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氏名氏名氏名氏名  タイトルタイトルタイトルタイトル  ゼミゼミゼミゼミ  

鳥飼 慎介  財政再建に対するアプローチ  菅  

衣笠 雄紀  景観利益判決  松野  

草野 大地  近江商人の歴史と三方よしの精神  菅  

坂田 淳  
小説を対象とした単語の出現率を用いた  

ネタバレ防止手法の提案  
本田  

佐々木 勇真  
文章分類の単語数と正答率に関する研究  

―単語出現率や単語間共起を利用した正答率の検証―  
本田  

中務 素直  
ジェネリック医薬品の果たすべき役割  

―医療費適正化のために―  
菅  

三宅 一志  
ベイジアンフィルターを用いた  

小説における舞台分類手法の提案  
本田  

秋山 広至  法人税率引き下げについて  川田  

秋山 睦美  尾道市の将来人口  刈山  

足立 拓也  
iPad 用ベクトル線図とシミュレーションの  

２画面切り替え連携アプリケーションの開発  
藤田  

阿部 紀基  日本の財政の現状と課題  荒井  

安道 千晶  
ディズニーリゾートのリピーター獲得戦略  

―従業員の視点から―  
稲垣  

安藤 弘樹  道州制の歴史  荒井  

井木 広夢  電子書籍の現状と発展への提言  稲垣  

石井 葵  農協系統信用事業の現状と今後の在り方  河野  

石﨑 健一  
DCF 法による企業価値の比較と考察  

―家電量販業界の上場企業４社を用いて―  
小泉  

石田 貴子  環境税がもたらした功罪と課題  川田  

石原 里菜  高級感ある「阪急ブランド」とは  西村  

一色 陸  企業のリスクマネージメント  菅  

伊藤 大河  ブラック企業と雇用問題  大西  



 

 

氏名氏名氏名氏名  タイトルタイトルタイトルタイトル  ゼミゼミゼミゼミ  

稲田 圭佑  グローバル化における高等教育のあり方  菅  

井上 友介  
iPhone 用逆ベクトル線図とシミュレーションの  

画面切り替えによる連携アプリケーションの作成  
藤田  

猪原 久美子  国民年金第３号被保険者制度の課題  大西  

今城 雄大  USJ のリスタートと融資先としての可能性を探る  西村  

今村 翔平  
北陸新幹線開通によって起こる  

石川県の人口への影響と対策  
井本  

岩永 達郎  
若年労働者のモラール低下の現状と  

改善策に関する一考察  
西村  

宇土 三智子  平成大合併を行う原因とその効果  大野  

宇野 喜裕  
グローバル経済における中小企業の変化  

―中小企業のアジア進出について―  
河野  

圓鍔 友梨  日本の地方歳入と財政責任  大野  

大岡 由依  アベノミクスの政策について  河野  

大木 堅太  ＣＳＲが会社に影響を与える効果  荒井  

大國 勇貴  オシャレ度 70％の定義  ―ノームコアとの類似性―  稲垣  

太田 智士  少子高齢社会について  菅  

大星 光平  N-gram による旋律生成システムの開発  川勝  

大山 三紀  声が人に与える印象  ―心地よい声の作り方―  川勝  

岡村 直希  宇部市の将来人口予測と対策  井本  

岡本 晋  ユニバーサルスタジオジャパンの経営戦略  菅  

岡本 由美  電子書籍利用拡大と紙質書籍出版減少問題の一考察  邵  

小川 琴奈  形態素解析を用いた類似度の分析  川勝  

奥 和山  寺院運営について  菅  



 

 

氏名氏名氏名氏名  タイトルタイトルタイトルタイトル  ゼミゼミゼミゼミ  

奥田 直緒基  酒税の現状と課題  川田  

奥畑 祐希  日本が抱える年金の未納問題  大西  

小野 義幸  日本銀行の歴史と役割  河野  

小野 裕司  
スーパーマーケット業界の企業価値と理論株価の  

比較に対する考察  
小泉  

甲斐 諒磨  LPG の現状と将来  溝淵  

門田 英莉奈  ハーグ条約締約国間による子の連れ去り問題  松野  

上中野 聖太  地方分権化における地方交付税の関わりと問題点  大野  

亀田 龍  
マルチプラットフォーム対応のゲームエンジンを  

用いたゲームアプリの試作  
有吉  

川井 裕介  enchant.js を用いたゲームアプリの開発方法  有吉 

河野 健人  
AKB48 生き残りのための“未完成”戦略  

―“完成”のタカラヅカとの対比―  
安達  

河野 三郎  母子関係の成立  松野  

神田 浩輝  高齢化による経済影響  大西  

神原 希帆  自動運転車の実用化による自動車教習所への影響  邵  

岸田 巧  既存の楽譜データを用いた自動作曲に関する一考察  川勝 

川 莉永  教育費負担構造の実態とコミュニティの重要性  大野 

清原 拓真  
iPad 用根軌跡と FILT による  

シミュレーションの連携アプリケーションの開発  
藤田 

楠田 哲大  
多変量解析を用いた「格付の推測」「格付決定要因」の

分析  ―公式モデル企業と愛媛・広島の企業比較―  
小泉 

熊谷 誠人  神社・神道と地域コミュニティの関わりに関する一考察  西村  

熊渕 智弥  消費税増税が住宅業界に与える影響  川田  

熊丸 愛理  消費税の軽減税率適用の在り方  川田  



 

 

氏名氏名氏名氏名  タイトルタイトルタイトルタイトル  ゼミゼミゼミゼミ  

倉永 祥太郎  Objective-C を用いた iPhone アプリの開発方法について  有吉  

倉持 竜彦  カジノによる日本経済の活性化  髙内  

黒木 雄太  
iPad 用ベクトル線図と FILT による  

シミュレーションの連携アプリケーションの開発  
藤田 

黒野 匡飛  子供向け教育用プログラミング環境の調査  有吉  

桑田 悠  食品にかかわる法律  溝淵  

河戸 大佑  ＳＮＳの利用における危険性  大西  

古賀 遥平  デフレはなぜ終わらないのか  ―雇用環境の変化―  髙内  

古崎 雄大  全額税方式による公的年金制度改革  大野  

小橋 弘章  備前市の企業立地による経済波及効果  井本  

木挽 卓弥  なぜコカ・コーラは日本で一番売れているのか  西村  

小松 拓矢  
スマートフォンアプリのプラットフォームと  

開発環境の比較  
有吉  

小山 翔平  年金制度の変化と課題  大西  

小山 光子  住宅業界におけるリフォーム市場の考察  西村  

近藤 季伸  時効  ―援用について―  松野  

後長 大地  島根県の人口減少を防ぐために  稲垣  

齊藤 綾  財務分析を用いた SNS 業界の比較研究  小泉 

坂上 樹  
Mac OS X 版  逆ベクトル線図とシミュレーションの  

画面切り替えによる連携アプリケーションの作成  
藤田  

佐賀 令英  道路運送法改正の歴史と在り方  溝淵  

佐賀 愛美  
財務指標を用いた企業の順位付けについての考察  

―判別得点を用いて―  
小泉  

佐々木 美穂  広告と求職者との関係性  稲垣  



 

 

氏名氏名氏名氏名  タイトルタイトルタイトルタイトル  ゼミゼミゼミゼミ  

佐藤 光祐  非嫡出子の遺産相続問題  溝淵  

佐藤 匠  超高齢社会における鉄道のバリアフリー化  大西  

佐藤 匠  
居酒屋の経営活性化を考察する  

―尾道の居酒屋の事例を中心に―  
邵  

佐藤 寛晃  
大分県におけるコミュニティビジネスの  

可能性について  ―現状と課題―  
西村  

佐野 圭汰  Mac OS X による根軌跡アプリケーションの開発  藤田  

蔀 翔太  主成分分析によるメジャーリーグの打者評価  刈山  

四宮 楓  さとり世代の消費傾向とライフスタイル  稲垣  

島田 理紗  施設における高齢者虐待について  大西  

清水 智美  国際海運の CO2 排出削減対策  髙内  

清水 美沙  Eclipse による android アプリケーションの開発  川勝  

下江 真由子  
家紋と名字の関係性を考慮した  

家紋データベースの構築  
川勝  

首藤 祐貴  育児期の女性の活躍を促す企業に関する研究  西村  

白石 みほ  
定量発注法を用いた在庫管理システムの開発  

―リードタイム中の需要量が確率的に変動する場合―  
川勝  

白附 司  パチンコ・パチスロ店の客層から学ぶ集客のコツ  安達  

新岡 貴則  軽自動車の販売台数の変化とその社会的背景について  西村  

新木 謙吾  住民税滞納の現状と課題について  川田  

菅 ひかり  日本人の感性に訴える『物語』の分析  溝淵  

杉本 和也  
ザックジャパンがなぜ W 杯で GL 敗退したのかを  

マネジメントの視点で捉える  
稲垣  

数越 圭亮  日本プロ野球の球団経営効率の相対的比較  邵  

須澤 克俊  緊急逮捕について  溝淵  



 

 

氏名氏名氏名氏名  タイトルタイトルタイトルタイトル  ゼミゼミゼミゼミ  

鈴木 弘里  ノベルゲームの制作方法について  有吉  

鈴木 佑典  
日米半導体摩擦を様々な観点からひも解く  

―経済的問題に対する政治の影響力―  
髙内  

住友 健人  
衰退から脱却を図る地方都市商店街の取り組みと課題  

―地元尾道と四国の実地調査をもとに―  
邵  

瀬尾 麻衣  
マルチプラットフォーム対応のスマートフォンアプリ  

の作成  ― jQuery Mobile を用いた日記アプリの試作―  
有吉  

瀬戸 響  日韓 W 杯開催における経済波及効果についての考察  西村  

宋 嵩  ネットショップに対する実店舗の魅力に関する考察  小川  

袖山 智成  地方と都市の人口推移の比較  刈山  

園田 佑希  
Web アプリにおける JavaScript ライブラリによる開発の  

容易化  ― tmlib.js を用いた web ゲームアプリの試作―  
有吉  

髙上 龍太  iPhone 用ベクトル線図アプリケーションの開発  藤田  

髙橋 加奈  
携帯電話業界の現状と動向  

―携帯電話会社３社の財務諸表分析―  
小泉  

高見 脩平  
保育所の問題と改善  

―保育所の質と信頼の維持のための対策―  
櫻田  

田頭 未来  
携帯電話会社業界の財務諸表分析  

―大手携帯電話会社の財務諸表分析―  
小泉  

滝 貴之  TPP と消費税増税による農産物への影響について  川田  

太組 完治  日本銀行と金融政策  河野  

竹下 諒  金融商品取引法と今後の証券市場について  溝淵  

武田 亜佑美  価値訴求型のセブンプレミアムに関する一考察  西村  

武田 啓志  地域活性化とアニメ聖地巡礼の関係について  荒井  

夛田 信秀  
日本の音楽市場を活性化させるには  

―CD 売り上げ増加の観点から―  
櫻田  

田中 明日美  
フリーミアムモデルに基づくソーシャルゲームの  

課金ビジネスについて  
櫻田  

田中 桐之助  乗用車とパソコンの普及率の推定  刈山  



 

 

氏名氏名氏名氏名  タイトルタイトルタイトルタイトル  ゼミゼミゼミゼミ  

田中 将幹  中古品ビジネス拡大の要因に関する考察  小川  

田中 美央  
旅行業界の構造分析と競争戦略のゆくえ  

―HIS のブランド構築に向けて―  
櫻田  

田中 利奈  
ネットワーク・ビジネスにおける  

信頼概念の検討と再構築  
櫻田  

田部 学  
いじめのメカニズムとその解決策・対処法  

―４人の論者を参考に―  
櫻田  

谷崎 哲太  ＡＢＣの特徴と会社での使われ方  荒井  

田村 彩里  社会保障制度の現状  大西  

丹波 雅博  買い物難民の現状と対策  荒井  

千葉 麻優美  待機児童と女性労働について  大西  

塚元 梨満  2020 年東京オリンピックについて経済効果の考察  稲垣  

辻 絵理佳  自動車関連税の軽減措置とその影響  川田  

鶴丸 貴子  財務諸表分析から企業格付けを導く方法とその考察  小泉 

時本 義史  地方銀行の現状と今後の経営の方向性について  川勝  

徳永 隼也  日本と諸外国の携帯電話市場の比較  邵  

富山 結以  Android 対応汎用ユーザインタフェースの設計  川勝  

豊田 聖和  第二次世界大戦前後の金融業界の変遷と考察  河野  

中島 美咲  
携帯電話業界の企業分析とその考察  

 ―３社の財務諸表分析の比較―  
小泉 

中田 淳  市町村合併の現在の課題と今後について  大野  

中藤 隆文  消費税増税が農業に与える影響  川田  

中野 慎也  環境破壊と経済  大野  

中濵 知奈  
年賀状と SNS の共存  

～若者における年賀状離れの視点から～  
稲垣  



 

 

氏名氏名氏名氏名  タイトルタイトルタイトルタイトル  ゼミゼミゼミゼミ  

中平 裕巳  精神障害者の自立支援と社会参加  溝淵  

仲嶺 瑳希子  旅行業界の現状と今後  菅  

中村 雄人  九州における他の地域との酒類の嗜好の違いについて  井本  

中村 洋介  消費税増税による経済的影響  川田  

長嶺 隆太朗  
iPhone 用離散システムの根軌跡とシミュレーションの  

連携アプリケーションの開発  
藤田  

成田 憲治  経営理念を浸透させるための企業行動  櫻田  

難波 皓司  電子マネーについて  河野  

難波 紗佑里  
Mac 用ベクトル線図と FILT によるシミュレーションの  

連携アプリケーションの開発  
藤田  

二井野 小夏  尾道市の将来人口  刈山  

西原 舞香  社会保障と消費税増税  川田  

野中 杏実  家電の需要分析  刈山  

乘松 秀和  若者の車離れ  菅  

橋本 佳亮  インターネット広告の最適化について  西村  

橋本 珠実  
フリーターの現状分析と今後の政策  

―モチベーション論の観点から―  
櫻田  

蓮井 良豪  尾道市立大学生の介護に関する意識について  井本  

濱田 隼也  消費税増税が与える景気への影響  川田  

濱田 大稀  回帰分析による愛媛県の自動車保有台数の分析  刈山  

林 千裕  三重県の観光による地域活性化  稲垣  

林 亮佑  企業価値に関する考察  ―家電量販店業界において―  小泉  

日比野 朋彦  高校球児に必要な教育費に関する一考察  西村  



 

 

氏名氏名氏名氏名  タイトルタイトルタイトルタイトル  ゼミゼミゼミゼミ  

平方 真奈美  UML を用いた勤怠管理システムの分析設計  有吉  

平田 明里  ムーミンのブランド構築についての考察  髙内  

平田 高英  
コンビニ業界におけるマーケティング戦略  ―セブン  

イレブンとファミリーマートの比較検証より―  
櫻田  

平田 莉菜  御調町の産業連関表作成  井本  

藤井 温子  学生・経営者が考える“いい会社”に関する研究  小川  

藤井 誠  公的年金制度の改革とその方向性  大野  

藤田 美貴  
ＳＮＳ業界の現状と解決策  

―主要４社の財務分析の比較―  
小泉  

藤田 祐輔  
1970 年代の欧州の情勢とスネイク  

―欧州為替相場同盟の分析―  
髙内  

藤本 健太  
AKB48 の衰退期における生き残り戦略  

―人気度推移から見る現状をもとに―  
安達  

冨士森 達哉  物流業界の現状と今後の展望  菅  

古川 祐輝  
Twitter、Facebook を用いた  

マーケティングの有効性に関する考察  
櫻田  

堀井 彩花  
重回帰分析を応用した  

バスケットボール（WJBL）の試合分析  
川勝  

前濱 桃子  企業のロゴマークに関する考察  小川  

松井 玲緒  Ｊリーグ各クラブの経営  大西  

松尾 知子  日本独特のおもてなしサービスの効果と課題  邵  

松岡 修平  カジノ導入が日本経済に与える効果  菅  

松﨑 美悠貴  生活保護の減額について  大西  

松下 壮一朗  
地方のスポーツチームの観客増員についての考察  

―広島東洋カープを事例に―  
小川  

松田 卓也  アニメ聖地巡礼でまちおこし  ―現状と課題―  西村  

松永 卓也  
信用金庫の地域経済社会活性化の役割  

―中小企業の視点から―  
稲垣  



 

 

氏名氏名氏名氏名  タイトルタイトルタイトルタイトル  ゼミゼミゼミゼミ  

松村 香奈  アジア通貨危機について  河野  

松村 直志  スターバックスの経営成功の要因分析  邵  

松本 海  大手呉服専門店と地域密着型呉服店に関する考察  小川  

松本 紘果  スマートフォンへの変遷と展望  荒井  

松本 有華  映像作品と観光に関する考察  小川  

三河 尚史  ドラッグストアの現状と今後の方針について  櫻田  

三宅 和将  商店街活性化に繋がる飲食・小売店の戦略に関する考察  小川  

宮永 侑季  少年法と非行少年  溝淵  

宮前 和奈  国内農業保護から TPP に参加することに反対  髙内  

宮本 光  
ソーシャルメディアを活用した  

キャラクタービジネスの有効性  
稲垣  

村田 佳奈美  尾道市の将来人口  刈山  

望月 豊  
コンビニエンスストア大手３社の経営戦略について  

 ―チルド弁当と入れたてコーヒーを例に―  
邵  

森 貴文  
差別化による新たな市場の開拓に関する一考察  

―ブルー・オーシャン戦略を基礎にして―  
西村  

森 千佳  
ベイジアンフィルターを用いた小説における  

結末の分類手法の提案  
本田  

森下 靖己  
瀬戸内地域における太陽光発電の効率性と  

良効率地域について  
井本  

森山 奏恵  日本における階層の固定化と教育格差  大野  

矢野 実由紀  相続税の現状と節税方法の考察  川田  

山口 耕志郎  京丹後市の人口予測と若年女性人口の減少  井本  

山口 珠実  外国人技能実習制度の見直し  髙内  

山田 啓史  食品業界の変移と市場規模の推定  刈山  



 

 

氏名氏名氏名氏名  タイトルタイトルタイトルタイトル  ゼミゼミゼミゼミ  

山田 麻矢  最適発注量・発注点を算出するシステムの開発  川勝  

山名 貴仁  乗用車の普及率の推定  刈山  

山根 立也  
表現の自由とプライバシー権  ―モデル小説『石に泳ぐ  

魚』事件を通してのプライバシー権についての考察―  
松野  

結城 翔大郎  
住宅ローンが家計に与える影響  

―変動金利と固定金利の比較―  
河野  

横田川 晃輝  公立大学の経営戦略に関する考察  小川  

吉岡 優花  冷蔵庫と洗濯機の需要分析  刈山  

吉川 直樹  スーパーマーケット業界の企業価値に関する考察  小泉  

吉末 知弘  資産所得課税の現状と今後の展開  大野  

吉田 朱里  地域包括ケアシステムの広がりと今後の展開について  大野  

吉田 直高  
自動車関係の規格、法律  

―規格や法律が与える自動車販売への影響―  
溝淵  

吉田 駿  
長崎市の人口推計と  

九州新幹線長崎ルート開通に際する人口予想  
井本  

若井 梨沙  日本の個人金融資産  河野  

和田 ひかる  ミニシアターの運営と役割について  西村  

王 文素  
日本企業のグロ－バル人的資源管理の  

研究課題について  
邵  

熊谷 健太  
日本の金融と世界の金融  

―世界の金融から学ぶ日本の金融制度改革―  
河野  

林 憶雯  中国のネットビジネス急成長の理由について  邵  

   

   

   

   


