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実行委員より挨拶 
 

 経商合同学内ゼミナール大会は、今年で51回目を迎える、伝統ある

学術大会です。本年度は、経済学部のゼミがプレゼンテーション部門、

ゼミ対抗討論部門、発表部門、公開講義部門の4部門、商学部のゼミが、

プレゼンテーション部門、ゼミ対抗討論部門、公開講義部門、の3部門

で、研究成果を発表します。また、昨年度と同様に、プレゼンテーショ

ン部門の決勝を経商合同で行います。 

本日、本大会に出場する皆さん、また、本大会をご見学される皆さん

にとって、この経商合同学内ゼミナール大会が学生生活の 高の思い出

の一つとなることを願いまして、挨拶とさせていただきます。 

 
 

商学部ゼミナール協議会 委員長 堀沙和子 
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Ⅰ 本日の予定 

 

時間 内容 

9:00~9:20 開会式 

9:25~9:30 
プレゼンテーション部門 

オープニング 

9:30~11:10 
プレゼンテーション部門予選① 

（5ゼミ） 

9:40~12:10 公開講義部門(片岡ゼミ) 

10:30~12:00 ゼミ対抗討論部門(2ゼミ) 

11:20~12:20 
プレゼンテーション部門予選② 

(3ゼミ) 

13:00~14:30 公開講義部門(宇惠ゼミ) 

13:00~14:30 ゼミ対抗討論部門(2ゼミ) 

13:00~16:00 公開講義部門(廣田ゼミ) 

13:10~13:30 プレゼンテーション部門予選結果発表 

13:55~15:20 
プレゼンテーション部門決勝③ 

(4ゼミ) 

15:30~17:30 経済学部決勝  

17:30~18:00 表彰式・閉会式 

  



 

Ⅱ プレゼンテーション部門 
 

時間 予選・決勝 教室 

9:25~12:20 予選Aブロック E101 

9:25~12:20 予選Bブロック E201 

13:55~15:20 決勝 BIGホール100 

 

・発表中の出入りはご遠慮ください。入退場は休憩時間のみ可能です。 

・会場は飲食禁止です。 
・携帯電話の電源はマナーモードにし、通話はご遠慮ください。 
・発表中の撮影はご遠慮ください。 
 
 
 
 

予選Aブロック E101教室 
時間 内容 

9:25~9:30 オープニング 

9: 30~9:50 
プレゼンテーション① 田村ゼミ 

「投信の窓口」 

9:50~10:10 
プレゼンテーション② 杉本ゼミ 

「直売所は農業を支える手立てとなるのか」 

10:10~10:30 
プレゼンテーション③ 髙井ゼミ 

「食べ物の認知的不協和の解消について」 

10:30~10:50 
プレゼンテーション④ 馬場(一)ゼミ 

「行動経済学がおよぼす国際間における消費行動の比較」 

10:50~11:10 
プレゼンテーション⑤ 陶山ゼミ 

「ソーシャル時代における新たなヒット創造の鍵」 

11:10~11:20 休憩 

11:20~11:40 
プレゼンテーション⑥ 小井川ゼミ 
「対日直接投資の現状と課題、展開 

～その促進に向けた諸対策と検討～ 」 

11:40~12:00 
プレゼンテーション⑦ 西村ゼミ 

「日本を代表するグローバル企業の研究」 

12:00~12:20 
プレゼンテーション⑧ 徳永ゼミ 

「中国人向けインバウンドツーリズム」 

12:20~13:10 昼休憩 

13:10~13:55 予選結果発表＆教室移動 

  



 

予選Bブロック E201教室 
時間 内容 

9:25~9:30 オープニング 

9:30~9:50 
プレゼンテーション① 北山ゼミ 

「日本の純利益と国際基準(IFRS)の包括利益 

～リサイクリング(組替調整)に焦点を合わせて～」 

9:50~10:10 
プレゼンテーション② 岩本ゼミ 

「教育サービスの国際化」 

10:10~10:30 
プレゼンテーション③ 宮﨑ゼミ 

「緑茶市場の拡大～綾鷹の新規市場開拓～」 

10:30~10:50 
プレゼンテーション④ 藤岡ゼミ 

「ひらパーの集客戦略」 

10:50~11:10 
プレゼンテーション⑤ 廣瀬ゼミ 

「私たちの食生活とPB(プライベートブランド)」 

11:10~11:20 休憩 

11:20~11:40 
プレゼンテーション⑥ 飴野ゼミ 

「教科書宅配便」 

11:40~12:00 
プレゼンテーション⑦ 横山ゼミ 

「GNTになるためには～隠れたチャンピオン～ 」 

12:00~12:20 
プレゼンテーション⑧ 馬場(英)ゼミ 
「会計の面から、吹田市を探る」 

12:20~13:10 昼休憩 

13:10~13:55 予選結果発表＆教室移動 
 

・プレゼンテーション部門決勝は各ブロックから得点の高い上位２チー

ムを選出し、13：55からBIGホール 100で行います。なお、決勝の得

点には、予選の審査得点を加味いたしません。 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  



Ⅲ プレゼンテーション部門参加ゼミからのコメント 

 

Aブロック 
田村ゼミ 

私たち、田村ゼミは和気あいあいとしたゼミです。学生はいつも騒がしく、静

かになることがありません。ゼミ活動では、中小企業金融や投資信託について、

グループに分かれて研究しています。その研究の成果は、毎年東京で行われる証

券ゼミナール大会でプレゼンやディベートを通じて発表しています。本日は「投

信の窓口」というものについてプレゼンさせて頂こうと思います。宜しくお願い

します。 
 
杉本ゼミ 

私たち杉本ゼミは、協同組合や非営利活動を中心に研究しています。「生協」

と聞けば体を揺らしながら熱く語りだす我らが杉本先生は、いつも優しく熱心に

指導して下さいます。ゼミの活動について、 近では明治大学を訪問しプレゼン

テーションを行うことで他大学との交流を深めることができました。そんな私達

杉本ゼミが本日発表させていただくテーマは「直売所は農業を支える手立てとな

るのか」です。よろしくお願いします。 

  
高井ゼミ 

私たち、高井ゼミは主に消費者行動とデータ解析について研究・発表を行って

います。ゼミの大きな特徴として「学生が興味のあることを自由に研究できる」

という点が挙げられます。その中で私たちのチームは”食”に興味をもち、食べ物

の購買行動について研究を行いました。本日は、「食べ物の認知的不協和の解消」

についてプレゼンさせて頂こうと思います。宜しくお願いします。 

 
馬場(一)ゼミ 

私たちは今年の夏、タイへ現地調査に行きました。タイの名門、チュラロンコ

ーン大学とタマサート大学の2大学で学生を対象としたアンケートを行い、目標

としていた300サンプルを集めることができました!!!また、企業訪問ではJETRO
のバンコクオフィス、CPALLではジェネラルマネージャーの方と直接お話しする

機会を設けてくださり、大変貴重な時間を過ごすことができました!今日のプレゼ

ンを全力で頑張りたいと思います。 
 
陶山ゼミ 

私たち陶山ゼミのテーマは、『よく学び、よく遊べ』です。研究や授業発表の

時はしっかり集中して取り組み、先輩・後輩の垣根をこえたつながりを大切にし

ています。半年間このテーマをもとに、皆で泣いて笑って頑張って来ました。本

日はその成果をお見せします。 

  



 
小井川ゼミ 

私達小井川ゼミは、国際化が進み、今や多くの国が他国への進出機会を増やし

ている中、日本は他国に比べ対日直接投資が緩やかに進んでいることに着目し

た。この対日直接投資が進まない阻害要因は一体何であるのか、そして呼び込む

為に参入可能性が高い業種に焦点を当て、今後の促進に向けた諸政策と検討につ

いてプレゼンしていこうと思います。宜しくお願いします。 

 
西村ゼミ 

私たち西村ゼミはグローバル企業の経営について研究しています。様々な国や

地域で活躍する企業を先生の専門分野である史的観点を中心に多様な切り口か

ら分析を行っています。また今年の夏には中国へ赴き、グローバル化や経営の現

場に直接触れるという貴重な経験もしました。今回は日本を代表するグローバル

企業についてプレゼンさせて頂こうと思います。宜しくお願いします。 

 
徳永ゼミ 

 私たち徳永ゼミは、一人一人異なる見解を持っていて意見がなかなかまとまり

にくいですが、そこが強みでもあり、やっていておもしろいポイントだと思いま

す。ゼミの活動では新興国つまり急成長国について、教科書を用い、グループに

分かれて発表していくことで理解を深めていきました。今回のプレゼンでは観光

に焦点を当て、できるだけみなさんに親しみやすく内容をお伝えできればと思う

ので、宜しくお願いします。 

 
 

 
Bブロック  
北山ゼミ 
 私たち北山ゼミは「遊ぶときは遊び学ぶときは学ぶ」をモットーにメリハリを

つけて日々活動しています。遊びの面では、ゼミの時間外でもBBQや落語鑑賞、

裁判傍聴などのイベントを企画し、先生とゼミ生一緒になって親交を深めていま

す。学びの面では、国際会計基準について研究しており、私たちの班は特に日本

と世界の会計基準の違いについて分析し、日本基準の良さを明らかにしていま

す。 
 
岩本ゼミ 
 私たち岩本ゼミには、個性的な先生、学生が集まっています!!そんなメンバー

と、今日のような研究だけでなく、経済学やマーケティングを学びながら、それ

を生かしたプロジェクトの発起、毎年6月には慶応大学とディベート大会も行っ

たりと、活動内容も個性的です!TwitterやFacebookなども更新しているので是非

見てみてください!さて今回の研究は「教育サービスの国際化」についてです。

宜しくお願いします。 



 
宮崎ゼミ 

私たち宮崎ゼミは、個性あふれる楽しいゼミです。ゼミの活動としては基本はグルー

プワークを主として自分たちで研究テーマを決め、調査したりしています。本日は「緑

茶市場の拡大」についてプレゼンをさせて頂こうと思いますので、宜しくお願い致しま

す。 
 
藤岡ゼミ 

私たち藤岡ゼミはのんびりでほのぼのした雰囲気です。ゼミの活動ではチーム

に分かれて、それぞれが設定したテーマについて研究を進めています。本日は、

他の遊園地がつぶれる中、ひらパー兄さんや、菊人形などのユニークな戦略を行

い、生き残ってきたひらかたパークについて、発表したいと思います。よろしく

お願いします。 
 
廣瀬ゼミ 

私たち廣瀬ゼミは、先生も学生もみんな元気で個性的です。仲良く活発なゼミ

をモットーに活動しています。ゼミの活動では、私たちの暮らしに身近であり、

欠かすことのできないスーパーマーケットについて研究しています。今回はスー

パーマーケットを多様な面からみたうえで、プライベートブランドに焦点を当

て、実際に私たちの食生活とどう関わっているのかを発表させていただきます。

 
飴野ゼミ 

 私たち飴野ゼミは、学生の視点にたった、学生ならではの新サービスを考えよ

うと、ヤマト運輸と共同で企画、立案を進めてきました。学生同士で協力し、ア

ンケートを実施したり、各方面へのリサーチ、ヒアリングを行ってきました。必

死に考え行動する中で多くのことを学びました。今回のプレゼンテーションで、

私たちのこれまでの活動の成果を発表させて頂こうと思います。よろしくお願い

します。 
 
横山ゼミ 

私たち横山ゼミは個性を大切にする元気いっぱいのゼミです。ゼミ活動では、

チームごとに研究成果を発表し、競い合い、時には助け合いながら切磋琢磨して

います。今回はグローバル展開も果たすニッチ企業の強さの秘訣について研究し

た結果をプレゼンさせて頂こうと思います。宜しくお願いします。 
 
馬場(英)ゼミ 
 私たち馬場ゼミは、普段は、各自がそれぞれの目標を立てて、活動しています。

毎回の授業では、発表に向けて調べてきたことについて話し合っています。本日

は、少子高齢化に伴って起きている地方自治体の問題を説明し、特にその中で関

西大学がある吹田市を取りあげました。よろしくお願いいたします。 
  



 
廣瀬ゼミ 

私たち廣瀬ゼミの先生はとってもおしゃべりでチャーミングなおもしろい先

生です。そんな私たちは4つのチームを作り、これまでスーパーマーケットにつ

いて調べてきました。具体的にはスーパーマーケットの陳列方法や世界のスーパ

ーマーケットなどです。本日は、スーパーマーケットという大きなくくりからさ

らに、トレーに視点を絞り、環境に優しいトレーについてプレゼンテーションさ

せて頂こうと思います。 
 
 

Ⅳ ゼミ対抗討論部門 
 

時間 ゼミ名 教室 テーマ 

10:30~12:00 

横山ゼミVS小井川ゼミ C302
「グローバル企業の経営について」 

「日本のあるべき人事マネジメント」

西村ゼミVS徳永ゼミ C204
「日本企業と欧米企業のどちらが 

アジア地域の新興国に適合的か」 

 
 
Ⅴ ゼミ対抗討論部門参加ゼミからのコメント 
横山ゼミ                                                                 

私たち横山ゼミはBOPビジネスに向いているのは大企業か中小企業かというこ

とについて小井川ゼミと議論します。どちらの方が成功する可能性が高いのかに

ついて考察していきたいです。それぞれ事例を挙げ、検証作業をしていき、文献・

資料調達の結果を含めた内容になると思います。 

 
小井川ゼミ 

私たち小井川ゼミは発展途上国における貧困問題に目を向け、その解決方法と

して有効なBOPビジネスに関して学んでいます。BOPとはBase of Economic Pyramid

の略で年間所得3000ドル以下の低所得者層を指し、この層は総人口の72パーセン

トを占めており、企業にとって今後大きな市場になる可能性をもっています。横

山ゼミとの討論でこれまでの学習の成果を存分に発揮したいと思います。宜しく

お願いします。  

 
西村ゼミ 

私たち西村ゼミはアジア振興国の1つであるインドの自動車産業において日系

企業と現地企業どちらが強いかというテーマについて徳永ゼミと議論します。私

たちは日系企業側に立ちます。普段、ゼミではグローバル企業の経営(史)分析を

行っているので、史的観点を中心に多様な切り口から考察し、発表していきたい

と思っています。 



 
徳永ゼミ 

私たち徳永ゼミはアジア新興国の中で勢いがあるインドの今後の自動車産業

について、日経企業と現地企業どちらが強いかを現地企業側の立場にたって西村

ゼミと議論します。徳永ゼミは主に新興市場について各グループに分かれて調べ

発表し、他のグループや先生から足りない点や疑問などの意見を貰いさらに知識

を深めています。討論ではその知識を活かしつつ現地企業側について分析・考察

したことを存分に出せるよう力を尽くしたいと思います。 
 
 

Ⅵ 公開講義部門 

時間 ゼミ名 教室 テーマ 

9:00~12:10 片岡ゼミ CAL教室 「自分たちの考える優良企業を探る」 

13:00~15:00 宇惠ゼミ C604 「日本の経済と金融」      

14:00~16:00 廣田ゼミ 経商ステーション 「現代企業の経営戦略と組織運営」 

  
 
Ⅶ 公開講義部門参加ゼミからのコメント 
片岡ゼミ 

私たち片岡ゼミは長期的・継続的に経済活動をリードしていく中心的な経済主

体である、永続的な”優良企業”について考察していきたいです。私たち片岡ゼミ

の公開講義では、4つのグループに分かれ、それぞれが好きな企業についてCSR
活動や経営戦略についてまとめ、発表します。 

 
宇恵ゼミ 
私たち宇恵ゼミは、各ゼミ生自らが設定した卒業論文のテーマについて、講義

内で一人ずつ発表していきます。私たちはファイナンス専修のゼミですが、各ゼ

ミ生が設定している卒業論文のテーマは、一見、ファイナンスとは関係のないよ

うに思える、音楽産業や映画産業、さらにはスポーツビジネスまで、非常に興味

深いものばかりです。このようなテーマがどうファイナンスに結びついているの

か興味を持たれた方は是非お越し下さい。 
 
廣田ゼミ 
 私たち廣田ゼミは、企業経営の基本論理の解明を目指しています。企業経営の

方の考え方は合理性、効率制志向のテイラーリズムです。他方の考え方は、人間

関係に見られる共同体思考です。ポジショニングとケイパビリティの対立も、そ

の延長線上にあります。両者を統合する第3のアプローチとしてのイノベーショ

ン戦略やアダプティブ戦略の可能性を探ります。 
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