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第 52 回経商合同学内ゼミナール大会 

【タイムスケジュール： 全体（経済学部）】 

 

時間 内容 

９：００～９：２０ 
経商合同： 開会式 

ＢＩＧホール１００

  

９：５５～１４：４０ 
プレゼンテーション部門・予選 

Ｆ４０２教室 ＆ Ｃ５０７教室

１４：５５～17：４０ 
プレゼンテーション部門・決勝 

Ｂ４０１教室

  

９：２５～１２：３５ 
討論部門 

Ｃ２０４教室

  

９：５５～１５：１５ 
研究発表部門 

別ページ（p.4）参照

  

１１：１０～1２：５０ 

１３：００～1４：００ 

特別参加（経済学演習１） 

発表部門         ＢＩＧホール１００

交流部門   Ｄ３０３教室 ＆ Ｄ３０４教室

  

１７：５０～１８：３０ 
経商合同： 表彰式 ＆ 閉会式 

ＢＩＧホール１００

 

※ 変更がある場合は、立て看板や自治会掲示板等でお知らせいたします。 
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【プレゼンテーション部門（経済学部）】 

 

予選A ブロック（F402 教室） 予選B ブロック（C507 教室） 

９：５５～１０：２５ 

春日ゼミ 良永ゼミ 

１０：３０～１１：００ 

野坂ゼミ 岡田ゼミ 

１１：０５～１１：３５ 

橋本(恭)ゼミ 神江ゼミ 

１１：４０～１２：１０ 

佐藤(雅)ゼミ 坂口ゼミ 

予選C ブロック（F402 教室） 予選D ブロック（C507 教室） 

１２：２５～１２：５５ 

 柏原ゼミ 

１３：００～１３：３０ 

杉本ゼミ 西村ゼミ 

１３：３５～１４：０５ 

鈴木ゼミ 本西ゼミ 

１４：１０～１４：４０ 

中川ゼミ 土居ゼミ 

決勝（B401 教室） 

時間：１４：５５～１７：４０ 

表彰式 ＆ 閉会式（BIG ホール100） 

時間：１７：５０～１８：３０ 
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【討論部門（経済学部）】 

 

C204 教室 

9：25～10：25 
第 1 討論 

高速道路の無料化 

肯定側：佐藤(雅)ゼミA 

否定側：鈴木ゼミB 

10：30～11：30 第 2 討論 
高速道路の無料化 

肯定側：佐藤(雅)ゼミB 

否定側：林ゼミB 

11：35～12：35 第 3 討論 
自転車の免許制度導入 

肯定側：鈴木ゼミA 

否定側：林ゼミA 
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【研究発表部門（経済学部）】 

 

 グループ１ グループ２ グループ３ グループ４ グループ５ グループ６ グループ７ 

  

午前の部 B401教室 E201教室 A301教室 A307教室 A308教室 A310教室 C401教室 

09:55～10:25 橋本(恭)ゼミ①    北波ゼミ①   

10:30～11:00 前川ゼミ① 榊原ゼミ① 本西ゼミ① 北原ゼミ① 中川ゼミ① 柏原ゼミ① 西村ゼミ① 

11:05～11:35 林ゼミ① 土居ゼミ① 中川ゼミ② 菅田ゼミ① 北原ゼミ② 北波ゼミ② 柏原ゼミ② 

11:40～12:10 前川ゼミ② 榊原ゼミ② 北原ゼミ③ 中川ゼミ③ 柏原ゼミ③ 西村ゼミ② 本西ゼミ② 

  

午後の部 C402教室 C301教室 午前の部と同じ教室 

13:00～13:30 林ゼミ② 土居ゼミ② 菅田ゼミ② 春日ゼミ① 樫原ゼミ① 橋本(紀)ゼミ① 北原ゼミ④ 

13:35～14:05 前川ゼミ③ 榊原ゼミ③ 橋本(紀)ゼミ② 樫原ゼミ② 菅田ゼミ③ 北原ゼミ⑤ 野坂ゼミ① 

14:10～14:40 橋本(恭)ゼミ②  樫原ゼミ③ 佐藤(雅)ゼミ① 春日ゼミ② 菅田ゼミ④ 岡田ゼミ① 

14:45～15:15 前川ゼミ④  佐藤(雅)ゼミ②   樫原ゼミ④ 菅田ゼミ⑤ 
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【特別企画（経済学演習１）】 

 

11:10～12:50 
発表部門 

（BIG ホール 100） 

 

登壇順（予定） 

① 佐藤（雅）ゼミ    ：公共経済専修 

② 杉本ゼミ       ：経済理論専修 

③ 本西ゼミ       ：公共経済専修 

④ 宗岡ゼミ       ：金融・会計専修 

⑤ 谷田ゼミ       ：統計・情報処理専修 

⑥ 橋本（紀）ゼミ    ：統計・情報処理専修 

⑦ 北川（亘）ゼミ    ：歴史・社会専修 

⑧ 菅田ゼミ       ：金融・会計専修 

⑨ 柏原ゼミ       ：歴史・社会専修 

⑩ 野坂ゼミ       ：産業・企業経済専修 

⑪ 林ゼミ        ：公共経済専修 

⑫ 土居ゼミ       ：経済理論専修 

（12ゼミ、6 専修）

13:00～14:00 
交流部門Ⅰ 

（D303 教室） 
交流部門Ⅱ 

（D304 教室） 
 北川（亘）ゼミ a 

佐藤（雅）ゼミ a 

土居ゼミ a 

林ゼミ a 

本西ゼミ a 

本西ゼミ c 

（6チーム）

北川（亘）ゼミ b 

佐藤（雅）ゼミ b 

土居ゼミ b 

橋本（紀）ゼミ a 

本西ゼミ b 

 

（5チーム）

 

※ この秋学期に始まったばかりのゼミ（経済学演習1）による特別企画です。 

※ 発表部門では、ゼミ活動に関する報告をします。1 年次生へのゼミ紹介・ゼミ活

動内容の発表という要素が強い部門です。 

※ 交流部門では、ディスカッション等にお気軽にご参加ください。 

※ 順番等に変更がある可能性がありますので、予めご承知おきください。 


