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全タイトル一覧（学籍番号順）

氏　名 タ　イ　ト　ル ゼミ

紀平　航希 公職選挙法選挙権年齢引き下げについて 溝淵ゼミ

中野 佑輝⼈ イスラム⾦融の歴史と課題 神﨑ゼミ

⼤崎　友裕 ⽇本のキャッシュレス化 川⼝ゼミ

⼩⽥　恵⾥ 尾道の祭りに関する考察 ⼩川ゼミ

⾦⾕　菜緒 ⾊彩から尾道の魅⼒を探る研究 ⼩川ゼミ

篠原　宏介 宮崎県の農業産出額の変動についての要因分解と今後の課題 岡本ゼミ

⽴林　侑樹 地⽅の中堅企業がなぜ全国でトップシェアを獲得できたのかについての考察 ⼩川ゼミ

⽥村　拓也 平成 26 年 8 ⽉豪⾬による⼟砂災害が翌年の⼟地価格に与えた影響の分析 有吉ゼミ

藤瀬　悠樹 現在のゲーム市場とゲーム市場に侵⾷してくるチートの現状 溝淵ゼミ

⼭本　将輝 無料アプリによる家庭⽤ゲーム機の衰退問題 河野ゼミ

渡邊　明⼦ 規模別を想定した結婚式を挙げることによる経済波及効果 岡本ゼミ

相上 みなも ⽇本のチケット不正転売対策に関する⼀考察 王ゼミ

⻘⽊　夏望 SNS 情報と意思決定についての考察 ⼩川ゼミ

⾚⽊　徳也 『資本論』第⼀部の読解 林ゼミ

⾚沢　孝太 インバウンド観光の動向と影響〜岡⼭県における地域活性化について〜 荒井ゼミ

朝⽐奈　佑 平成 22 年庄原豪⾬における地価変動 堀江ゼミ

芦⽥　孝太 ⽇本のサッカーにおけるヘディング規制の課題 佐藤ゼミ

⿇⽣　涼太 放課後等デイサービスの報酬（加算要件）について 溝淵ゼミ

阿達　友⾥ シャドー・バンキング・システムに関する考察 神﨑ゼミ

安部　真⽣ ふるさと納税の税収格差：
地場産品がない⾃治体がふるさと納税を確保するには ⾦⽥ゼミ

荒川　直哉 アパレル業界のデザインの模倣とその影響 溝淵ゼミ

有廣　彩夏 尾道市⻄部エリアにおける⾼齢者虐待防⽌策の現状と
後⽅⽀援ネットワーキング 佐藤ゼミ

⽣⽥　　彩 地域シンボルやご当地キャラクターを活⽤した地域活性化の持続要因 佐藤ゼミ

⽯井　唯⽃ ⾃動⾞業界の⼤変⾰期 溝淵ゼミ

伊勢崎 さや ⽇⽶のバブルに関する考察　−⾦融政策の有効性によせて− 神﨑ゼミ
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氏　名 タ　イ　ト　ル ゼミ

⼀柳　昌輝 起業するなら個⼈？それとも法⼈化するべき？ 溝淵ゼミ

井上　直史 ゲストハウス経営による地域活性化についての考察　〜尾道を事例として〜 ⼩川ゼミ

今成　蒼太 富⼠⼭のゴミ問題に必要な費⽤ ⾦⽥ゼミ

井本　尚吾 インセンティブが⼈間のパフォーマンスに与える影響 堀江ゼミ

岩城　　黎 ⾹⾥ケ丘団地の活性化とこれからの団地業界について 森本ゼミ

岩崎　元暉 ⽇本の死刑制度はどうあるべきか 溝淵ゼミ

岩森　⼤真 ⽇本のたばこ税の新たな⽅向性について　−分煙化による共存を⽬指して− 前⽥ゼミ

上住　裕太 ⼩学校教科横断授業で⽤いる地上絵プログラミングツールの開発と授業提案 有吉ゼミ

内⽥　祐⼆ SDGs に対する中⼩企業の取り組み ⼩川ゼミ

内⽥　涼介 ⾷品ロスと私たちの⾏動 林ゼミ

⾺屋原 由⾐ 学習塾の分布と学習環境の充実度の関係性について 堀江ゼミ

枝⽊　優治 ひきこもりを肯定する社会が引き起こす経済効果について 岡本ゼミ

⼤⽯　彩⽔ サブスクリプションは海賊版の代⽤となるか ⼩川ゼミ

⼤垰　和⾳ 発達障害者の就労⽀援と障害者雇⽤の意義 佐藤ゼミ

⼤⻄　昂星 ⽇本の⻑時間労働の問題点　〜働き⽅改⾰を通じて〜 王ゼミ

⼤野　直幸 プロ野球選⼿の契約についての⼀考察 王ゼミ

⼤村　⻯騎 資産運⽤の必要性の検証（つみたて NISA の有⽤性とリスク管理について） 溝淵ゼミ

岡⽥　知樹 多様性社会を実現し、未婚化・晩婚化を防ぐ税制を考える 前⽥ゼミ

⼩笠原 直哉 タイアップによるミュージックビデオの再⽣回数への影響：
KingGnu のミュージックビデオに焦点を当てて 後藤ゼミ

緒⽅　梨乃 課税権の配分基準としての恒久的施設（PE）の妥当性 前⽥ゼミ

⼩川　柊弥 コロナの財政⽀出を補填すべき税制について　〜トービン税制も含めて〜 前⽥ゼミ

⼩堂　拓海 ⽇本における付添⽝事業の現状と「⽝」である理由 佐藤ゼミ

甲斐 ちさと 相続税法における財産評価のあるべき基準について 前⽥ゼミ

甲斐　妃⾹ Ｃ to Ｃ市場の現状と今後について 河野ゼミ

角⽥　貫英 ⽇本の医薬品産業について　−社会情勢と経済政策の観点からの考察− 河野ゼミ
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氏　名 タ　イ　ト　ル ゼミ

笠原　慶汰 ファスト映画と著作権法 王ゼミ

柏原　拓実 農産物直売所が地域社会に与える効果 ⼩川ゼミ

勝⽥　　雅 消費税の仕⼊税額控除の問題点について
−医療機関の社会保険診療に着⽬して− 前⽥ゼミ

河合　理紗 投票率の時系列分析 ⾦⽥ゼミ

川岡　⼤貴 従業員によるパワハラの予防策 王ゼミ

川上　颯⼤ ⽇本型資本主義の今後 林ゼミ

川上　⼤輝 多⾔語による Vtuber に対する考え⽅の違いや捉え⽅の違いについて
〜テキストマイニングによるアプローチ〜 ⽊村ゼミ

川越　開晟 テレワークによる労働⽣産性 荒井ゼミ

川島　奨平 平⾏四辺形の特殊化についての理解を促進する ICT 教材の開発 南郷ゼミ

河⽥　瑞季 キャノンとニコンの財務諸表分析 津村ゼミ

河野　鈴奈 中⼩企業の海外展開戦略と政府による⽀援の必要性 佐藤ゼミ

岸野 晋太郎 スポーツ練習⽇誌アプリケーションの設計と開発 ⽊村ゼミ

北⾵　奏良 働き⽅改⾰導⼊の背景と課題 溝淵ゼミ

⾐川　踏哉 COVID-19 によるリモートワークの普及に伴う地⽅への移住のすゝめ 堀江ゼミ

⽊下　　諒 近代オリンピックとクーベルタン 林ゼミ

久⼾瀬 百夏 地域活性化におけるインバウンド観光　−島根県の政策を事例に− 神﨑ゼミ

久保⼭ 夢実 Excel VBA を⽤いた⼤学⽣向けの家計簿システムの設計と開発 有吉ゼミ

倉本　　成 淡路市の観光消費によって全国で発⽣する廃棄物量の分析 岡本ゼミ

グェン ティ タオ ヴィ 越境 EC を展開する⽇本企業の販売戦略に関する研究
−東南アジア諸国の市場を中⼼に− 吉⽥ゼミ

⼩池　⾥歩 信⽤保証制度が与える中⼩企業への影響 神﨑ゼミ

河野　⽂美 ふるさと納税制度の改善策について　−地域間格差の問題に着⽬して− 前⽥ゼミ

古志 莉々⼦ ⼈の移動や住居選択に災害リスクは関係しているのか 堀江ゼミ

⼩塩　智也 テレビ離れがもたらす⺠放放送局の業績変化 吉⽥ゼミ

児島　凌⽃ IFRS への基準変更が販管費に与える影響 津村ゼミ

⼩林　　佑 OERA モデルによる野⼿評価とプロ野球ベストナインの選出 南郷ゼミ
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氏　名 タ　イ　ト　ル ゼミ

⼩林　英豊 ⽇本の投資・⾦融教育 河野ゼミ

阪井　佑雅 段階的な情報提供を特徴とした飲⾷店検索アプリケーションの設計 有吉ゼミ

坂根　佑奈 公的年⾦制度を補完する私的年⾦制度等の促進について
−投資教育の重要性に着⽬して− 前⽥ゼミ

作⽥ 丈太郎 野村克也監督の指導⽅法について 後藤ゼミ

重巣　鈴夏 BERT を⽤いた料理レシピの⽋落語の推定 本⽥ゼミ

柴崎　果帆 インサイダー取引における教唆犯・幇助犯の成⽴要件 王ゼミ

柴⽥ 真理⾹ デジタル社会の中で⽣きる屋外広告の在り⽅ ⼩川ゼミ

下宮　未嵯 広島県の⼈⼝減少問題 林ゼミ

⾸藤　聡太 主体的な学びの実現に向けた商業科「課題研究」指導の構築 南郷ゼミ

正丸　隆壮 プロ野球が⼈気を誇る理由　−横浜 DeNA ベイスターズと福岡ソフトバン
クホークスの経営分析を中⼼として− 津村ゼミ

⽩神 奈津希 オリエンタルランドに⾒る設備投資の重要性 津村ゼミ

杉浦　　亘 マイナンバーカードと健康保険証の⼀体化における感情分析 吉⽥ゼミ

杉原　姫歌 飼い⽝が備える各属性における重回帰分析を⽤いた定量的価値評価 岡本ゼミ

瀬涯 加奈美 コロナウイルスと⽇本経済 河野ゼミ

⼗河　柊⽃ 新型コロナウイルスを転機に　−過去から未来へ− 林ゼミ

園⼭　朱理 尾道の造船業における課題と今後の展望 森本ゼミ

園⼭　千皓 FX 取引について 河野ゼミ

髙井　皓平 豚⾁の差額関税制度の問題点とその解決の⽅向性 前⽥ゼミ

⾼尾 華乃⼦ アイドルオタクの消費⾏動と⼼理 林ゼミ

⾼橋　颯太 スポーツが秘める可能性 林ゼミ

髙橋　彌⼤ 地球温暖化は果たして悪か 溝淵ゼミ

髙⾒ ⼀朗太 半導体産業の興隆と半導体集積回路配置法 溝淵ゼミ

髙⾒　知加 猫の多頭飼育崩壊モデルの構築 南郷ゼミ

髙本　莉奈 同性婚合法化が⽇本社会に与える影響 森本ゼミ

髙⼭　⼤貴 格差・労働・家族から⾒た⽇本の幸福度　−フィジーと⽐較して考える− 林ゼミ
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氏　名 タ　イ　ト　ル ゼミ

多賀⾕ 省吾 虚偽記載についての⾦商法上の⺠事責任 王ゼミ

⽵下　 晃貴 プロ野球界とコロナウイルス感染 河野ゼミ

岳下　⼤河 健康経営の企業業績に対する効果 吉⽥ゼミ

⽥後　優⼤ フォロワーシップ⾏動尺度の検討 後藤ゼミ

⽴間　　遼 四国アイランドリーグの各４球団の業績と地域貢献との関係 吉⽥ゼミ

⽥中　郁也 教育委員会ウェブサイトのユーザビリティ評価 南郷ゼミ

⽥邉　　亮 産業⾰命の弊害 林ゼミ

⾕⼝　友梨 畳み込みニューラルネットワークを使った「良い写真」を判定するシステム ⽊村ゼミ

⾕脇　真央 従来の環境政策と災害復興における環境政策の関係について 堀江ゼミ

⽥渕　⼤翔 ふるさと納税による地域活性化 荒井ゼミ

⽟置　⿓也 幼稚園教諭から⾒える保育⼠不⾜問題 ⾦⽥ゼミ

⽥村　奈緒 チケットの不正転売に関する⼀考察 王ゼミ

千神　佳菜 中⼩企業における仕事と育児の両⽴⽀援制度の取り組み 佐藤ゼミ

蝶野　七美 道後温泉における観光客増加に向けた集客戦略 森本ゼミ

チン　ミイトン コンビニエンスストア⼤⼿３社の財務諸表分析 津村ゼミ

出⼝　晏次 深層学習を⽤いた⼩⿂に含まれる異物の位置検出 ⽊村ゼミ

富井　敏也 宮崎弁を⽤いたルールベース対話システムの作成と考察 有吉ゼミ

富⽥　晃基 ⽇本のキャッシュレス決済の需要と考察 荒井ゼミ

富⽥　祐⼼ NPB における２番打者最強論の可能性 吉⽥ゼミ

富安　賢治 広島県における新型コロナウイルスの影響と対策 荒井ゼミ

⿃澤 英理加 現代まで続く奴隷制 林ゼミ

中家　和希 テレワークの給与該当性の判断基準について 前⽥ゼミ

中川　⼀輝 情報漏えい対策に関する⼀考察 王ゼミ

中川　真依 宣伝が商品普及に与える影響のイノベーター理論に基づく
マルチエージェントシミュレーションによる検証 有吉ゼミ

仲達　宏樹 桃太郎の源流・温羅伝説と吉備地域 森本ゼミ
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氏　名 タ　イ　ト　ル ゼミ

中庭　歩翔 CASE 化の進展による⾃動⾞産業に関する新規参⼊企業と
既存企業の競争について 吉⽥ゼミ

中村　円⾹ 東広島市における農業従事者の変化速度とその要因 岡本ゼミ

中⼭　禎章 厳格な⽂理解釈による交際費等課税の検討 前⽥ゼミ

⻑尾　⿓⾺ ID に基づいた外国⼈向け⽇本語学習 Web アプリの設計と開発 有吉ゼミ

⻑岡　沙耶 教育費の公的⽀援 ⾦⽥ゼミ

⻑瀬　智佳 コロナ禍におけるツイートの変化による感情分析 ⽊村ゼミ

那須　恒暉 ⾼齢者へのオンライン⽀援の可能性 佐藤ゼミ

縄⽥　拓真 ⾺券の払戻⾦における⼀時所得の該当性
−雑所得及び事業所得との⽐較を踏まえて− 前⽥ゼミ

⻄井　芳治 弾幕ゲームにおける⾃動回避プログラムの設計と評価 有吉ゼミ

⻄⼝　豪太 ⽇本の労働災害 河野ゼミ

⻄⽥　誠治 コロナ禍における公営競技の成⻑ 吉⽥ゼミ

野﨑　　廉 トヨタ⾃動⾞株式会社の財務諸表分析
− 100 年に１度の変⾰期を⽣き残ることができるのか− 津村ゼミ

野⽥　典志 トヨタ系⾃動⾞部品企業３社の経営分析　−デンソーを中⼼として− 津村ゼミ

野村　和希 IT 業界への転職とコロナ禍に関する考察 河野ゼミ

橋本　拓⼈ 男性の育児休業制度について ⾦⽥ゼミ

橋本　昌孝 ⾼等学校家庭科での「お⾦の教育」 南郷ゼミ

秦　　百花 我が国におけるキャッシュレス化の進展度 神﨑ゼミ

秦　明⽇⾹ 現代における結婚⽀援事業の効果的な在り⽅について 佐藤ゼミ

浜⼝　亮太 内航海運の船員不⾜問題と労働環境問題について ⼩川ゼミ

濱⽥　遥名 ポストコロナにおける就職活動の⼀考察 ⾦⽥ゼミ

原　　朋之 コロナウィルス流⾏から⾒えた東京⼀極集中の解消 ⾦⽥ゼミ

坂野　公紀 避難⾏動を阻害される要因と改善 堀江ゼミ

⾺場　和沙 ⽇本のマイナス⾦利政策の現状と課題 神﨑ゼミ

平⽥　えり ファッションの変遷とトレンドの考察 森本ゼミ

平松　⼀翔
学内のアウティングについて国⽴⼤学法⼈の安全配慮義務違反や

教育環境配慮義務違反が認められなかった事例
−−東京地裁平成 31 年２⽉ 27 ⽇判決 LEX/DB25559454 

王ゼミ
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氏　名 タ　イ　ト　ル ゼミ

深川　愛貴 SVM を利⽤した犯罪経験投稿の⾃動抽出 ⽊村ゼミ

福⽥　美結 「お御供 ( おごく )」の歴史と継承への課題 森本ゼミ

福庭　琴楠 アイドルの成⻑戦略 荒井ゼミ

藤井　昂汰 福島原発における処理⽔問題の課題 佐藤ゼミ

藤⽥　央充 ⾹川県の⼈⼝減少対策と地⽅創⽣ 荒井ゼミ

藤⽥　莉穂 内部統制と不正会計の帰結分析 吉⽥ゼミ

堀　明⽇美 Android Studio を⽤いた剣道⽀援アプリの設計と開発 有吉ゼミ

前川 慶⼀郎 持続可能な財政状況を作るために 荒井ゼミ

前原　恵⾥ 持続可能な地域社会 荒井ゼミ

牧野　⻯弥 商品レビューにおける商品を⾔及している特徴表現の抽出による
ノイズレビュー判別⼿法 ⽊村ゼミ

増⽥　⼤吾 ⽇本のｅスポーツの現状と発展のための課題 吉⽥ゼミ

升本　浩太 サブスクリプションサービスの普及要因と今後の考察 河野ゼミ

⾇⾕　悠幾 広島の戦後復興と広島東洋カープ 森本ゼミ

松井　愛奈 B リーグと W リーグの現状
− J リーグとの⽐較から⽇本のバスケットボールリーグを問う− 津村ゼミ

松岡　素直 第⼆地⽅銀⾏の現状と課題 神﨑ゼミ

松下　侑可 半導体産業の災害レジリエンスの展望と強化の必要性 堀江ゼミ

松本　啓吾 フィンテックによる⾦融包摂 神﨑ゼミ

丸⽥ 穂乃花 地域格差と貧困から新しい⽣活様式を考える 林ゼミ

丸⾕　彩花 税理⼠業界の現状から考える今後の税理⼠の経営戦略 ⼩川ゼミ

⽔師　歩美 地⽅⾦融機関の現状と課題 神﨑ゼミ

光本　歩和 テキストマイニングを活⽤した商店街の活性度の推定 ⽊村ゼミ

峰下　樂々 ペーパーレス化の進⾏と製紙業界
−⼤王製紙とユニ・チャームの⽐較分析より− 津村ゼミ

三村　⿇友 Twitter からみるオンライン授業についての分析 ⽊村ゼミ

宮内　悠河 中⼩セレクトショップの経営戦略に関する考察 吉⽥ゼミ

宮内　優季 ⽇本の歴史が教える感染対策 森本ゼミ
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氏　名 タ　イ　ト　ル ゼミ

宮﨑　雄基 陸上競技における記録向上とシューズ特性の変化の分析 有吉ゼミ

名樂　実鈴 スズキ株式会社の財務諸表分析
−軽⾃動⾞需要の⾼まりと新型コロナウイルスの影響− 津村ゼミ

宗⽊ 翔太郎 キャッシュレス概論 神﨑ゼミ

村上　歩美 カフェの歴史と地域との繋がり 森本ゼミ

村⽥　拓郎 名誉市⺠から⾒る尾道市の発展と今後の課題 森本ゼミ

村⽥　⼤陸 ファストファッションの現状
−ファーストリテイリングとアダストリアの⽐較から− 津村ゼミ

安⽥ 絵⾥菜 東⽇本⼤震災発⽣による経済的影響と復興への道のり 河野ゼミ

安⽥　和寛 受け継がれてきた松江の和菓⼦ 森本ゼミ

⼭⼝ 久瑠実 ⽇本のキャッシュレス決済の現状と展望 河野ゼミ

⼭⼝　晃司 投票率低下問題の現状と ICT 活⽤が選挙に与える影響
〜ネット投票の実現可能性〜 荒井ゼミ

⼭⼝　祥平 近年の川崎フロンターレの強さを経営組織の⾯から分析 後藤ゼミ

⼭⽥　哲也 空港⺠営化による地⽅空港の経営効率性への影響：仙台国際空港を事例に ⾦⽥ゼミ

⼭根　⼀祥 障がい者 e スポーツの現状と課題 有吉ゼミ

⼭根　⼤地 簡易軽量 BERT による⽇本語⽂章分類性能の分析 有吉ゼミ

⼭根　直都 新型コロナウイルスとリーマンショック発⽣時の労働市場での動向と違い 堀江ゼミ

⼭根　　琳 宗教改⾰が起こった要因　−ペストとルターの関係性− 林ゼミ

⼭村　勝頼 AI の発展と将来に必要とされるスキルについての考察 ⽊村ゼミ

⼭本　宇恵 楽曲の周波数解析を⽤いた楽曲推薦システムの提案 ⽊村ゼミ

油井　　樹 邦銀の収益性に関する考察 神﨑ゼミ

横⼭　拓哉 平成 10 年豪⾬災害が岡⼭県内の地価へ与えた影響 堀江ゼミ

余頃　恵梧 新型コロナウイルスの感染拡⼤による観光産業の変化と動向 堀江ゼミ

吉井　千尋 アートから⾒る瀬⼾内海に浮かぶ島々の集客⽅法 森本ゼミ

吉⽥　　蓮 公開データから読み解くインディーゲーム産業の成⻑と商品としての特性 川⼝ゼミ

吉本　光我 キャッシュレス概論 神﨑ゼミ

⽶村　成彰 過疎地域における廃校活⽤事業の継続要件
―NPO 法⼈原⽥芸術⽂化交流館の事例から― 佐藤ゼミ
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氏　名 タ　イ　ト　ル ゼミ

鷲尾　秀平 地⽅へのキャッシュレス導⼊推進について ⾦⽥ゼミ

渡邊　莉帆 レジ袋有料化の効果 荒井ゼミ

和⽥　　翼 地⽅⾃治体における防災情報の発信の⽐較 ⾦⽥ゼミ

王　建シン ⼊場者記録情報の管理システムの構築 ⽊村ゼミ

王　　儷穎 台湾の医療保険制度 荒井ゼミ

姜　　東良 仕事と求職者に対する詳細な分析と
マッチングを視覚的に提供するシステムの提案 本⽥ゼミ

⻩　　勃翰 SSM フレームワークを⽤いたアニメ関連商品販売サイトの設計と実装 有吉ゼミ

鄒　　運沢 町の写真認識に基づく位置の確認 ⽊村ゼミ

杉永　蒼⽣ 空き家利⽤の可能性
―空き家リノベーション、空き家バンクの事例を踏まえて― ⼩川ゼミ


