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※発表者はあらかじめ、上記URLにアクセスし、発表論文をアップしておいてください。各セクション発表準備は10分前までにお願いします

教室２０１
Ⅰ　13：00～15：00

発表 1 佐竹哲生 The report on T-sap program in 2012 中庭光彦ゼミ
発表 2 小形　希 ビジネス2.0とJWLF バートルゼミ
発表 3 矢内 勝 地域特性を活かしたエネルギー自立化モデルの可能性について バートルゼミ
発表 4 早苗　宅人 教え育てるということ 教職課程（斎藤S・山原）
発表 5 伊東　佑馬 商用車のアジア戦略 金美徳ゼミ
発表 6 村杉　契祐 日本文化産業のグローバル戦略 金美徳ゼミ
発表 7 加藤駿介 マレーシアとシンガポールの２か国間経済連携の展望と課題 金美徳ゼミ
発表 8 小沼　俊 日中韓航空業界比較から探る新エアラインビジネス 金美徳ゼミ
発表 9 吉田敏子 日本化粧品業界の現状と課題 金美徳ゼミ
発表 10 赤坂　佳紀 The report on T-sap program in 2012 Ｔ－ｓａｐ
発表 11 三代ひろな Our dreamy One-day Trip in Tokyo English Expression
発表 12 任佳宝 One-day Tokyo Tour for Repeaters(Odaiba) English ExpressionII-A
発表 13 石土奈々 ユニバーサルタクシー利用者の動向とラジオCM制作 中村その子ゼミ

Ⅱ　15：10～16：00　ポスターセッション
ポスター P1 加藤駿介 アジア政治経済概況報告書 金美徳ゼミ
ポスター P2 松嵜達也 幸福とは何か　～ブータンに学ぶ、日本の国民総幸福量向上～ 酒井麻衣子ゼミ
ポスター P3 藤原一樹 宗教観 大森拓哉ゼミ
ポスター P4 見付　昂平 類似商品における心理効果 大森拓哉ゼミ
ポスター P5 猪野 慎 ミュラー・リャーの錯覚 大森拓哉ゼミ
ポスター P6 及川直総 概念識別 大森拓哉ゼミ
ポスター P7 竹中尚樹 記憶の選択作用 大森拓哉ゼミ
ポスター P8 宮崎　典明 レジャー観について 大森拓哉ゼミ
ポスター P9 瀬上賢一郎 家族観 大森拓哉ゼミ
ポスター P10 苫米地康太 男女の相違観 大森拓哉ゼミ
ポスター P11 安田直人 就活観について 大森拓哉ゼミ
ポスター P12 成澤啓登 アニメ観 大森拓哉ゼミ

Ⅲ　16：10～17：20
発表 14 高木聖美 日本人の誇りに関する研究～日本文化に着目して～ 杉田文章ゼミ
発表 15 山井惇也 国のイメージ調査 大森拓哉ゼミ
発表 16 中村崇彬 マクドナルドの復活理由 金子邦博ゼミ
発表 17 穴田　泰嵩 マクドナルドの強み 金子邦博ゼミ
発表 18 佐藤 尚人 スターバックスの経営戦略 金子邦博ゼミ
発表 19 堀田　浩平 フットサルの競技スポーツとしての認知度を上げる 杉田文章ゼミ
発表 20 仙葉千尋 なぜ若者は家出しなくなったのか　～若者の自立に家出が与える影響～ 杉田文章ゼミ

教室２１１
Ⅰ　13：00～15：00

発表 21 藤岡洋平 犬好き猫好きによる性格の違い 諸橋正幸ゼミ
発表 22 藤原　大樹 アーティストを特徴づける言葉の分析 諸橋正幸ゼミ
発表 23 高橋　優作 現代のメンズスキンケア事情 今泉忠ゼミ
発表 24 奥村太輝  メッツコーラに比べてペプシスペシャルは売れるのか 今泉忠ゼミ
発表 25 鈴木天生  facebookの友人関係は似ているのか。 今泉忠ゼミ
発表 26 佐藤俊介 違法ダウンロードの刑事罰化から生まれた新しいビジネスの脅威 今泉忠ゼミ
発表 27 山本 洋和 流行した楽曲の歌詞における分析 諸橋正幸ゼミ
発表 28 平林　佑太 オンラインゲームの変貌 諸橋正幸ゼミ
発表 29 大塚　隆広 ゲームエンジンunityを用いたゲーム開発の活動報告 田中雄プロジェクトゼミ
発表 30 木村佳介 UnityとAR(拡張現実)を併用したインタラクティブ・コンテンツの提案 田中雄プロジェクトゼミ
発表 31 西井　祐介 MMORPG経済のマルチエージェントシミュレート 出原至道ゼミ / ESIEA

Ⅱ　15：10～16：00　ポスターセッション
ポスター P13 伊左次謙彰 大学生の思考は何によって影響を受けるのか－自我同一性との関連－ 酒井麻衣子ゼミ
ポスター P14 中村貴秀 日常の食卓における和食の再生について 梅澤佳子ゼミ
ポスター P15 刈籠毅 性格による友人との付き合い方の違いについて 酒井麻衣子ゼミ
ポスター P16 石山奨 学生のストレスを元気づけている言葉の力 梅澤佳子ゼミ
ポスター P17 池野彩恵子 化粧がもたらす心理的効果 酒井麻衣子ゼミ
ポスター P18 大久保博史 第一印象からもたらす効果 酒井麻衣子ゼミ
ポスター P19 加藤拓哉 高校生を対象とした情報教育の重要性　-SNSにおけるトラブルの防止に向けて- 梅澤佳子ゼミ
ポスター P20 田中智之 にごみ 久恒啓一ゼミ
ポスター P21 荻原佑輔 直接プライミングの研究 大森拓哉ゼミ
ポスター P22 佐藤 栄秀 日本人の痩身人口を減らす 今泉忠ゼミ
ポスター P23 五十嵐敦生 なぜ『スマ婚』が流行っているのか。 今泉忠ゼミ
ポスター P24 月橋拓也 クリスマスに関するデータ分析 今泉忠ゼミ
ポスター P25 杉崎　泰山 アプリの危険性 今泉忠ゼミ

Ⅲ　16：10～17：20
発表 32 野口祥一 社会的影響を用いた若者の意識調査 大森拓哉ゼミ
発表 33 田島　学 yahoo検索ランキングで見る言葉の鮮度 諸橋正幸ゼミ
発表 34 谷迫早李 ONE PIECEが幅広い層に人気がある原因はなにか。 今泉忠ゼミ
発表 35 角田聖也 グループアイドルの人気と選択の基準 大森拓哉ゼミ
発表 36 白井峻平 山に対するイメージの変化 大森拓哉ゼミ
発表 37 田中沙織 遊園地での調査報告(夏合宿) 大森拓哉ゼミ

教室２１２
Ⅰ　13：00～15：00

発表 38 兼本大樹 浜岡原子力館見学記 菅野光公プロジェクトゼミ
発表 39 佐藤麻美 決算書からわかるアサヒグループ！ 山原克明ゼミ
発表 40 宮下博章 小田急グループの事業再編 山原克明ゼミ
発表 41 岡崎壮一郎 決算書でミキモトを語ろう！ 山原克明ゼミ
発表 42 渋谷咲子 決算書からわかる象印マホービン(株)！ 山原克明ゼミ
発表 43 佐藤龍 東京ヴェルディと地域貢献活動 久恒啓一ゼミ
発表 44 重田康明 多摩てみやげプロジェクト 久恒啓一ゼミ
発表 45 宝田梨恵 広報班プロジェクト　スポーツごみ拾い 久恒啓一ゼミ
発表 46 池田和教 若者の喫煙についての実態調査 社会調査士実習Ⅰ・Ⅱ
発表 47 鈴木俊平 魅力あるプロ野球のファンタジー性について 杉田文章ゼミ
発表 48 中川健人 多摩のことづくり -蘇れ! 多摩の生活文化- 梅澤佳子ゼミ
発表 49 大熊啓朗 農村復活! 今こそグリーンツーリズム 梅澤佳子ゼミ
発表 50 伊藤慎一郎 スポーツ指導者の育成～ライセンス制度の普及と発展～ 杉田文章ゼミ

Ⅱ　15：10～16：00　ポスターセッション
ポスター P26 武藤　愛 現代の人々に必要とされる居酒屋とは何か 酒井麻衣子ゼミ
ポスター P27 山口翔大 音楽の消費に関する調査 酒井麻衣子ゼミ
ポスター P28 益田大地 多摩市の公園の現状と課題 梅澤佳子ゼミ
ポスター P29 千葉光樹 大学生活がもたらすモチベーション 酒井麻衣子ゼミ
ポスター P30 橋田彩加 女子大生のファッションに対する意識と着装行動について 酒井麻衣子ゼミ
ポスター P31 大石展久 地域ＰＪ「多摩大学ゼミナールin永山学園祭」 梅澤佳子ゼミ
ポスター P32 真島明誉 多摩うどんぽんぽこＰＪ 梅澤佳子ゼミ
ポスター P33 五十嵐大樹 地域PJ:多摩り場語り場プロジェクト 梅澤佳子ゼミ
ポスター P34 山越龍太郎 地域ＰＪ：近隣交流七輪ＰＪ 梅澤佳子ゼミ
ポスター P35 山口　太鵬 居酒屋の売上分析 諸橋正幸ゼミ
ポスター P36 相馬　永吉 笑い　×　時代 諸橋正幸ゼミ
ポスター P37 井関　晋太郎 性格の違いによるコミュニケーションの差についての考察 酒井麻衣子ゼミ
ポスター P38 酒井　千晴 若者のアルコール離れについて 酒井麻衣子ゼミ

Ⅲ　16：10～17：20
発表 51 貝塚祐太 嫌消費に関する考察　～バブル後世代に消費を促すには～ 杉田文章ゼミ
発表 52 渡辺弦貴 義務教育における死生観の享受について ～Pちゃん授業から見えること～ 杉田文章ゼミ
発表 53 望月祐介 地域ＰＪ「永山グリーンＰＪ」 梅澤佳子ゼミ
発表 54 浅田暢一 地域ＰＪ「みんなの菜園　諏訪小学校」 梅澤佳子ゼミ
発表 55 馬場 慧 レジャー産業の消費マインドをあげるためには　～観光産業に着目して～ 杉田文章ゼミ
発表 56 中村洋佑 若者の旅行レジャー消費減退に関する考察～SNS社会が及ぼす「既視感」の影響～ 杉田文章ゼミ
発表 57 大川圭 資源は有限である　～「もったいない精神」を教育する方法～ 杉田文章ゼミ


