実行委員長挨拶
第8回ZEMI-1グランプリ実行委員長の栁翔太と申します。
さあ今年もいよいよやってまいりました、ZEMI-1グランプリ！
年を重ねるごとにレベルアップしていく学生たち！
彼らのプレゼンをするさまは、本当にかっこいいです！
彼らはこの大会で優勝するために、深く調べ、繰り返し練習をしたに違いありません。
私たち実行委員も多くの会議をして、このZEMI-1を作り上げてきました。
リハーサルも何度も行い大会に臨んでおります。
全力でスムーズな運営に努めますので、何卒よろしくお願いいたします。

対戦方法

発表ルール

Final（11/4）8チーム
各ブロック
1位チーム
2nd（11/4）
6チーム×2ブロック

各ブロック
1位チーム

各ブロック
2位、3位チーム
1st（10/28）9、10チーム×6ブロック

＜2ndステージ＞
発表10分
質疑応答5分
入替5分
20分サイクル
＜Finalステージ＞
発表10分
質疑応答10分
入替10分
30分サイクル

審査基準
以下の項目を、各5点×5項目の25点満点で評価します。
【プレゼン力】

説得力があり、相手に伝わりやすい話し方であるか、
プレゼン資料はわかりやすいか

【論理的思考力】 十分な調査・研究が行われており、話の筋道が通っているか

ZEMI-1とは
「日ごろの研究成果を発表し、そのプレゼン力を競い合うイベント」です。
ゼミナールを単位とした発表ですが、複数のゼミ同士が、あるいは同じゼミ内でも
複数のグループがチームとなってさまざまなプレゼンを繰り広げる場となっています。

スケジュール（場所：Ｅ館）
2nd STAGE
1９ 時 ２０ 分
1９ 時 ５０ 分
１０ 時 ００ 分
１１ 時 ３０ 分
１２ 時 ００ 分
１２ 時 ４０ 分

Final STAGE

受付
開会式
発表開始
受付
発表終了
結果発表

開会式

１３ 時 ００ 分

発表開始

１７ 時 ００ 分
１８ 時 ００ 分
１８ 時 ３０ 分

発表終了
結果発表・表彰式
懇親会

【質問対応力】

質問内容を素早く理解し、簡潔かつ的確な返答か

【情報活用力】

正確な情報をうまく活用できているか

観覧時の諸注意

【着眼点】

発表者ならではのユニークな視点があるか

◆発表会場への入退室は発表チームの入替時にのみ可能です。
◆観覧者多数の場合は立ち見となります。 ご了承ください。
◆発表会場内では、 携帯電話をマナーモードに設定し、 通話はご遠慮ください。
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第8回 ZEMI-1グランプリ
2nd STAGE

Final STAGE

20分（発表10分、質疑応答5分、 入替5分）× 6チーム × 2ブロック
9:50～ 開会式（各ブロックにて）

発表順１
10:00～

発表順２
10:20～

発表順３
10:40～

発表順４
11:00～

発表順５
11:20～

発表順６
11:40～

2017.11.4.sat

30分（発表10分、質疑応答10分、 入替10分）× 8チーム
12:40～ 2ndステージ結果発表 ・ Finalステージ開会式（E21）

Aブロック（E41）

Bブロック（E51）

服部圭介ゼミ チーム もちょもちょ

善如悠介ゼミ さきJAPAN

うわっ・・・私の選択肢、少なすぎ・・・？
～選択のパラドックスと選択機会の
不平等認知～

慈善活動で売り上げアップって？
～cause marketing～

中村健二ゼミ けんじフレンズ

渡邉正英ゼミ チームめいすい君のお供たち

屋内位置測位による非常時に対応した
位置情報活用サービス"i-Navi"

～情報次第で若者の投票率は変わ るのか～

藤澤宏樹ゼミ みなこ

二本杉剛ゼミ チーム五本杉

最後まで自分らしくあるために
～安楽死と言う考え方～

Change
～文章で変わる寄付者心理～

中村健二ゼミ T-CANVers

服部圭介ゼミ バックスピン

ユーザプロファイルタッチナビゲーション
「YUPOTANA」

The Luck～行動実験で運と経験・
ジンクス・リスク行動の謎に迫る～

善如悠介ゼミ BOSSの左腕

二本杉剛ゼミ Two Cedars ∼NEO∼

後出しポジティブ
～１度に言わない 待つの～

おひとりさまってどんなひと？

中村健二ゼミ チーム KUMA3

善如悠介ゼミ カナディアン

広帯域超音波搭載シューズを用いた
歩道空洞調査サービス「with SHOES」

価格差別とねたみの関係

開会式・発表会場：E21 、 表彰式：E31
発表順１
13:00～

宮川敏治ゼミ はいさい
グースーヨー部活してたさー？（みなさん部活していましたか？）

発表順２
13:30～

宮川敏治ゼミ リベララ
Dream Come True ～なりたい自分になる～

発表順３
14:00～

服部圭介ゼミ チーム伸びしろ
最初or最後 最善の選択 ～順序の違いが評価に及ぼす影響～

発表順４
14:30～

善如悠介ゼミ とにかく明るい悠介
私たちの性格はどこまで変わる？

発表順５
15:00～

服部圭介ゼミ チームから紅

発表順６
15:30～

藤原忠毅ゼミ Tree
Believe your choice ～同調効果の光と影～

発表順７
16:00～

2nd ステージ Bブロック 1位チーム 「

」

発表順８
16:30～

2nd ステージ Aブロック 1位チーム 「

」

Information

各ブロック１位チームのみ Final STAGE へ

18:00～
18:30～

「あなたはコイン何枚立てられる？ ～目標設定の違いが作業効率に及ぼす影響～」

結果発表 ・ 表彰式（E31）
懇親会

≪審査協力企業≫ （敬称略・五十音順）
カイタック株式会社、加藤産業株式会社、金井重要工業株式会社、株式会社たけでん、株式会社日伝、株式会社日興商会、株式会社博報堂、株式会社船井総合研究所、
株式会社ベネッセⅰ－キャリア、株式会社山星屋、共同印刷西日本株式会社、共和産業株式会社、都築電気株式会社、東レエンジニアリング株式会社、富士通株式会社 他

