
参加日程 マッチング 教室 大学 学部 ゼミ名 チームごとの発表テーマ

神戸 経営 原拓志ゼミ
・自動販売機の活用とその可能性
・保育におけるICTの活用

一橋 商 島本実ゼミ コロコロコミックの生存戦略

大阪市立 商 石井真一ゼミ
・現代のプライベートブランドはどのようにして生まれたのか
・書店における新たな付加価値

神戸 経営 梶原武久ゼミ
・ニッチ産業における気候変動による原料調達のリスクマネジメント
・ホワイトカラーの生産性を上げるには
・海外子会社の統制

大阪市立 商 太田雅晴ゼミ ベトナム現地企業活性化プロジェクトについて

大阪市立 商 田口直樹ゼミ
・老舗旅館の潜在的市場獲得について
・中小企業の有効的な新卒採用に関する考察

神戸 経済 中村健太ゼミ LCCの新規路線開拓における戦略

大阪市立 商 除本理史ゼミ
・ICT教育の登場に関する考察
・カーシェアリングの普及条件と普及シナリオ

大阪市立 商 高橋信弘ゼミ 地域振興、特に金沢の観光産業について

大阪市立 商 本多哲夫ゼミ 地域と企業の発展について

神戸 経済 中村健太ゼミ TV広告の効果測定と新たな広告戦略の提案

大阪市立 商 中瀬哲史ゼミ ・スポーツビジネス
・エンターテイメントビジネス

大阪市立 商 吉村典久ゼミ
・教育分野の海外進出
・競争戦略
・CSR

神戸 経済 中村健太ゼミ 夏季オリンピックのメダル獲得数に関する実証分析

大阪市立 経済 岡澤亮介ゼミ 応用計量経済学
・水族館の人気度　・音楽フェスにおける顧客満足度　・プロ野球の観客動員数

一橋 経済 冨浦英一ゼミ 交通網の発展が地域のイノベーションに与える影響についての実証分析

大阪市立 経済 中村健吾ゼミ
人間の尊厳の根拠を探る
ー自立と自律か、それとも、依存と脆弱性ー

大阪市立 経済 福原宏幸ゼミ 地域共生社会をめぐる議論とその実践事例(箕面市北芝地区)のについての考察

大阪市立 経済 朴一ゼミ 外国人労働者、移民の歴史と現状

神戸 法 川島富士雄ゼミ
国際経済法
日米貿易交渉の今後

神戸 経済 玉岡雅之ゼミ 平成不況がもたらした労働への影響と問題点

大阪市立 経済 滋野由紀子ゼミ 少子化対策において沖縄の良さを東京へ

神戸 経営 末廣英生ゼミ 働き方改革と労働者のメンタルヘルスについて

神戸 経営 安部浩二ゼミ
・日本に寄付文化を根付かせるためには
・食堂の混雑緩和

神戸 経営 三矢裕ゼミ
・株式会社日本レイザーについて扱う研究
・教育界へのAI導入の事例を扱う研究
・大阪府下の能楽堂を扱う発表

一橋 商 軽部大ゼミ 開示情報から見る戦略

大阪市立 商 小形健介ゼミ 業績悪化を経験した企業の回復について

大阪市立 商 小林哲ゼミ CDのジャケットとコンビニコーヒーに関すること

大阪市立 商 鈴木洋太郎ゼミ ・若者の需要に見るスイーツビジネスの今後の展望と課題　～異業種からの進出を例に～
・フードフェスから探る新しいビジネスの在り方　～現代の人々が求めるもの～

一橋 商 福地宏之ゼミ エコ業界とVOD業界を業界分析

大阪市立 商 浅野信博ゼミ IFRSの決定要因

大阪市立 商 石川博行ゼミ 株主優待の是非

大阪市立 商 翟林瑜ゼミ ESG投資の有効性

神戸 経済 重富公生ゼミ 貨幣の歩み

大阪市立 経済 斎藤幸平ゼミ
・仮想空間における租税の役割
・地域農業のグローバル化に伴う破壊
・ベーシックインカム論

一橋 経済 森宜人ゼミ 海運・造船から見た日本の「近代化」

マッチング表

12月8日(土)

(13時~18時)

A フロンティア館405

B フロンティア館406

C フロンティア館404

D フロンティア館403

E
第2学舎106

F 第2学舎102

G
第2学舎101

(10時~15時)

H 第2学舎
102

I 第1学舎
212

J 第1学舎
310

K フロンティア館
403

12月9日(日)

(13時~18時)

L フロンティア館405



参加日程 マッチング 教室 大学 学部 ゼミ名 チームごとの発表テーマ

神戸 経済 清水崇ゼミ ゲーム理論

神戸 経済 宮川栄一ゼミ ゲーム理論・行動経済に関するもの

大阪市立 経済 北原稔ゼミ ミクロ経済学

神戸 経営 三古展弘ゼミ ・新幹線に手荷物検査導入の検討
・航空会社を選択する際の料金や時間・航空会社などの関わり方

神戸 経営 正司健一ゼミ ・日本のコミュニティサイクル事情 〜コベリンを例に〜
・なにわ筋線開業を活かした大阪街づくり案

大阪市立 経済 小川亮ゼミ
・新駅設置の経済成果
・北陸新幹線開通によるストロー効果
・ワールドカップ

大阪市立 経済 浦西秀司ゼミ
・JR民営化について
・公営バスの民営化について

神戸 経済 鈴木純ゼミ フリーコピーと経済学

大阪市立 経済 中島義裕ゼミ
・電力市場分析
・原発地域のこれから
・福島原発事故による農業への被害

大阪市立 経済 杉田菜穂ゼミ 中小企業の人材確保について

神戸 経済 萩原泰治ゼミ AIと労働

大阪市立 経済 中村英樹ゼミ AIと経済の関連性、今後の展望

神戸 経済 鈴木純ゼミ 神戸市の待機児童問題に関して

大阪市立 経済 杉田菜穂ゼミ 労働政策

大阪市立 経済 C.ウェザーズゼミ 働き方改革・労働問題

神戸 経営 保田隆明ゼミ 地方創生・事業創造
地方創生プロジェクト

大阪市立 商 宮川壽夫ゼミ
コーポレート･ファイナンス理論を拠り所に、
資本市場で繰り広げられる複雑怪奇なミステリーの解明

大阪 経済 村宮克彦ゼミ
財務報告と市場の効率性との関連性
会計情報を用いた企業価値評価やファンダメンタル分析
株式市場におけるディスクロジャーの役割

大阪市立 商 向山敦夫ゼミ 国内と海外のESGに関するマテリアリティマトリックス分析を通して見えてくるもの

早稲田 商 谷本寛治ゼミ 日本企業は戦略的コミュニケーションとしての情報開示をどう行うべきか

横浜市立 国際総合科学 黒木淳ゼミ ESGの促進に向けた管理会計の役割

神戸 経済 藤田誠一ゼミ
国際金融論
仮想通貨によって中央銀行にはどのような影響があるか

一橋 経済 小川英治ゼミ Fin Tech

神戸 経済 中村保ゼミ シェアリングエコノミー

大阪市立 経済 松本淳ゼミ 直島について

注 : 赤字は事前にお知らせしていた表からの変更点となっております。
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