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業種/分野 氏名 題名 年度
建設 小 林　沙紀 現代日本の住宅事情－豊かな生活を支える住環境－ 2004

食料品 山田　晃裕 日清食品の経営戦略 2007

酒類/ビール 武宮　直之 アサヒビールの経営戦略 2004

酒類/ビール 舘野　真生 戦後日本のビール業界と商品戦略 2001

衣服 呉 亨 樹 コムデギャルソンが実行する独自のブランド戦略 2021

衣服 今野　裕美 ユニクロからみるファッションビジネス
～アパレル業界で生き残る戦略～

2014

衣服 湯本　裕章 ユニクロとしまむらの創業と経営戦略 2007

化学/化粧品 飯川　瑞希 資生堂のメガブランド戦略と中国ビジネス 2012

電機 川野　敦史 SONY神話の栄光と崩壊 2012

電機 小島　美加 アップルインコーポレイテッドの戦略 2008

自動車 木下　拓也 ドイツ自動車産業の生産モデルと今後の展開 2016

自動車 和田　惇 日本のオートバイ産業―過当競争から世界制覇へ― 2016

自動車 岡田　陽介 自動車の環境対応 2003

自動車 岩本　浩太郎 ホンダの台頭－その独創性と技術力による他社との差別
化

2002

電気通信 高橋　佑輔 ケータイ文明の光と影 2008

電気通信 稲葉　佐祐美 世界と日本の携帯電話産業
－変革を遂げる市場と技術変化、岐路に立つ企業戦略－

2004

電気通信 神長　俊行 ドコモの成長と未来 2002

放送 中村　嘉秀 テレビのこれまで、これから 2008

放送 森山　薫 放送業界の変遷とデジタル放送時代の到来 2003

IT 池田　浩幸 ITが日本にもたらした変化－メリットとデメリット－ 2007

IT 朱　永河 ITアウトソーシングの失敗事例と成功事例 2005

IT 岩 佐 ヒ ロ キ ITアウトソーシング－その歴史と最新事情－ 2002

IT/ゲーム 中川　真彰 ゲーム業界の変遷－任天堂の挑戦、任天堂への挑戦－ 2002

情報-音楽 坂本　海人 かたちを変えゆく音楽～未来にCDは存在しているか～ 2019

情報-音楽 三村　英武 デジタル音楽で変わる日本の音楽産業 2008

情報-音楽 浜砂　誠 音楽配信ビジネスと音楽産業の未来 2002

情報-映像/アニメ 永井　通広 日本製アニメーションの躍進 2003

情報-映像/映画 内田　晴規 日本における映画の製作と流通 2001
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出版 鈴木　将史 DTP導入と印刷出版業界への影響 2002

出版 八木　浩平 今日の出版産業とIT化の影響 2002

運輸/陸 冠木 涼 直面する物流危機と求められる物流改革 2020

運輸/陸 上滝　広人 宅配便が変えた物流－国内貨物輸送の変貌－ 2002

流通/卸売 岩崎　晋輔 卸売業の現状と未来 2003

流通/小売 二梃木　一樹 セブン＆アイHDの経営戦略と中国進出 2014

流通/百貨店 二郷　真 百貨店業界の現状と課題―新しい店舗戦略を考える 2015

流通/スーパー 小髙　一真 総合スーパーの繁栄と衰退－そして復活への道－ 2002

流通/スーパー 渡辺　潤 日本におけるスーパーの二大勢力 2001

流通/コンビニ 小野寺　尋久 社会インフラとしてのコンビニと加盟店の苦悩 2012

金融 柴森　貴宏 日本銀行の金融政策とアベノミクス 2014

金融/証券 毒島　佳大 株価変動の要因と歴史 2015

金融/外国 山田　幸里 タックス・ヘイブンとグローバル金融危機 2018

金融/外国 岩崎　竜空 サブプライムローン問題は未然に防げなかったのか 2015

金融/外国 陳　琳 AIIB設立から見た中国経済の表裏 2015

金融/外国 須田　裕仁 中国バブル崩壊の可能性 2014

金融/外国 仲座　利紀 ユーロとギリシャ危機 2014

保険 渋谷　憲 保険業の現状とこれから 2003

宿泊/ホテル 川合　政博 日本におけるホテル産業の成長と将来性 2002

教育 鈴木　淳也 教育の情報化の現状と課題 2006

教育-IT 林　理恵 教育業界の「ＩＴ革命」 2003

教育 上平　大介 教育産業におけるeラーニング 2002

郵便 藤間　雄介 ドイツポストと日本の郵政事業 2003

専門サービス/AI 木村　瑞穂 AIにより変わりゆく税理士業界 2019

専門サービス 原　啓之 秋葉原の歴史とオタク文化－日本のキャラクタービジネス
の基盤－

2006

専門サービス 高木　惇 キャラクタービジネス－その歴史と展望－ 2003

広告 大井　翔太 マーケティングおける口コミ戦略 2008

旅行 橋本 翔太 日本の観光業と訪日外国人観光客の経済効果 2022
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旅行 川島　卓也 旅行会社の企画・経営戦略-競争の激化と求められる差別

化-
2008

旅行 李　リョウ 日本の旅行業の歴史・現在・未来 2005

旅行 田口　絵梨子 時代の変化と旅行業界 2003

スポーツ 奥村　大地 スポーツ産業の国際比較 2017

スポーツ 植木　竜平 2020年、東京オリンピックがもたらすもの
－変貌する東京と経済波及効果－

2014

スポーツ 大友　徳也 過去と現在から見る、これからのJリーグ 2006

テーマパーク 久保　桃子 東京ディズニーリゾートの歴史と発展 2017

テーマパーク 森戸　雄輔 東京ディズニーリゾートのリピーター獲得戦略 2006

民営職業紹介 谷貝　浩章 急成長をとげた人材派遣業界とその裏 2007

公務 濵田 祐輔 SDGsの達成に向けた企業と自治体の役割 2021

公務 原田 大雅 ベーシック•インカムは人々の暮らしを変えるのか 2021

公務 種田　真咲 消費税増税の歴史と人々の生活 2019

公務 礒部　昌輝 論争・アベノミクスの成果と課題 2016

公務 佐藤　和美 消費税の増税で日本の福祉は豊かになるのか 2016

公務 諏訪　孝太 アベノミクスと消費者の暮らし 2016

公務 遠山　竜一郎 アベノミクスの成果とこれからの展望 2016

公務 田畑　佑一 アベノミクスの実態―実社会への影響 2015

公務 角田　圭佑 アベノミクスと経済のゆくえ 2015

公務 野島　涼 限界に達した日本型生活保障と迫られる改革の舵取り 2013

公務 小野寺　裕樹 若者を「包摂」する支援策について考える 2012

公務 立花　亮 日本の若年者雇用政策－諸外国との比較による問題点と
提言

2012

公務 杉浦　良祐 持続可能な都市を目指すコンパクトシティ 2004

公務/IT 中田　亮 電子政府の現状と未来 2003

公務/外国 坂本　凌輔 インドネシア経済の歴史とテクノクラートの役割 2017

公務/外国 新井　優和 オランダモデルから学ぶワークシェアリング
－国民性が産んだ必然的な社会制度－

2016

公務/外国 木村　雅志 日本の貧困・格差問題とデンマークの社会保障制度 2016

公務/外国 三部　卓哉 デンマーク・モデルに見る高福祉高負担国家の強さ 2015

公務/外国 小川　貴大 スウェーデン・モデルの強さとは何か 2013
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公務/外国 山崎　裕介 北欧諸国に見る社会福祉と就労インセンティブ 2012

働き方 西村 八雲 現代の労働問題から考える労使関係の未来 2020

働き方 永井　佑実 女性が活躍できる社会とは 2019

働き方 藤井　友紀 日本企業における残業の現状と働き方改革の影響 2019

働き方 新井　貴陽 日本の長時間残業問題と解決の糸口 2017

働き方 上岡　将弘 日本の長時間労働と改善にむけた取り組み 2017

働き方 川上　祐佳 女性の就労支援が拓く日本の未来
―全国民が活躍できる社会を目指して―

2017

働き方 石坂　正樹 日本の雇用システムの問題点と再構築の課題 2016

働き方 石塚　隼人 日本型ワーク・フェアと社会の変化 2015

働き方 吉川　亮 欧州型ワークシェアリングと日本型ワークシェアリング
－ワークシェアリングは日本に導入できるか－

2014

環境 高瀬　真也 アジアの経済発展と環境保全の両立は可能なのか
－日本企業の商機はどこにあるのか－

2014

環境 小池　千尋 環境経営の歴史と手法－企業の環境保全と企業価値の
創出－

2004

環境 盛田　昭夫 環境ビジネスの成長と将来性 2001

AI 安達　洸太 日本におけるAIの導入と雇用の変化 2019

AI 坂井　文彦 AIが経済にもたらす影響 2019

AI 米山　勇輝 AIの進化・発展がもたらす社会と生活の変化 2019

ネット社会、アニメ 石崎 雅也 オタク文化の歴史とメディアミックスによる市場規模拡大 2021

ネット社会 髙橋 貴大 ネット社会の誕生とネットビジネスの進化 2020

ネット社会 肥田　聖矢 ソーシャルメディアの功罪 2019

ネット社会 藤原　誠 市場の変化に伴うマーケティング戦略のデジタル化につ
いて

2019

ネット社会 宮田　涼太郎 キャッシュレス化が社会にもたらす影響 2019

ネット社会 岩澤　龍之介 インターネットの発達による流通への影響と変化 2017

ネット社会 塩澤　拓哉 電子決済が切り開くキャッシュレス社会の展望 2017

ネット社会 飯泉　光恵 Webマーケティング－ワン・トゥ・ワンとリレーションシップ－ 2004

ネット社会 間明田　静余 CRMにおける顧客と企業の関係 2004

ネット社会 宮地　勲 サイバー犯罪の現状と対応－知らない間に犯罪者になら
ないために－

2004

ネット社会 青木　佳代子 アメリカのｅビジネス 2003

ネット社会 松田　薫 現在進行形のインターネット社会 2003
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ネット社会/IT 大塚　光春 IT時代の新ビジネスモデル構築－クリック＆モルタル＋

ASP－
2002

人口 渡邉 侑也 少子高齢化社会の日本が持続的な経済成長を遂げるに
は

2021

人口、AI 伊藤 康晟 日本の人口問題に対する移民とAIの可能性 2020

人口 山本　竜也 人口減少と成熟社会 2014

貧困対策 川多 彩矢 コロナ禍で変化する貧困に必要な支援策とは 2022

貧困対策 桐原 花 菜 子 子どもの貧困と日本の未来 2021

貧困対策 鈴木 瑛二朗 子どもの貧困が日本を壊す 2020

貧困対策 鶴見 真耶 日本の貧困女性の現状と必要な支援策 2020

貧困対策 渡辺　悠隼 ひとり親家庭の経済事情と支援策 2017

貧困対策 望月　飛呂 日本に蔓延る貧困ビジネスの闇とは 2016

貧困対策 金子　祐樹 ワーキングプア－世界の実態と対策－ 2015

貧困対策 松田　和憲 子どもの貧困問題は解決できるのか
－日本の現状・課題を考える－

2014

地域経済、電力 坂寄 友哉 衰退した地域を復興させるためには 2022

商品開発 津嶋 悠冴 ヒット商品の成功要因と経済的意義 2022

中小企業 鳥山  宗樹 中小企業が生き残る道とは? 2021

平田 望 風評被害がもたらす人々と経済への影響 2020

宮田　拓 行動経済学を考える 2016

大郷　直道 新しい資本主義を考える－「量」から「質」へ－ 2015

田島　昇 設備投資の現状と今後求められる設備投資について 2015

商品開発 辻本　聡 ハーレーダビッドソンとルイ・ヴィトンのブランドマーケティン
グ -ブランドとその価値の向上-

2008


