 歩・奥村美香・中村葉月
P26

本発表においては、兵庫県洲本市成ヶ島におけるエコツアーを考案し、実施に向けた調査研究内容を報告す
る。成ヶ島は神戸三田キャンパスからも近い距離に位置していることに加え、国立公園に指定されていて多くの
動植物が生存していることから、エコツアーに適していると考えた。まず、エコツーリズムの概要を整理し、エコ
ツーリズムが自然環境の保護・保全のために有意義であることを明らかにする。ポスターを通じて成ヶ島の魅力
を伝えるとともに、 エコツアーの実施によって地域の過疎化の解消と経済的な活性化の実現に向けた可能性が
示される。

サプリメントは大学生の救世主？！

有本桜子（総政３年；安髙ゼミ）・西面汐莉・仲田真人・永井香穂里
P27

近年の若者の栄養不足の実態から、学生の救世主となるであろうサプリメントの有効性を改めて主張するため
にこの調査を行った。 関西学院大学の学生約300名に聞き込みを加えた記入方式のアンケートを実施し、生活
スタイルや食事状況、サプリメントに対する評価についての情報を得た上で、サプリメントと健康の関連性につ
いて考える。過去データとの比較を行い見えてきた学生のサプリメントへの考え方などを踏まえ、本調査により
学生のサプリメントへの不安を解消し、健康的な生活の促進が期待できるのではないかと考える。

子どもの成長を支える持続可能な住空間

本間達明（総政３年）・大島綾華
Ｐ２8

近年、家族内でのコミュニケーションの減少が問題となっており、子どもの成長を中心に考えた住空間の計画が
発達している。そこで、子どもの積極的なコミュニケーションの促進を生む空間、子どもの自立を促すための住
環境、老若男女問わず暮らしやすい設備に重点を置き、子どもの成長と共に部屋の機能を変化させることがで
きる家、誰もが生活しやすいユニバーサルデザインを考慮した、長期にわたって持続可能な住空間を提案す
る。

阿蘇の草原の可能性について〜現地調査を通しての考察〜

渡邊 永（総政４年）
Ｐ29

佐山ゼミでは13年前から、熊本県阿蘇地方の草原に訪れ、輪地切りボランティアや現地の保護活動スタッフの
方々と意見交換を継続して実施してきた。。阿蘇地域ではなぜ草原を約1000年間も守り続けてくる必要があった
のか。地域の人々にとって阿蘇の草原やそれらの環境はどのような存在なのか。私たちは阿蘇の草原がどのよ
うな可能性を持ってきたのか。また今後どのような可能性を持っていくのかを現地調査を中心に行い考察してい
きたい。
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ポスター発表（ディスカッション・タイムは11月16日［金］14:00～15:00）
京都府の脱炭素化を実現するためにはどのような街づくりが必要か？

尾本旭広（千里国際高３年）
Ｐ30

今世界で大いに懸念されている気候変動。その計り知れない影響は、世界中の国々や人々を脅かしています。
2015年に採択されたパリ協定には、世界の平均気温上昇を産業革命以前に比べて2℃より十分低く保ち、1.5℃
に抑える努力をするとなっています。しかしそれは本当に可能なのでしょうか？そこで私は京都府に住んでいる
こともあり、京都府に注目し、どのような街づくりが必要なのかを考えました。水素社会化、省エネ、再生可能エ
ネルギーなど色々な気候変動対策の方法がある中で、京都府はどのように持続可能な社会を築いていけばい
いのでしょうか？

地方移住について ～自然環境と仕事の関係、地方移住の課題～

向井智朗（北摂三田高２年）・小橋憧太朗・西尾拓真
Ｐ31

私は自然環境が人にもたらす良い影響と、それを用いた地方移住の推進について考えた。現在日本では地方
の過疎化が進み、地方移住の推進運動も行われている。また、地方移住を希望する若者についてメディアで取
り上げられる機会も増えてきたように思われる。 私は、地方の豊かな自然環境に着目し、自然環境に囲まれた
地方での暮らしが私たちにどんな良い影響を与えうるかを示すことで地方移住の推進につながると考えた。ま
た、地方移住推進にはほかにどのような課題があるのかについても併せて考えた。

機械学習による人の笑顔の識別

橘佑樹(総政３年;山田ゼミ）
P32

近年、一機械学習を含む人工知能の中でも画像認識技術が注目され、その技術により人間の顔を識別する機
械が実用段階に入りつつある。しかし、人の感情を反映する表情の識別は目鼻立ちや輪郭の識別とは異なる
難しさがあると考えられる。そこで、どのような表情でも識別可能なシステム構築を目指すために、まず、笑顔の
ような比較的特徴のある表情の識別が可能なシステムの構築を目指す。本研究では、まず自分の様々な表情
のデータとして収集し、分類、判別問題として定式化する。その分識別性能を検証しながら、高精度な顔認識可
能な特徴を抽出する前処理方法と機械学習における顔認識に必要な問題点を明らかにする。

テレビ映像の字幕データを用いたシーン毎の補足情報検索に関する考察

金平優花(総政3年;角谷ゼミ)
P33

現在仕事と平行して育児や家事をするなど多忙な人が増加し,テレビを見る際流し見や流し聞きするしかない
ユーザが増加している。その状況ではテレビで放送されている内容を把握することが困難となる。本研究ではそ
の問題を解消する為にテレビ字幕の単語を30秒単位で細かく分類し,「人名と物」「場所」「行動」のカテゴリごとに
時系列で可視化する手法を提案する。この提案によって、タイトルに含まれない潜在的なトピックにも焦点をあ
てる事を可能とし、ユーザーが平行して作業していても、直感的に映像の内容を把握する事を可能とする。

料理レシピ検索のためのユーザレビュー情報を用いたアレンジ要素の抽出

川原慎之介（総政3年;角谷ゼミ）
P34

近年、多くの人がレシピサイトを利用し、レシピ投稿数の増加により、ビックデータ化が進んでいる。一方で、多く
のレシピサイトはレシピに対するレビューの数だけでレシピの優劣を決定している。こうした従来手法では、レシ
ピの内容によるマッチングは行われず、ユーザのより詳細な要望に応えるレシピを推薦できない。そこで本研究
では、ユーザの要望に寄り添うレシピ推薦手法の提案を目的とし、レシピに対するレビューの要素を分析する。
本研究におけるレビューの分析及びレシピ推薦手法の提案により、ユーザの調理目的や調理対象に沿ったレシ
ピ推薦システムの構築が可能となる。

地理情報検索のためのユーザレビューと旅行ブログを用いたスポット分析

大塚公貴(総政3年;角谷ゼミ)
P35

近年、全国的な人口の減少と若年層の都心への流入により、地方では地域活性化が重大な課題となっている。
本研究はこの課題を解決するため、観光スポットが持つ主観的特徴を旅行記から抽出する推薦システムを提案
する。旅行記では、ユーザが次にどこのスポットへ訪れたのかをデータとして抽出可能であるため、各ユーザに
合ったスポット推薦が可能になる。また、その地域におけるあまり有名ではないスポットも、推薦に組み込むこと
が可能なため、町おこしや地域活性化などに繋がるのではないかと考えている。

料理レシピ動画を用いた類似レシピ検索に関する考察

米澤拓也(総政3年;角谷ゼミ)
Ｐ36

昨今では、クックパッドなどのテキストレシピが掲載されたサイトの他に、クラシルなどの様なレシピ動画をまとめ
たアプリケーションも開発され、閲覧出来るようになった。これらのレシピ動画は、「簡単さ」「手軽さ」を重視して
作られたものであるため、料理が不得意である人々でも調理の工程を理解する事が出来る。しかし、これらのレ
シピ動画で扱っている料理は、調理の工程が比較的簡単なものに限られているケースが多い。そこで、調理工
程が複雑なレシピ動画からユーザーに見やすいWeb形式の状態で閲覧が可能なシステムを考案する。
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「ホットペッパービューティー」を用いた美容院検索システムに関する考察

鈴木杏奈（総政３年;角谷ゼミ）
Ｐ37

近年ホットペッパービューティーなどのアプリケーションによって美容室と利用者のマッチングが進んでいる。 一
方で、実際に施術してみると利用者の理想と美容師の施術との間に大きなギャップが生じてしまうことが多く、利
用者と美容室のマッチングがうまくいかないことが多い。 本研究では利用者ごとの髪質や施術の履歴からカル
テを生成し、美容室の情報(特に検索結果としてヒットする文章)にタグ付けを行い、そこから利用者と美容室の
マッチングを行う。 本研究によって利用者と美容室が長期的に信頼しあえるようなマッチングを手助けすること
が可能になると考える。

AR x 口コミ

山田京右(総政3年；Tijerinoゼミ)・横山世藍・福岡瑠伊・川口達人
Ｐ38

私たちのグループはARと口コミを組み合わせたアプリケーションについて発表を行います。拡張現実と口コミの
組み合わせは人々の生活に数多くの利点を与えると考えています。スマートフォンのカメラを通して現実にある
場所に対して直接口コミを書き込んだり、人の書き込んだ口コミを閲覧することができます。例えば旅行先での
飲食店探しでは、よく知らない店であっても、その店の料理が美味しいかどうか、値段は高いか安いかという情
報をわざわざwebサイトを開かなくてもカメラをかざすだけで確認することができます。また災害時には、位置情
報に対して情報を書き込めるのではぐれた家族の安否確認や現在どこに避難してるのかなどを確認することが
できます。

コスメ・アイテムの商品使用画像を用いた色情報に基づく情報推薦

ロマーノミルコ(総政3年;角谷ゼミ)
Ｐ39

現在のインターネット社会では、人々はスーパーマーケットだけではなく、ウエブサイトでも買い物が出来るよう
になった。 ＥＣサイトでの買い物の場合に、ユーザが気になる商品（コスメ）が実際に存在するスーパーマーケッ
トと違い、明確に確認できる要素がただ値段とブランド名の知名度だけである。本研究では、インターネットにあ
るコスメの大量の画像のＨＳＶ値（色相Hue・彩度Saturation・明度Value）を分析することで、ユーザに商品の色と
いう要素も安心と以前より効率的に判断できるようにすることを目的とする。

車間通信による車の状況データを用いた情報推薦に関する考察

福井ひかる(総政3年;角谷ゼミ)
P40

現在、国土交通省などで研究が進められている車車間通信は交通の安全や事故防止を目的としている。しか
し、これは交通面だけではなくユーザーの情報推薦にも利用できると考える。ユーザーの行き先と、対向車線に
いる帰って来た車の行き先が一緒であれば、先に未来を体験している存在である。なので、対向車のカーナビ
情報から、新しい目的地や近道など実際のデータを知ることができ有意義な旅行や移動になる。

AI天使か悪魔2018

友清義久（総政3年）・井筒万菜穂・岩本千佳・伊原敬裕
P41

AIの登場によって今まさに社会の転換点に立ち、間もなく社会に巣立とうとしている大学生たちは、人工知能
「AI」をどのように捉えているのであろうか。本研究では、大学生の「AI」に対する正負のイメージの中身を明らか
にするとともに属性別に正負のイメージの評価に違いがあるかを検討することを目的とする。関西学院大学に
通う学部生（日本人および留学生）を対象に、AIに関する質問群を掲載したアンケ―ト票を用いたインタビュー調
査を行う。アンケートから調査から得られたデータに統計解析を施し、AIに関するイメージの抽出および属性別
にイメージへの評価に違いがあるかを検討する。発表当日は、アンケート調査とその統計解析の結果を示しつ
つ、AI時代をどう迎えるべきか提言を行いたい。

VRがスポーツにもたらす新しい価値

小河真樹 (総政4年;Tijerinoゼミ)
P42

近年、体験型イベントの増加、ウェアラブルやVRなどのテクノロジーの発展によって私たちの生活をより豊かに
している。VRはエンターテイメントだけでなく、学習機材やビジネス材料としても注目されている。VRは新たなリ
アルを体験させてくれることから、VR活用による様々な実現に向けて、イベントやアプリが増加していくなか、企
業や社会がそのような取り組みに対してどのくらい効果を見出しているのか疑問が残る。そこで、スポーツにお
いて活用されるVRを研究し、課題や展望を明らかにする。その上で、リアルな体験が活かせるようなVRの活用
方法、新しい価値観の提案をする。

VR×言語教室~教育の観点から~

奈須野李樹（総政4年;Tijerinoゼミ）
P43

本研究では今までにVRを活用した言語教室を製作し、その制作過程やメリット、デメリットなどを踏まえて実際に
体験していただいた。それに踏まえて、教室内でスムーズな授業ができるように黒板やチョークの代わりに新た
にパレットを導入し空中に描くことのできるVRならではの機能を加える。仮想空間を最大限に活用できるパレッ
ト式にすることで現実世界の授業の概念にはない授業の展開が望める。既存のパレットのソフトの研究をしつ
つ、授業の効率性を高める工夫を取り入れようと考える。
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ポスター発表（ディスカッション・タイムは11月16日［金］14:00～15:00）
VRと言語教育の可能性～モーションキャプチャー編～

福永由紀子（総政４年；Tijerinoゼミ）
Ｐ44

今日、VRやARに対しての関心や研究が進められ、VRデバイスが一般に普及し、エンターテインメントから教育
や社会見学としても使用されつつある。そこで、仮想空間の中で、言語を学ぶ言語教育をテーマとした。本研究
では、HTC ViveのVRシステムを利用して言語教育ツールの開発を行った際に人物モデルの動きや授業を教え
る際の喋り方や表情が課題となったため、その動き（モーションキャプチャー）の改良を行う。VRを活用して言語
を学ぶ事で英会話スクールに通うよりも時間の制約にとらわれず、学習意欲の向上も期待できると考え、研究を
行った。

ゲームのこれから

立岩 竜平（総政4年）
Ｐ45

多くの人に娯楽の一つとして親しまれてきたゲームであるが、今、その在り方が変化してきている。その中でも
代表的なものが「eスポーツ」という、ゲームをスポーツ・競技として捉えたものである。しかし、日本での競技人
口はまだ少ないと言われている。そこで、ここでは特にeスポーツに注目をしながら、それがどのようなものなの
かを明らかにしていく。そして、海外と比べてeスポーツが振興していない日本において、その認知度を上げるた
めにはどのようなことが可能性として考えられるのかを考察していく。

VRを通じ聖書の魅力を感じる

韓遠会（総政4年;Tijerinoゼミ)
Ｐ46

本研究では、VRを通じる聖書の中の人物や事例を再現することを通して、人生の道を導く模範であるイエスを
手本として、他の人を進んで許しなさいというようなことなど人生に役に立つ原則を見習うようにしていただけれ
ばと思う。今回の研究ではUnity, VRTK, Steam VRなどのツールを利用しながら、リアルタイムに当時の人物
たちや物事の場面を再現したい。今回主に注目したいところは、VRを通じる画面感を豊かにし、聖書の内容を
知らない人たちでも物語を一目瞭然できる。そして、一般人の私たちにとっては人生理想的な考え方ややりかた
などを一層に黙想したいと考える。

SNSを用いた被災状況確認の為のP2Pツール

江本大介（総政４年；Tijerinoゼミ）
Ｐ47

現在、被災状況を確認するにはSNSやマスメディアを活用して情報を得ている。しかし、膨大な情報から正確な
情報を見つけ出すことは難しい。そこで、既存のSNSと最新技術を用いて効果的なツールを本研究で提案する。
技術手法として、ブロックチェーン技術により通信障害を減らし、ドローンを用いた街中のリアルタイム写真と投
稿者がアップした災害状況を地図アプリとリンクさせ地理的に分類しる。今回は情報の視覚化とP2Pの有用性に
ついて述べ、今後のP2Pシステムについて推測する。

ミスディレクションから考えるメディアリテラシー

西崎彰(総政4年;伊佐田ゼミ)
P48

ミスディレクションとは、人の判断力を見当違いや誤った方向へと関心を外に向け、別のところで本当の目的を
達成させるためによく用いられる。この手法は日常生活の中や、TVなどのメディアを通しても用いられる。こう
いったメディアによるミスディレクションは若者のインターネットの普及によるテレビや新聞離れにより、影響は少
なくなってきているとされる。しかし、インターネット上での詐欺や情報の誤認等はいまだ無くなっていないことは
明らかである。情報収集の手段などから、どういった人がミスディレクションへの対応が取れているのかを研究
する。

SNSが中高生に与える影響と対応策

谷歩乃樺（千里国際高３年）
P49

夏休みの自分の体験をもとに中高生のSNS事情とSNSが及ぼすコミュニケーション障害への影響と解決法。 中
高生がコミュニケーションを苦手とする今どのようにしたら少しでも社会に出た時に苦労せず他の人と会話がで
きるようになるか。また現役中高生だけでなく、今後の中高生になる方にも参考にしていただきたいと考えてい
る。

学習者のための教材スライド分析による授業支援

山田歌織子(総政3年;角谷ゼミ)
P50

今日、教育の現場で、教師、生徒の双方において教科書や参考書など、同じ教材から複数の人がプレゼンテー
ション資料を作成ことがある。しかし、作成者によって構成や要素、デザインなどに違いが出るため、わかりやす
さやプレゼンテーションを受ける側の理解度に差が出てしまう。特に生徒においてはその差が顕著であると考え
られる。本研究では、プレゼンテーションのスライドデータを用いて、その差からより良いプレゼンテーション作成
のための要素を抽出できると仮定し、分析を行う。この分析により、より良いスライドを作成するための指標を作
成することができるだけでなく、プレゼン対象となる学習者に合ったスライドを提供することが可能となる。
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留学生の友達はいますか？～キャンパスの国際化を問う～

福田栄治朗（総政3年）・永田恵梨・西澤まり子・武田美優

P51

関西学院大学の謳う『グローバル・アカデミック・ポート』構想の中身と、学生の多文化交流の観点からのキャン
パスの国際化の進展の実情の間に大きな落差を感じている。このような問題意識から本研究では、関西学院大
学の日本人学生と留学生間の交流の実情の一端を明らかにすることを目的とする。また、調査の結果に基づき
学生間交流の活性化に何ができるか提言を行いたい。関西学院大学に通う学部生（日本人および留学生）を対
象に、自国籍以外の出身の友人・知人に関する質問（自国籍以外の友人知人の数、自国籍以外の友人・知人
ができた経緯、自国籍以外の友人・知人を作るうえでの困難等）を掲載したアンケ―票を用いた調査を行う。ア
ンケートから調査から得られたデータに統計解析（クロス集計によるカイ二乗検定、母平均の差の検定、相関分
析、回帰分析等）を施し、自国籍以外の出身の友人・知人の獲得について正負の関連要因を検討する。発表当
日は、アンケート調査とその統計解析の結果を示しつつ、関西学院大学学部生の多文化交流の活性化を実現
するための提言を行いたい。

Pacman by Unity 3D

サチダナンドクンバールリーナ(総政3年;Tijerinoゼミ）
Ｐ52

Unity 3D is the cross-platform game engine released by Unity Technologies. The engine of this platform can
be used to create both 3D and 2D games and many more simulations for electronic devices such as
smartphones, laptop. It was first introduced in 2005 but it is developing more and more since then. Now we
can see many games and applications made by Unity 3D. I will introduce the functions of Unity 3D by making
the worldwide famous game Pacman.
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自由形式 第１日（11月16日）
学校におけるいじめの特性と考察
Ⅱ‐107

自
由
形
式 12:00
１ ～
14:00

水野淳優(総政4年: Tijerinoゼミ)・尹喜眞・花岡亜紋(総政3年)
学校内のいじめ問題は深刻な社会問題となっている。学校や教育委員会などが様々な対策を
検討している中、なぜいじめは無くならないのだろうか。本研究ではまずいくつかの具体的な
事例を挙げていじめが起きる原因を考察する。次に隠蔽されがちないじめの特性にスポットを
当て、現在のいじめ問題における解決策を提示する。またモーショングラフィックスを用いた映
像で説明することで、一方的な説明のみならず双方向のコミュニケーションを活性化させ、より
実効的な解決策を講じたい。
YOUは何しに総政へ？～映像で表現～ （PCでの個別視聴）

Ⅱ‐108

中嶋一翔(総政2年)・前田陽楠子・尾倉佑香・櫻井智内・三砂安純・古橋玲也・武末真依・北野こゆき・佐藤ふみ・嚴キララ・
鈴木柚香・竹村遥・菱田優斗・小野大雅・ユンヨムン・春口桃奈・築地沙也加(総政3年)・福森さおり・花岡亜紋・李永輝

自
由
形
式 11:00
２ ～
18:00

私達は春学期に行われた｢メディア制作演習(表現)｣という授業の中で｢総合政策学部の目線
で考えた社会に訴えかける番組制作｣をテーマに6つのチームに分かれ、10分間の番組を制
作しました。【イヤホン難聴～あなたはそれでも聞き続けますか？～】、【思い込みで翼は生え
るのか～エナジードリンクに潜むプラシーボ～】、【釜ヶ崎～表現のヒントがここにある～】、【香
害～その香り、本当に必要ですか？～】、【ハタチ～今酒について何を知るべきか～】、【What
is real～あなたが見ている世界は現実ですか～】です。
2018年度白山麓実習の報告と今後の展望

Ⅱ‐109

自
由
形
式 12:00
３ ～
16:00

角谷有樹音(総政４年;佐山ゼミ)・大石成美・西村千咲・赤尾奈美(総政３年)・金可那・太治あゆみ

今年で９年目を迎える白山麓実習では、地元の子供たちを対象に環境教育イベントを実施し
た。イベントでは、地域の文化やジオパーク・地元食材について知ってもらい、昨年度に復活さ
せた水車小屋をカフェとして活用するため、地元食材を使ったカフェのオリジナルメニューを考
案してもらった。リサーチフェアでは、白山麓にある公共施設「白山吉野工芸の里」の利活用
や、白山麓の活性化を目的とした今年度実習での取り組み、そして来年に向けての展望につ
いて報告する。
関学生のためのライドシェアアプリ

Ⅱ‐112

自
由
形
式 12:30
４ ～
13:00

前原可怜(総政3年；Tejerinoゼミ)・谷口旭・馬原桃香・船橋友芽・國領晴香
私たちは関西学院三田キャンパスに通う学生のためのライドシェアアプリを提案します。この
アプリを使うと、学校に車で通っている生徒が車で通っていない生徒を下校時に乗せることが
できます。まず、アプリ内で車を持っている人が下校時に乗客を募集します。それを見た車に
乗りたい人が応募します。すると、車を持っている人が車を持っていない人を拾うことができま
す。三田キャンパスは大阪や神戸から通っている生徒が多いにもかかわらず、バスの本数が
少ないため、生徒は不便な思いをしています。このアプリを使うことでこの問題を解決すること
ができるでしょう。

24

Ⅱ-202

自
由
形
式 11:00
５ ～
11:30

Different opinions about use of plastic products by different nationalities, Japan, the U.S.A.,
and Australia

古林大輝(総政３年；Ono Leslieゼミ)・正路将大
Modern society has many serious environmental issues, which continue to grow and have
become impossible to ignore. One such problem is the contamination of our oceans caused
by plastic products discarded by humans. This marine pollution can threaten many marine
species, including whales. It is not a local, but a global problem, which all countries must
address to resolve together. This research is going to look at the international community’s
awareness of plastic pollution.
メディアへの挑戦 ～阪神淡路大震災の追悼式1.17のつどいを経て～

Ⅱ-208

自
由
形
式 12:30
６ ～
17:00

森 愛美（総政３年；津田ゼミ）・松田伊勢乃
自分たちは物事の表面ではなくリアルな核心を突く内容や直接的な問題点を発信する映像を
作りたいと考えた。この発信しきれていない被災者の風化を恐れる気持ちを自分たちの発信
力とリサーチフェアという機会を利用してより多くの人に伝えてみたいと感じた。 表には出てい
ないけれどその裏で様々な真実が隠れている。今回は1.17というフィルターを通してマスメディ
アには出ていない被災者の本当の気持ちを感じてみてほしい。これが風化をとめるきっかけ
に、物事を表面的にとらえていないかという新しい気付きのきっかけになればと考える。

Smile for Children希望のレインボー〜小西ゼミ×フィリピン〜
千坂 香（総政３年；小西ゼミ）・黒崎琴鼓・中井咲歩・尾上果穂・川上唯菜・
福田真子・押川紗季・黒田玲加・宮崎春菜・新坂上眞帆
自
フィリピンにおける貧困問題をはじめとする諸問題は非常に複雑に絡み合っており、それらの
由
解決には多面的なアプローチが必要です。私たちゼミ生は今年8月に同国を訪問し、貧困層の
形
子どもたちへの教育支援活動を行う中で、彼らを取り巻く環境と、問題解決へのアプローチ方
式 10:00
法について学びました。このフィールドワークを通して学んだことを、来場者の方々に知ってい
７ ～
16:00 ただき、問題を共有することで、それらについて考えるきっかけを提供したいと考えています。
ポスター掲示や動画放映などの他に、みなさんにご参加頂けるアクティビティも用意していま
す。
Ⅱ-209

YOUは何しに総政へ？～映像で表現～ （室内での連続上映）
国際交流
コーナー

自
由
形
式 11:00
８ ～
18:00

中嶋一翔(総政２年)・前田陽楠子・尾倉佑香・櫻井智内・三砂安純・古橋玲也・武末真依・北野こゆき・佐藤ふみ・嚴キララ・
鈴木柚香・竹村遥・菱田優斗・小野大雅・ユンヨムン・春口桃奈・築地沙也加(総政３年)・福森さおり・花岡亜紋・李永輝

私達は春学期に行われた｢メディア制作演習(表現)｣という授業の中で｢総合政策学部の目線
で考えた社会に訴えかける番組制作｣をテーマに6つのチームに分かれ、10分間の番組を制
作しました。【イヤホン難聴～あなたはそれでも聞き続けますか？～】、【思い込みで翼は生え
るのか～エナジードリンクに潜むプラシーボ～】、【釜ヶ崎～表現のヒントがここにある～】、【香
害～その香り、本当に必要ですか？～】、【ハタチ～今酒について何を知るべきか～】、【What
is real～あなたが見ている世界は現実ですか～】です。
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第２日（11月17日［土］）口頭発表A会場（Ⅱ号館101教室）
9:00 適切な災害リスクガバナンスをどのように構築するべきか

田野圭史郎(総政３年；長峯ゼミ)・山田晃大・平田桂大・山下桜子・河本恵美

A201

日本はこれまでに数々の自然災害に襲われ、その都度、甚大な被害を出してきた。とりわけ私たち世
代の記憶に強く残るのは東日本大震災そして熊本地震があるが、今年に入っても、大阪北部地震、
広島県・岡山県等での集中豪雨、北海道地震、台風21号と立て続けに自然災害が発生し、人々の災
害に対する危機感も高まっている。今後も、私たちは、日本のいつどこにいても自然災害から逃れるこ
とはできないと言える。そこで待ち受ける災害に対して、私たちはどのような対策をとるべきなのだろう
か。行政による対策強化はもちろんのこと、私たちが自発的にとれることはないだろうか。本報告で
は、災害リスクガバナンス、地域防災ガバナンスの観点から、防災・減災に注目し、現在の日本におい
てどのような災害リスクのガバナンス体制を構築できるかを検討し提案する。

9:30 ＦＥＭＡをモデルにした防災・減災システム

森 みう（千里国際高３年）

A202

日本人に大きな被害をもたらした自然災害、近い将来起こるであろう広島を襲った大洪水、南海トラ
フ地震に向けた対策について論じます。東日本大震災やその時の被災者の声を聞き考察した結果、
災害発生時の行政と被災者の伝達がうまくいっていないことが判明しました。それらの問題点により、
どういう行政の形にしたらスムーズに避難ができるのか研究しました。そこでアメリカの危機管理シス
テムFEMAをモデルにした日本に新しい組織の提案を考えました。この新しいJPFEMAの設立により日
本の自然災害による被害者数が減少することを願います。

10:00 関学の災害時情報共有システムの調査と提案

日下まりあ（総政１年）・亀倉幸太郎・國分敏貴・畑中紗耶香（総政２年）

A203

本発表は、総合政策学部サイバー社会論の授業内グループワーク、プレゼンをもとに関西学院大学
の危機管理について、5月の大阪地震、7月の西日本豪雨のための休講、休校、補講措置が取られた
際の本学の対応が適切だったかどうかや学生の反応を考察し、現状に対する改善点や新たな連絡網
整備への提案を図ろうとするものである。「学生にとって得やすい情報」というものを学生視点で探り、
総合政策学部1年生を対象としたアンケート結果を利用して狭い範囲ではあるが学内「政策」としての
一研究になればと考えている。

10:30 逃げて！～豪雨災害時素早く避難してもらうために～

川上真穂（岡山龍谷高２年）・飛彈りりあ・横田もも香

A204

今回私たちが発表するのは豪雨災害時、学校生徒に早期避難してもらうための方法です。今年七
月、私たちの通う学校のある岡山県は豪雨被害にあいました。中でも真備は約５０人にも上る被害が
ありました。その原因は早期避難をせず家に残ったことで、避難指示の出た時にはすでに川が決壊し
てしまったというものです。それを受けて、岡山龍谷高校の生徒が同じ被害にあわないようにするには
早期避難することが重要なのではないかと考え、その方法を研究しました。

11:00 源平歴史街道ツアー

番匠彩帆（兵庫高１年）・伊勢明日歌・小山理子・篠原 僚・宮川拓真

A205

私たちは兵庫高校周辺の歴史について何も知らないことや、長田区の住民も歴史の取り組みが知ら
れていないことを課題として、歴史ツアーを企画することをテーマにした。神戸には源平合戦の史跡が
多く残り、それらをめぐるツアーもあるが、あまり知られてない。そこで、私たちは、ツアーで使用される
マップにＱＲコードで画像のリンクを貼り付けたり、コスプレをして盛り上げるなどを考えた。すでに歴史
散歩を実施している岡方倶楽部に企画を提案し、若者が地元の歴史を知るきっかけとなるようなツ
アーにしたいと考えている。

11:30 どうしてみんな消えちゃうの？～六甲アイランド活性化計画～

加治木茉穂（御影高２年）・川西将史・小島楓香・前田瑠愛・尾方 翼

A206

私たちにとって身近な六甲アイランド。かつてあった巨大レジャー施設「六甲ランドAOIA」は閉鎖さ
れ、数年前には数多くテナントが入っていたショッピングセンターも現在は閉鎖状態となった。人工島
の中央部にある店も次々と閉店している。現在、六甲アイランドはどうなっているのか。人口が減って
いるのか。あるいは、他の要因が働いているのか。六甲アイランドをより活性化させたいとの思いか
ら、行政の動き、自治会をはじめとした団体の動き、住民の視点など多様な角度から検証し、今後の
方向性に関して提案する。
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第２日（11月17日［土］）口頭発表B会場（Ⅱ号館102教室）
9:00 戦時下での家族形成から読み解く男女観

泉本可愛（総政３年；柴山ゼミ）・ 方田真帆・奥田紘子・新宮領樹・上田大貴

B201

大日本帝国下における各家庭の生活環境と家族の歴史をインタビューした。人々が生きていく上で
ベーシックな土台となる教育レベルの程度、また結婚への過程とその後の生活の変化を調べることに
より、私達の先祖がどのように戦時下を生き延び財産を残して家を繋いできたかを歴史的背景に沿っ
てルーツを紐解く。 さらに時代柄女性が教育や結婚に関して決定権を有しないハンディを背負ってい
る中で、どのように生きたかをインタビューから分析し当時の男性像と女性像を導き出そうと考えてい
る。

9:30 Mental Care for Long-term Hospitalized Children
～How can we help children receiving long-term medical care become more active?～

仁木紅杏（葺合高２年）

B202

現在、日本には約3万人の入院中の子ども(0-18歳)がいる。子どもにとって入院生活は日常生活や
家族、友達から隔離され心理的混乱を引き起こしやすくなる。海外ではこのような混乱を軽減し、適切
な成長発達を支援する職としてChild Life Specialist(CLS)やHospital Play Specialist(HPS)があるが、
日本では病院で職に就いている者は全国で約30名である。このような様々な状況を踏まえた上で入
院中の子どもの心理的支援を含めて、望ましい支援体制の在り方について早急に検討する必要があ
る。本研究では子どもの心理的支援に焦点を当て、海外との比較も交えて、医療環境の改善の方法
や高校生でも実現可能な解決策を提言する。

10:00 大学生の友人関係と性格や信頼感が与える影響

井戸本将幸(総政３年；伊佐田ゼミ)・飯尾朋美・阿部祐子・李 拯宇

B203

近年、リアルの友人関係が希薄化し、友人や仲間にまで心配や不安を感じる人が増え始めている。
現代の若者たちは誰かと繋がっていないと不安を感じ、繋がる手段としてSNSを利用する。しかし、
SNS上の友人からの反応にさえ過剰に気にかけ、SNS上の友人関係にすら負担を感じている。本研
究ではこの現状を問題視し、大学生を対象にBigFive尺度、対人信頼感尺度、インターネット行動尺度
を用いた友人関係の実態に関するアンケート調査を行う。本人の性格や他人に対する信頼感が友人
関係にどう影響しているのかを明らかにする。

10:30 親子はっぴーフェスティバル

道本緑空（兵庫高１年）・小出浩暉・石村怜奈・小林結里乃・宗守優里

B204

私たちは、長田区の子育て支援の取り組みの認知度が低いという課題を解決すべく、母親たちが情
報共有できる地域のコミュニティをつくろうと考えた。そこで私たちは、地域の母親を中心に、多くの
人々が交流できるコミュニティづくりのきっかけとなる「親子はっぴーフェスティバル」というイベントを開
催したい。また、そのイベントの広報として、愉快にまちを練り歩くチンドン屋を行い人から人への宣伝
をしたいと考えている。そうすれば、母親たちは子育ての相談や情報共有ができ、よりよい子育て環境
になるのではないかと考えている。

11:00 RAINBOW HUMAN RIGHTS

～LGBT 今の私たちにできること～

杉田響香（岡山龍谷高２年）・佐藤遥香

B205

RAINBOW HUMAN RIGHTSと聞いて何を思い浮かべますか？RAINBOWはLGBTなど性的少数者の
象徴、HUMAN RIGHTSは人権を表します。私たちはRAINBOW HUMAN RIGHTSというタイトルを掲げ
今、できることについてリサーチしました。校内で現状を知るためにアンケートを行い、アンケート結果
をもとに、LGBTの方にお話を聞かせて頂いたり、LGBTの象徴であるレインボーフラッグをモチーフに
したポスターを制作しました。この発表を通して一人でも多くの方に知って頂きたいと考えています。

11:30 SDGsカードゲーム

廣田佳織（千里国際高３年）・風早つゆみ

B206

日本の小学校では、国民の教育として必要なものを共通に修得させるため、現存している世界の問
題に視野を向ける機会が少ない。しかし、2015年に国連サミットで採択されたSDGsのような目標を遂
げるためには、次世代の人材が必要不可欠になる。そこで、問題に対し、多くの学生が積極的に学習
できる機会を増やすことを目標に、SDGsに関するゲームを作成した。問題に関心を持たせ、意欲的に
問題を解決したいと考える人材を増やす。また、学生だけでなく、それぞれの年齢に対応出来るルー
ルを作り、幅広い人々に関心を深めてもらうことを目標にする。
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第２日（11月17日［土］）口頭発表C会場（Ⅱ号館111教室）
9:00 子どもの成長にとって良い認可保育園の園庭とは

松倉 悠（総政３年；山根ゼミ）・日髙菜緒
東京都内などの都会では、園庭のない保育所が増えている。保育所に隣接した園庭の代わりに、近
隣の公園を利用したり、園庭をもっている近隣の保育所に借りているのが、現在、都内の保育所の園
C201 庭の現状がある。しかし、子どもの成長のためには体を動かすことが何より大切であり、子どもたちが
気軽に体を動かすことのできる環境を整えられていない現状は子どもたちの成長にとってふさわしい
状態ではないと考えられる。本研究では、保育所の園庭に関する先行研究から子どもの成長にとって
園庭が果たす役割を整理し、それをふまえ、子どもの成長につながる実現可能な園庭の提案をおこな
いたい。
9:30 どうすれば創造的な活動ができるか 〜数学研究の経験を元に見つけた方法〜

柏木麻理子（関西学院高３年）・村上 聡・ 種村圭依人（１年）
C202

私たちのグループは長く数学研究を行い、論文掲載は８カ国で30編を超え、7カ国で発表しました。そ
して、私達は特別な高校生グループであると考えられてきました。 しかし、特別でないことは自分達が
よくわかっています。では、何故特別な業績を残すことができたのでしょうか。 今回は、数学研究を例
にして、創造性を発揮するために、与えられた問題を変形する方法を紹介します。単純な変形を、うま
く行うだけで、新しいアイデアを生み出すことができます。

10:00 条約難民への日本語教育支援の改善策

梅宮咲恵（兵庫高２年）・村上大地

C203

条約難民は認定後、難民事業本部のRHQ支援センターで日本語教育を受ける。その期間は半年と
短く、仕事に就いている人の多くは言葉をあまり必要としない単純作業である。条約難民が知的な産
業に就くために、働きながら継続して言語学習を受けることが必要だ。そこで、私たちはKICCへの
フィールドワークや文献研究から、日本語教育の改善策を提案する。ポイントは継続性と個別のニー
ズに応えること、仕事との両立だ。skypeの活用や高齢者ボランティアの募集を挙げる。今後は、この
提案とそれを実現するための方法についてより考察を深めたい。

10:30 児童虐待の通告義務に関する教職員の認識 ～聞き取り調査結果を素材として～

高谷昌樹（筑波大学大学院）

C204

本発表の目的は、「児童虐待の防止等に関する法律」第6条に定める「児童虐待を受けたと思われる
児童を発見した者」に課せられた通告義務に関する学校の教職員の認識を、聞き取り調査の結果か
ら解明することにある。教職員個人が児童虐待を疑い・発見しても通告に至らず、最悪の末路を遂げ
た事例が散見されることを鑑みた際、教職員は個人として通告義務を如何に捉えているかが疑問とな
る。先行研究では通告が組織的に行われる傾向とその理由に関し言及されているが、主な焦点が学
校組織に留まり、先の問いに応えてはいない。

11:00 小学生を犯罪から守れ！～東灘っ子は自分の身を自分で守る～

浅原朋佳（御影高２年）・飯沼優衣・大出 廉・奥井つかさ・野橋大輔
私たちは班員全員が東灘区に住んでいることから、興味があった防犯の分野で東灘区において研究
を進め、東灘警察署や学童保育所などでインタビューやアンケートを行いました。そこで「小学生の防
C205 犯意識を高め、犯罪から自分の身を守るためにはどうすればよいのか。また高校生の立場からできる
ことは何か。」という疑問を抱き、小学生の防犯意識を高めるために防犯講習会の開催を計画しまし
た。小学生は興味を持って講習会に参加してくれました。ではなぜ関心があるのに、防犯意識が低い
のでしょうか。
11:30 How Can ‘Drama’ in Junior High Schools Improve the Japanese Education System?

永澤萌絵（葺合高２年）
C206

人との直接対話が減少している現代社会においても、コミュニケーション能力は重要であり必要とさ
れている。しかし、コミュニケーション能力に影響を与えると考えられる自尊感情は、日本人の場合他
国と比べ低いことが指摘されている。私は日本ではまだ数少ない演劇教育によって日本人の自尊感
情を上げることができると考える。演劇教育と自尊感情との関係、そして、自尊感情の低さが顕著であ
る中学生を対象とした具体的な導入方法について提案する。

12:00 中学校の部活動指導が教員に与える影響とは？

南 将太(総政３年)・白川ありす・岡元愛香音
C207

近年、教員の長時間労働が深刻な問題であると多くのメディアで取り上げられている。2016年度の文
部科学省の教員勤務実態調査では、中学校教員の約4割が月100時間を超える残業に追われている
ことが分かった。特に、中学校教員の部活動指導に関わる時間は、大幅に増加し、休日でさえ、部活
動に束縛されているのが現状である。本報告では、ベネッセが実施した調査を使用し、中学校教員を
対象に、教員の部活動指導が教員の私生活及び学校生活などに影響を与えているか検証した。
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第２日（11月17日［土］）口頭発表Ｄ会場（Ⅱ号館201教室）
9:00 日本人大学生と台湾人大学生のテレビ視聴行動についての比較研究

吉田由紀子(総政３年；伊佐田ゼミ)・礒野菜々加・小林 薫・文 凱瑩

D201

近年の日本では、スマートフォンやインターネットの普及がもたらすテレビの視聴行動への影響は多
大なるものである。無料動画サイトや、アプリケーションを用いた後追い再生が人気になるにつれ、「テ
レビ離れ」が進んでいる（この研究においてのテレビ視聴とは、テレビ媒体を使用して視聴することの
みに限る。）。日本の大学生においては、テレビを視聴する人は減少傾向にあるが、国外の大学生の
状況はどのようなものなのだろうか。そこで、台湾と日本の大学生の視聴行動を調査し、両者を比較
することが本研究の目的である。

9:30 スマートフォンのセキュリティー

金 昌民（総政４年；Tijerinoゼミ）・姜 待旭（山田ゼミ）
D202

現在用いられている、スマートフォンのセキュリティーテクノロジー（指紋認識・顔認証システム・虹彩
認識）を中心に述べる。現在、スマートフォンに搭載されているセキュリティーテクノロジーの概要や種
類に対して述べ、それらの長所と盲点をまとめ、改善が必要な課題を指摘する。また、これからのセ
キュリティーテクノロジーに対する具体的な提言や、それに対する効率的な活用方法の提示などを中
心に述べる。

10:00 伝えたい良さ、伝わってる？ -ユーザレビュー分析による広告コンテンツのアピール特徴抽出-

澤田悠冶 (総政４年; 角谷ゼミ)
D203

ユーザにアイテムを宣伝する手段として、CMなどの広告コンテンツはアイテムの特徴を短時間で説
明できる有効な媒体とされている。しかし、メーカーが強調したい特徴と異なる印象を与えてしまうな
ど、ユーザに正しく特徴を認知されているとは限らない。本研究では、CMと関連してアイテムを評価し
ているユーザレビューを用いて、CMから強調される属性とユーザレビューで評価される属性の特徴量
の比較を行い、アイテムの特徴がCMから正しくアピールされているか評価する手法を提案する。

10:30 なぜ新興国では急速にITが進んでいるのか？現地の歴史や文化、国民性がもたらす影響力とは、、、

坂上美玲（総政４年；Tijerinoゼミ）
D204

新興国であるベトナムでのインターン及び現地での生活で感じた「なぜ戦後間も無く急成長したベトナ
ムをはじめとする新興国と呼ばれる国々で急速にITが発達し、今や先進国と並ぶもしくはそれ以上に
最先端なシステムが普及しているのか」という疑問について追究します。国の文化や歴史の背景や国
民性を調査し、それらがITの発展をどのように影響しているかを明らかにしていきます。

11:00 「Worst Traffic on Earth」フィリピン・マニラの渋滞事情 〜ICT・AI技術を活用した渋滞対策の研究〜

松添世菜（総政４年；Tijerinoゼミ）

D205

「Worst Traffic on Earth」と言われているフィリピン・マニラが抱えている渋滞課題をICT・AI技術を活
用した改善法を提案する。はじめに、渋滞の原因、道路状況、実際に行われている政策や、多くの市
民が使用している渋滞情報アプリを説明する。次に、アジアの中でもフィリピンの経済発展が世界的に
注目されており、インフラ整備がフィリピン経済のさらなる発展につながることを説明する。最後に、日
本と比較しながらICT・AI技術を活用することで得られる効果、現地滞在の体験や、今後の研究課題を
発表する。

11:30 What can social innovation contribute to aging population in Sanda?

小森朱夏（総政２年）・頼金育美・栗原佑依

D206

Have you ever used UBER? In Japan, some people use this kinds of service such as UBER EATS.
Originally, UBER is new service which people can find their ride easily. Now, people can use this
service in approximately 70 countries and 450 cities. In Japan, you can use this service in Kyotango
city and Awaji city. We think Uber is helpful to motivate our city, Sanda. This is because, Sanda city
is facing aging society these years. In 2016, there is no area in Sanda city which is aged people are
over 40%. However, in 2035, it is predicted that north area such as Ono and Honjo will be faced that
almost half of these population are old people. This is one of the serious problem which we should
make some solutions for this. Especially. It is said that aged people who do not have rides have some
troubles to go outside. Thus, we think Uber can help this situation by using this matching service and
Sanda city already have one service about delivering cars for old people. So we want to add some
ideas to this services and make it ready for aging society in 10 years!!

29

第２日（11月17日［土］）口頭発表E会場（Ⅱ号館204教室）
9:00 これからの獣害、拡大防止～三田市をヌートリアから守ろう～

井上湧貴（総政３年；今井ゼミ）・竹中涼馬・坂本稜也・辻本乃彩・伊藤愛衣里
三田市では、農業の盛んな地域であるが、増えすぎたイノシシ、シカ、アライグマ、ヌートリアが多く作
物を荒らしている現状がある。そこで、私たちは、「三田の農業を守ろう」というテーマで研究を進め
E201
た。イノシシ、シカ、アライグマ、ヌートリアはもちろんだが、特に、三田市鳥獣被害防止計画の対象と
なっている鳥獣から、農家の方々の知識が少ないであろうヌートリアに着目し、生態、危険性、現状、
対策などを発信する。
9:30 ゴミの不法投棄とそこに介在するガバナンスについて

初田祐貴（総政３年；長峯ゼミ)・田沼優一・鈴江遼・松本尚・松葉玲奈

E202

近年のごみの不法投棄には、家庭ごみの投棄だけでなく、企業による大型のごみの投棄や工場や化
学施設からの化学物質の河川への排出が挙げられる。そこでそれらの排出削減や規制するための法
令、地域ごとの条例などを調べ、そこに介在するガバナンス（関係者同士の意思決定、社会的相互作
用）を見出し、自分たちの身近な地域と他国、他地域を比較検討することで、政策に関する問題点や
将来的な政策と持続可能な運営方法を考えることを目標とする。また、ごみの投棄が周辺環境に与え
る影響や生態系へのダメージも検討することで、不法投棄の違法性、悪影響を検討する。

10:00 日本の機関投資家の日本の石炭火力発電部門からの投資撤退シナリオの検討
～日本の投資傾向と石炭火力発電所の特徴を分析して～

小見山珠実（千里国際高３年）

E203

この論文の目的は、気候変動対策のための投資撤退運動について、日本に最も適したシナリオを提
案することである。方法としては、 日本の機関投資家の傾向等を、文献を利用し て分析した。この研
究によって、気候変動対策のための投資撤退運動が世界的に広まって いるのに対して、日本では広
まっていないことが判明した。しかし、日本の機関投資家に 投資撤退を促し、気候変動対策に大いに
貢献することは実現可能であると私は考えている 。 そして、本論文のシナリオが実現されるとこれは
日本初の企画となり、今まで気候変動 対策に貢献できなかった分を巻き返すことが可能である。

10:30 見えないごみをなくそう！～日本一美しい街神戸を目指して～

鷲田丈記（御影高２年）・堤 清香・中村拓途・松田舞雪・糸井 萌
ゴミ箱が減り、ポイ捨てが問題となっている神戸のまち。私たちはどうすればポイ捨てごみを減らすこ
とができるのかという課題に取り組んだ。調査の結果、ポイ捨てごみの多くは、溝などの見えにくい所
E204 に捨てられており、その現状を認識している人は多くないということがわかった。私たちはその「見えな
いごみ」に着目した。一人一人がごみの存在に気付き、ポイ捨て防止に向けて行動を起こすことで、ポ
イ捨てごみは減ると考える。啓発ポスターの制作、スマホのカメラ機能を使って参加できる新しい形の
活動を提案する。
11:00 誰もが住みたくなる、訪れたくなる街に～神戸っ子ゴミ削減プロジェクト

𠮷田実央（葺合高１年）・桜井蘭歌
神戸は港町としての歴史が長く、海外の文化を思わせるエキゾチックな街並みや「神戸ブランド」の特
産品が多くあり、毎年多くの人々が神戸を訪れる。しかし、市街地のメインエリアや観光スポットでさ
E205 え、市や自治体の活動などで美化が管理されているにも拘わらず、ゴミのポイ捨てや落書きなど、イ
メージを損なう風景が依然として多く見かけられる。神戸をきれいな街にしたい。そのためには、若者
が主体となり、自然とゴミをしかるべき場所に捨てるようになる斬新な取り組みが必要である。その具
体案を提案する。
11:30 「生きている化石」カブトガ二を守れ！

川上葉月（岡山龍谷高２年）

E206

カブトガニの数の減少や、カブトガニについての知識が今の若い人にはないという問題があります。
それを防ぐために取り組むことは、まず、数の減少では、その生物を助けるために地域の人たちと一
緒にゴミ拾いをし、海をきれいにすることです。次に、カブトガニについて知ってもらうために、ポスター
を作り興味を持ってもらい、ホームページに飛んでもらうことでそのことについて知ってもらいます。実
際に行われた活動を乗せることでどんな活動があるのか知ってもらいます。それによって、その活動
に参加したいと思ってもらうことが目的です。

12:00 富士山を守るために、何ができるか？ ～入山料に関する一考察～

大西祥子（総政３年；宮川ゼミ）・佐藤真梨菜・竹内静花・石田美結・佐藤友亮
E207

2013年に世界文化遺産として登録された富士山は、都心からアクセスしやすく気軽に登山が可能で
あるということから、年間約30万人もの登山客が訪れている。しかし、その一方で、一部の登山客のマ
ナーの悪さ、トイレ問題、廃棄物問題など多くの問題が指摘されている。現在では、任意で入山料を課
すなど、様々な対策がとられているが、さらなる対策の必要性が指摘されている。本研究では、文献
調査を行い、富士山の問題の現状と課題をまとめるとともに、富士山に関するアンケート調査（特に入
山料に注目）を行うことで、これらの問題の改善策について検討する。
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自由形式 第２日（11月17日）
環境ゴミ問題の周知に向けたインタラクティブメディアコンテンツの応用
Ⅱ‐107

自
由
形
式
９

9:00～
10:30

ハンター山下海（総政４年；Tijerinoゼミ）・江本大介・林 利憲（総政M2）
近年、プロジェクションマッピングやメディアアートが話題になり、多くのイベントや展覧会で利
用されている。これらの特徴として、見ている人を魅了することが挙げられる。また、最近で
は、見ている人の言動を反映させるインタラクティブメディアが更に注目され、更に人々の心
を惹くようになった。 本研究では、このインタラクティブメディアを利用し、社会問題の周知へ
の利用を試みる。今回は環境問題を取り上げ、ゴミの収集活動による環境への影響をプロ
ジェクターによる映像と人々の手の動きを感知するセンサーを用いて見ている人に体感して
もらう。
YOUは何しに総政へ？～映像で表現～ （PCでの個別視聴）

Ⅱ‐108

自
由
形
式
10

9:00～
12:00

国際交流
コーナー

自
由
形
式
11

9:00～
12:00

中嶋一翔(総政２年)・前田陽楠子・尾倉佑香・櫻井智内・三砂安純・古橋玲也・武末真依・北野こゆき・佐藤ふみ・嚴キララ・
鈴木柚香・竹村遥・菱田優斗・小野大雅・ユンヨムン・春口桃奈・築地沙也加(総政３年)・福森さおり・花岡亜紋・李永輝

私達は春学期に行われた｢メディア制作演習(表現)｣という授業の中で｢総合政策学部の目線
で考えた社会に訴えかける番組制作｣をテーマに6つのチームに分かれ、10分間の番組を制
作しました。【イヤホン難聴～あなたはそれでも聞き続けますか？～】、【思い込みで翼は生
えるのか～エナジードリンクに潜むプラシーボ～】、【釜ヶ崎～表現のヒントがここにある～】、
【香害～その香り、本当に必要ですか？～】、【ハタチ～今酒について何を知るべきか～】、
【What is real～あなたが見ている世界は現実ですか～】です。
YOUは何しに総政へ？～映像で表現～ （室内での連続上映）
中嶋一翔(総政２年)・前田陽楠子・尾倉佑香・櫻井智内・三砂安純・古橋玲也・武末真依・北野こゆき・佐藤ふみ・嚴キララ・
鈴木柚香・竹村遥・菱田優斗・小野大雅・ユンヨムン・春口桃奈・築地沙也加(総政３年)・福森さおり・花岡亜紋・李永輝

私達は春学期に行われた｢メディア制作演習(表現)｣という授業の中で｢総合政策学部の目線
で考えた社会に訴えかける番組制作｣をテーマに6つのチームに分かれ、10分間の番組を制
作しました。【イヤホン難聴～あなたはそれでも聞き続けますか？～】、【思い込みで翼は生
えるのか～エナジードリンクに潜むプラシーボ～】、【釜ヶ崎～表現のヒントがここにある～】、
【香害～その香り、本当に必要ですか？～】、【ハタチ～今酒について何を知るべきか～】、
【What is real～あなたが見ている世界は現実ですか～】です。

11月17日（土）午後の予定
■13:00～14:30は Ⅱ-102教室で 学生企画「OBOG×Students: For Your Career 経験を次世代に」
（p.32～34参照）
・総合政策学部卒業生から仕事やキャリアをうかがうパネルディスカッション
・参加者には、会場で軽食を用意（数に限りがあるので、お早めに移動を）
・どなたにもオープン。高校生の方も大学や就職、仕事についてのお話を聞けます。
■引き続き14:30～15:00に、Ⅱ-102教室で 「各賞受賞者発表式＋全体講評」
・発表者の皆さんはご集合下さい。受賞者を発表するとともに副賞授与

各賞受賞者発表式＋全体講評
１１月１７日（土） 14:30～15:00 Ⅱ号館１０２教室
■各賞受賞者（口頭・ポスター発表の最優秀賞・優秀賞・奨励賞等）の発表ならびに副賞授与
賞状授与は、学内の方には11月21日（水）のチャペルにて、学外の方には後日郵送
■実行委員会から、発表内容に対する全体的な講評
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総合政策学部

リサーチフェア学生企画

ある
ん
さ
く
た
が
み、
選択肢
悩
の
では
ら
な
！！
総政
す
ま
し
決
解
が
卒業生

OB
OB OG
OG
×
Students

For Your Career 経 験を次世代に
学外の方や高校生の参加もお待ちしております！！！
人気のあの職業に
就くにはどうしたらいいの？

実際○○って

やりたいことが
見つからない ・ ・ ・

留学って

学生の間に

したほうがいいの？

どんな仕事？

するべきことって？

日時 :11 月 17 日
13:00~14:30
（土）
場所：Ⅱ号館102 教室
◎ 軽食もご用意しております
by リサーチフェア学生委員

従来の同窓会企画「アポなしＯＢＯＧ訪問」が、

学生×OGOB 企画「For Your Career～経験を次世代へ～」
としてリニューアル！！
「就職」ということについて、個々の企業や業界については、インターネットやイン
ターンシップなどでかなり情報を得ることができやすくなりました。でも、次のよう
な疑問や不安はありませんか？

そもそも「働く」ってどういうことだろう？
学生生活とやりたい仕事って結びついているの？
「総政での学び」ってどんな形で仕事に活かされているの？

こういう素朴な疑問に OBOG が本音でお答えします！！

以下の 9 名の登壇者に、⚪×クイズに答えて頂きながら、普段のフォーマルな
就職説明会ではなかなか聞けない話をざっくばらんに語って頂きます。自分の
キャリアについて深く考えるきっかけにしてみませんか。奮ってご参加ください！
学外の方、高校生の参加も大歓迎です！
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登壇者紹介
（卒業／修了年度：学科）
・所属・職種

T. K. さん（男性／2000年学部卒
／2002年総合政策研究科修士修了）

現役生へのメッセージ
学部時代のボランティア活動を通して障害のある方々と関わり
を持つ。大学院在籍中に、ＮＰＯ法人 W. S.を設立。2016 年

特定非営利活動法人 Ｗ. S.・Ｓ市議会議員／特定非

にＳ市議会議員選挙に出馬、当選。

営利活動法人Ｗ. S.では経営全般

「今」を大切にすると、「未来」が拓けます。

Y. O. さん（女性／2000年学部卒

夢は必ず叶います。諦めさえしなければ。これが、40 年程生き

／2002年総合政策研究科修士修了）

てきた私の WILL です。じゃあどうやって夢を実現させていけば

人材紹介会社J社でのリクルートメントコンサルタ

良いのか、当日私の体験を交えながらお伝えできればと思って

ントとして国内外問わず転職のお手伝いをしてお

います。方法は、とてもシンプル。この方法さえ覚えておけ

ります

ば、就職活動も、将来を考える時も、絶対に大丈夫。迷うこと
も悩むこともありません。乞うご期待ください！

H. H. さん（女性／2000 年学部卒

就業し，また，育児・家事等に追われるようになると，全く自

／2009 年関西学院大学法科大学院修了） 分の時間を持てなくなります。自分のために時間を使える今，
弁護士

有意義な時間を過ごして下さい。

K. O. さん（男性／2004年卒）

2度の転職を経験し、現在は機械部品の商社で社長を務めてい

会社経営

ます。新卒で大手電機メーカーに入社、SE・プロジェクトマ
ネージャを歴任し、その後コンサルティング会社に転職、IT コ
ンサルティングの仕事に携わってきました。長期的なキャリア
についてお話できればと思います。

T. A. さん（男性／2004年卒）

人事としてのキャリアは10年を超え、採用担当としても長い経

D. T. コンサルティング会社人事（D. T. グルー
プのコンサルティング・アドバイザリー事業の
人事業務全般を担当する人事マネジャー）

験を持ちます。社会人は学生をどう見ているのか、何を期待し
ているのか、そして学生のうちに何をしておくといいか、等を
色々お伝えできればと思っています。

T. T.さん（男性／2008年メディア情報学科卒） 社会人は楽しいです。面白いです。
Ｉ商事事業開発（IT/メディア/広告領域のビジネ

将来、楽しく充実した時間を過ごすために、学生の間にたくさ

ス開発、投資）

ん学んでください。

A. S.さん（女性／2012 年総合政策学科卒）

これからは、「これまでの延長線上に無い未来」を創ってい

特定非営利活動法人 Z. W. 理事長

く必要があります。今までと同じ前提のもと、改善をしてい
くのみでは、私たちに未来はありません。絶望するのではな
く、今できることを１つ１つ取り組む必要があります。

S. N. さん（女性／2014 年総合政策学科卒）

私は学生時代、応援団総部チアリーダー部に所属し、自宅・三

国内航空会社・客室乗務員

田キャンパス・上ヶ原キャンパスを行き来し、毎日終電で帰る
様な日々を過ごしておりました。そんな状況でも乗り切る事が
出来た就職活動の体験談や時間の使い方等、皆様に少しでもお
役に立てる様なお話が出来れば幸いです。

S. T. さん（女性／2014 年都市政策学科卒

山根ゼミ１期生、建築士プログラム２期生です。デベロッパー

／2016年総合政策研究科修士修了）

の技術職は、あまりイメージしづらい職種だと思いますが、企

総合ディベロッパーＭ社・技術系総合職(商品企

画が好きな方にはオススメの職種です。興味があれば気軽に質

画・図面や建物の品質チェック)

問して頂けると嬉しいです。
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☆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。

2018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

