実⾏委員⻑挨拶
第10回ZEMI-1グランプリ実⾏委員⻑の⼤倉尚之と申します。
今年もやって来ました、ZEMI-1グランプリ！
ZEMI-1グランプリも10回目を迎えることができました。
日々新しいことに挑戦し続ける学生たちの姿はとても素敵です。
今大会ではZEMI-1グランプリでも新しいことに挑戦しようと思っております。
私たち実⾏委員もより良いZEMI-1を作り上げるために毎年成⻑しておりますので
何卒よろしくお願いいたします。

2019/10/19(土)
1st STAGE

Frontier

〜まだ誰も⾒ぬその先へ〜
大会形式

ZEMI-1とは
発表ルール・審査基準
1st・2nd STAGEは＜発表10分・質疑応答5分・入替5分の20分サイクル＞、
Final STAGEは＜発表10分・質疑応答10分・入替10分の30分サイクル＞で
運営します。
審査基準は以下の通りです。 各5点×5項目の25点満点で評価します。

審査基準

内容

①論理的思考⼒

多角的視点から深く考察されているか
論理的に構成され結論が導き出されているか

②着眼点

研究の目的は明確に示せているか
オリジナリティがあり意義のある内容か

③情報分析⼒

積極的に正確な情報収集ができているか
収集した情報の的確な分析・実証、整理ができているか

④プレゼン⼒

受け⼿に伝わる話し⽅、態度・⽴ち居振る舞いができているか
適切な時間配分、分かりやすい表現・構成ができているか

⑤質問対応⼒

質問内容を理解し、正対した回答ができているか
簡潔に答えることができ、発表との一貫性があるか

観覧時の諸注意
◆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。
≪審査協⼒企業≫ 加藤産業株式会社、株式会社イオン銀⾏、株式会社カイタックホールディングス、
株式会社カネカ、株式会社タカショー、株式会社たけでん、株式会社日伝、株式会社日興商会、
株式会社矢野経済研究所、菅公学生服株式会社、共和産業株式会社、シオノギ総合サービス株式会社、
スリーエムジャパン株式会社、ダイハツディーゼル株式会社、⼤和リース株式会社（敬称略・五⼗⾳順）

「日頃取り組んでいるゼミナール活
動の成果発表の場として実施するプ
レゼンテーション大会」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。

1st STAGE（70チーム）
12チーム×5ブロック
10チーム×1ブロック

10/19
（土）

各ブロック1位・2位・3位チーム
2nd STAGE（18チーム）
6チーム×3ブロック

10/26
（土）

各ブロック1位・2位チーム
Final STAGE 6チーム

スケジュール
10/19(土) 1st STAGE
午前の部
午前の部
午前の部
午後の部

場所：E 館
開会式
9 時 55
発表開始
10 時 00
発表終了
12 時 10
＜休 憩＞
開会式
13 時 25

10/26(土) 2nd/Final STAGE
場所：D 館
開会式
9 時 55 分
発表開始
10 時 00 分
発表終了
12 時 10 分
＜休 憩＞

分
分
分

2nd
2nd
2nd

分

2nd 結果発表
Final 開会式

13 時 10 分

午後の部 発表開始

13 時 30 分

午後の部 発表終了
結果発表

15 時 40 分
16 時 40 分
17 時 10 分

表彰式

13 時 30 分
16 時 30 分
17 時 30 分

17 時 10 分

懇親会

18 時 20 分

2nd/Final
懇親会

抽選会

Final 発表開始
Final 発表終了

1st STAGE 結果発表 16 : 40 〜（Ｅ３１）
2nd/Final STAGE 抽選会 17 : 10 〜（Ｅ２１）
懇親会 17 : 10 〜（Ｅ館1階）

1st STAGE（10/19）
◇ 午前の部
発表順１
10：00〜
発表順２
10：20〜
発表順３
10：45〜
発表順４
11：05〜

Aブロック（E21）

Bブロック（E22）

Cブロック（E32）

Dブロック（E41）

Eブロック（E43）

Fブロック（E51）

中村健二ゼミ／光KENJI

藤本髙志ゼミ／しこちゅ〜

德永光俊ゼミ／職人探検隊

野村国彦ゼミ／みっちーず

中村健二ゼミ／ももか守り隊

米川雅士ゼミ／マス

舞台照明業界をICTで照らす〜Lightix〜

製紙業のまち〜四国中央市の紙産業〜

心に灯がともるお仏壇
〜⽣野から世界に灯を〜

モーツァルトと脳波

Childian~⼦供の未来を守る新システム~

セキュリティ対策の重要性

相原正道ゼミ／相原ゼミチームA

塚⾕⽂武ゼミ／桃太郎

中村健二ゼミ／あおっち

二本杉剛ゼミ／チーム五本杉

外山明ゼミ／明100パーセント

上宮智之ゼミ／ブロッコリーず

IRで実現するスノーとマリンの共存

過疎自治体と外国人労働者政策
〜岡⼭県美作市を事例として〜

hinavin 〜危険運転への避難誘導〜

口コミの信憑性

ニトリのすごさ（ＳＣＭの視点より）

制約条件が購買意欲の増大に
関係するのか？

藤本髙志ゼミ／チーム インナーシティ

難波孝志ゼミ／沖縄県

野村国彦ゼミ／SKY

難波孝志ゼミ／末丼キムチ添え

相原正道ゼミ／相原ゼミBチーム

広瀬浩介ゼミ／桑内光

東大阪市におけるインナーシティ問題と
地域政策

沖縄独自の文化 「模合」とは？

身近なスマホアプリでストレス測定

社会の繋がりと幸福度について

大阪IRにおける
公営スポーツベッティングの構築

財務諸表から読み解く企業

難波孝志ゼミ／軍用地のグンちゃん

上宮智之ゼミ／コイキング

橋本和彦ゼミ／⾦⾊のあひる

橋本和彦ゼミ／炙りサーモン

軍用地とは・・・

非計画購買について

占い信じる人ってどんな人？

言い訳っていいわけ？
〜⾔い訳に関する最適なメソッド〜

レビューによる意思決定への影響

2018年度台湾留学

清水一ゼミ／チーム河村

米川雅士ゼミ／ワイルドドライブ夢気分

塚谷文武ゼミ／美春閣

鈴⽊隆芳ゼミ／うふふ⽂化資本さん

上宮智之ゼミ／チームUNITED

水野伸宏ゼミ／cちーむ

大学生活の勝ち方

自動運転がもたらすこれからの社会

棚田再生による地域活性化策
〜上⼭棚⽥団の挑戦〜

文化資本格差と差別化
ーーワイン⾔説を例にーー

制御幻想の抑止から考える
〜ギャンブルの⼼理的⾏動〜

eスポーツ普及率の決定要因

上宮智之ゼミ／レ・ブルー

芳賀⿇誉美ゼミ／中⼭ 莉奈

四條北⽃ゼミ／チーム ヨジョウ ホクト

德永光俊ゼミ／プロフェッショナル

米川雅士ゼミ／米川ゼミ2班

大野あずさゼミ／グロウリィ

唐木職人

eスポーツを日本で発展させるには
どうすればいいか

⾊彩効果で未来を拓け

発表順５
11：30〜
発表順6
11：50〜

東淀川区の水害の変遷とこれからの防災対策

◇ 午後の部
発表順7
13：30〜
発表順8
13：50〜
発表順9
14：15〜
発表順10
14：35〜
発表順11
15：00〜
発表順12
15：20〜

開会式 9：55〜（各発表教室）

フリマアプリの利⽤と個人特性の関係性分析

僕の夏休み

広瀬浩介ゼミ／チーム

ORANGE

四條北⽃ゼミ／四條⽼師的研討會

開会式 13：25〜（各発表教室）
Aブロック（E21）

Bブロック（E22）

Cブロック（E32）

Dブロック（E41）

Eブロック（E43）

Fブロック（E51）

藤本髙志ゼミ／Poppin'Party

藤原忠毅ゼミ／amuse

米川雅士ゼミ／プチトマト

広瀬浩介ゼミ／プッシュザエンベロープ

德永光俊ゼミ／⽣野区友禅ʻｓ

野村国彦ゼミ／せせらぎ

ふるさと納税規制後の歩み方

ネット販売 〜最強の武器はこれだ！〜

XRと働き方

大阪経済大学のデータを用いた、
大学広告の効果の検証

生野と革友禅と私

音がもたらす身体反応

藤原忠毅ゼミ／The Pungency

清水一ゼミ／オオシマゼミ

藤原忠毅ゼミ／リトルグリーンメン

藤澤宏樹ゼミ／さくらもち

藤澤宏樹ゼミ／チームろーぷろ

藤澤宏樹ゼミ／Wisteria

Re:Select〜選択のありえーる〜

⼤経お⾦調査

Change the action
〜メッセージを利⽤してよりよい世の中へ〜

経大防災革命
〜本気で防災訓練をするために〜

大阪市学校給食の
地場産物使⽤率を上げる

嵐⼭のゴミ問題を考える
〜暮らしと京都観光の調和を⽬指して〜

梅村仁ゼミ／梅よりヒトシ派

藤澤宏樹ゼミ／frappe

藤原忠毅ゼミ／No Name

水野伸宏ゼミ／Ｂチーム

塚谷文武ゼミ／つかたん

Collaboration
〜⼤学と地域の連携は必要？〜

食品ロスの無い世界へ

追求せよ！ 〜リーダーの存在意義〜

性格が取得単位数に与える影響

過疎化STOP！
〜飯⽥モデルから考える循環型社会〜

宮川敏治＆橋本和彦ゼミ／TEAM:サジェスト

二本杉剛ゼミ／Stone River

二本杉剛ゼミ／ポン（杉）

芳賀麻誉美ゼミ／坂部・吉村

広瀬浩介ゼミ／ベイリーフ

相原正道ゼミ／相原ゼミチームC

多数派vs少数派の解消

俺って騙されてんのか!?
〜価格表⽰と購買意欲〜

関⻄⼈よ、そこに愛はあるんか？

採用面接における候補者の
顔表情とその評価の関係

ポイントが好きな人ってどんな人？

観光交流⼈⼝の増⼤を原動⼒とした
大阪IR施策

広瀬浩介ゼミ／コウスケさん

宮川敏治ゼミ／放課後バスターズ

服部圭介ゼミ／チーター・Ｊ・ケイスケ

宮川敏治ゼミ／チームお弁当

野村国彦ゼミ／進撃のよっしー

宮川敏治ゼミ／パインアメ

書き手の名前が与える記事への影響

組織に飲み会は必要？？
〜信頼度と親密度が協⼒に与える影響〜

コミュニケーションが不正を防ぐ⁉
〜「ごまかし」の⼼理に迫る⾏動実験〜

イメージと現実〜思い込みで決めるな！〜

映画鑑賞前後のストレス値の移り変わり

ハラスメント撲滅〜学⽣からみた解決策〜

芳賀麻誉美ゼミ／芳賀ゼミ1

服部圭介ゼミ／す〜ぱ〜はっとりふぁみりぃず

難波孝志ゼミ／にふぇ〜で〜びる

服部圭介ゼミ／Hattori brown

服部圭介ゼミ／圭介の酢橘ポン酢

男性の化粧品使用と個人特性の関係性

文字で激変!? 心のサイズ
〜⽂字の⼤きさがもたらす⼼理効果〜

米軍兵問題と日米地位協定

隣の芝⽣は何⾊？
〜他者との⽐較がもたらす⼼理効果〜

報酬動機VS恩返し動機
〜モチベーションを測る⾏動実験〜

