
研究報告会参加の先生方へ 

経済学部ゼミ研究報告会の詳細について 

2020年 1月 9日 

ゼミ担当：堀内英次・飯塚陽介 

   

開催要領 
 

開催日：1月 15日（水） 

時間：13:00～16:30 

集合場所：13:00 at 各セッションの教室  

 13:00〜13:10  開会式 各セッション別 

 13:10～    研究報告会 at S315～S318・S417（※次頁参照） 

 

参加ゼミ 
経済学科：小島、茅野、堀内、山本、湯川、小西 

国際経済学科：石川（正史）、カン、玉置、比佐、吉岡 

経営学科：上田、川上、飯塚、楊、瀬藤、大野 

観光経営学科：岡崎、小笠原、花井、山中      (敬称略)     計 21 ゼミ 

※セッション分け・発表スケジュール：次頁以降参照 

  

自然災害の場合の対応について 

当日に自然災害等により 10時の時点で京王線が運休している場合には、通常
の講義と同様に中止とし、10時に各先生のメールアドレスにご連絡します。    

また、運休していない場合でも開催が危ぶまれる場合については、開催の  
可否を 10時の段階でご連絡致します。 

 

お願い 

 発表時間は質疑応答を含みます。 

 各ゼミの発表では司会者より先生方や聴衆のゼミ生に質問・コメントをお願いし
ますので、ご協力いただくようお願い申し上げます。 

 参加学生にも、自分のゼミの発表の時だけでなく、他のゼミの発表も可能な限り
最後まで聞くようご指導ください。  



経済学部ゼミ研究報告会：スケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

セッション(経済 2)（S316 教室）          司会：堀内先生 

時間 発表ゼミ（学科） 発表タイトル 

13:10～13:45 吉岡孝昭ゼミ（国際） AI が作り出す近未来のよりよい社会を目指すための

研究 

13:45～14:20 堀内英次ゼミ（経済） グローバル化、デジタル化の中での日本エレクトロに

クス企業の敗戦と改革 

◆15分間休憩◆ 

14:35～15:10 カン・ビクトリヤゼミ（国際） 1, どのキャッシュレス決済が学生に最適なのか 

2, ﾁｮｺ業界の動向：ｶｶｵの 2050 年問題への対応策 

15:10～15:45 玉置知己ゼミ（国際） Public-Private Partnership: Can it fill the gap? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

セッション(経済 1)（S315 教室）         司会：湯川先生 

時間 発表ゼミ（学科） 発表タイトル 

13:10～13:45 茅野英一ゼミ（経済） 1, 地方交付税制度における不交付団体の取組みにつ

いて ～印西市と大泉町を事例にして～ 

2, 消費税における軽減税率の導入について ～新聞

の軽減税率に着目して～ 

13:45～14:20 石川正史ゼミ（国際） 1, 多摩の空き家対策 

2, 多摩のシェアサイクル 

◆15分間休憩◆ 

14:35～15:10 湯川志保ゼミ（経済） 1, 田舎町へ行こう！ 

2, フライングディスクによる子どもの外遊びの定着 

15:10～15:45 小西杏奈ゼミ（経済） 1, 外国人労働者の賃金問題 

2, 日本のキャッシュレス化 

15:45～16:20 上田憲一郎ゼミ（経営） 1, 大学生に対する年金広報について 

2, 大学生の国民年金 

 

セッション(経営 1) （S317 教室）         司会：大野先生 

時間 発表ゼミ（学科） 発表タイトル 

13:10～13:45 山本博幸ゼミ（経営） 金持ち父さんと普通父さんの投資戦略 

13:45～14:20 川上祐司ゼミ（経営） 1, なぜ欧州 4 大サッカーリーグは戦力均衡せずとも人

気なのか？ 

2, ランニング人口増加が健康寿命に及ぼす影響 

3, ボールパーク化がもたらす観客動員への影響と効果 

◆15分間休憩◆ 

14:35～15:10 比佐優子ゼミ（国際） 1, 八王子活性化を目的とした旅行計画 

2, 採蜜商品開発の概要 

15:10～16:20 大野貴司ゼミ（経営） 1, ビール業界の構造分析と各社の経営戦略の研究 

2, 牛丼業界の構造分析と各社の経営戦略の研究 

3, ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ業界の構造分析と各社の経営戦略の研究 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

※発表時間は移動、質疑応答の時間を含みます。 

                             ※発表順は変更の可能性があります。 

  

セッション(経営 2)（S318 教室）          司会：楊先生 

時間 発表ゼミ（学科） 発表タイトル 

13:10～13:45 小島寛之ゼミ（経済） 中古市場について 

13:45～14:20 楊錦華ゼミ（経営） 花形職業「総合商社」の実態 

◆15分間休憩◆ 

14:35～15:10 瀬藤芳哉ゼミ（経営） アマゾンと楽天 

15:10～16:00 飯塚陽介ゼミ（経営） 1, 富士フィルムの経営：巨人コダックと明暗を分けたもの 

2, 新日本プロレス V 字回復について 

3, USJ の V 字回復の秘密 

 

 

セッション(観光)（S417 教室）          司会：花井先生 

時間 発表ゼミ（学科） 発表タイトル 

13:10～13:45 花井友美ゼミ（観光） 1, フォトジェニックな写真 

2, 大学生の美術に対するイメージ調査 

13:45～14:20 岡崎雅幸ゼミ（観光） 1, 鉄路、勾配への挑戦 

2, 秘境駅について 

◆15分間休憩◆ 

14:35～15:10 小笠原永隆ゼミ（観光） 多摩地域の観光振興について（2 報告） 

1. 多摩地域の「大人の産業観光」について 

2. 日野市と多摩市の連携による観光振興について 

15:10～15:45 山中左衛子ゼミ（観光） 1, 日本とアメリカのホテルに見るおもてなし 

2, ビジネスホテルにおける今後のサービス 

 



経済学部の皆さんへ 

経済学部ゼミ研究報告会のお知らせ 

2020年 1月 15日 

経済学部 

 

 経済学部のゼミも必修化されて今年で 6年目となりましたが、この度、経済学部 

で 4回目となる学部ゼミ研究報告会をおこなうことになりました。 

 今回は学部の 21のゼミが有志で集まり、ゼミでの研究や活動内容を紹介しま
す。以下の要領で開催しますので、興味のある人は是非見学に来てください。 

   

開催要領 
 

開催日：1月 15日（水） 

時間：13:00～16:30 

集合場所：13:00 at 各セッションの教室  

 13:00〜13:10  開会式 各セッション別 

 13:10～    研究報告会 at S315～S318・S417（※次頁参照） 

 

参加ゼミ 
経済学科：小島、茅野、堀内、山本、湯川、小西 

国際経済学科：石川（正史）、カン、玉置、比佐、吉岡 

経営学科：上田、川上、飯塚、楊、瀬藤、大野 

観光経営学科：岡崎、小笠原、花井、山中      (敬称略)     計 21 ゼミ 

 

  

今後ゼミを履修することになる 1，2年生や、他のゼミがどんな勉強をやってい
るかを知りたい 3年生以上の学生には、参考になると思います。途中入場、途中退
室可能なので、興味のある人は是非見に来てください。           

 以上. 

  



参加者・見学者の皆さんへ 

経済学部ゼミ研究報告会 

令和 2年 1月 15日 

経済学部 

開催要領 
 

開催日：1月 15日（水） 

時間：13:00～16:30 

集合場所：13:00 at 各セッションの教室  

 13:00〜13:10  開会式 各セッション別 

 13:10～    研究報告会 at S315～S318・S417（※次頁参照） 

 

参加ゼミ 
経済学科：小島、茅野、堀内、山本、湯川、小西 

国際経済学科：石川（正史）、カン、玉置、比佐、吉岡 

経営学科：上田、川上、飯塚、楊、瀬藤、大野 

観光経営学科：岡崎、小笠原、花井、山中      (敬称略)     計 21 ゼミ 

※セッション分け・発表スケジュール：次頁以降参照 

 

お願い 

・各ゼミの発表では司会者より先生方や聴衆のゼミ生に質問・コメントをお願いしますので、ご協力いただく

ようお願い申し上げます。 

・見学中は私語のないように
．．．．．．．．

お願いします。 

・見学者は、入退室自由です。なるべく前から詰めて
．．．．．．

お座りください。 

・写真動画撮影は、ゼミ関係者以外が写りこまないよう
．．．．．．．．．．．．．．．．

お願いします。また、フラッシュ撮影は禁止です。 

動画の SNS などへの公開でトラブルが生じましても学部、ゼミ連では一切責任を負えませんので、ご了承く

ださい。 

・本日は広報グループが会の様子を撮影し、後日帝京大学の HP や SNS で公開します。公開されたくない方
．．．．．．．．．

は

その旨主催者の堀内（あるいはセッションの司会者）までお知らせください。 

 

 


