
A会場(0号館7階0701教室) B会場(0号館7階0702教室) C会場(0号館7階0703教室) D会場(0号館7階0704教室) E会場(0号館7階0705教室) F会場(0号館7階0706教室)
A1 交通経済 B1 観光/スポーツ経済 C1 医療経済/社会保障 D1 国際経済1 E1 市場 F1 マクロ経済

満員電⾞の解決策 カジノによる⽇本経済への影響 ⽇本における⾼齢化戦略を考える?−健康・⽣ 関税を学ぶ 〜財政関税ゲーム〜 持続可能な畜産業の展開に向けて ⾏動経済学から解く⼈間の不合理
報告 名古屋学院⼤学 佐々⽊ゼミ 報告 名古屋学院⼤学 上⼭ゼミ 報告 愛知学院⼤学 ⽟井ゼミ 報告 名古屋学院⼤学 松本ゼミ 報告 愛知学院⼤学 関根ゼミ 報告 中京⼤学 古川ゼミ

討論 名古屋⼤学 根本ゼミ  討論 中京⼤学 増⽥ゼミ 討論 中京⼤学 湯⽥ゼミ 討論 名古屋市⽴⼤学 川端ゼミ 討論 南⼭⼤学 ⾦綱ゼミ 討論 名古屋学院⼤学 上⼭ゼミ

なぜ愛知県は交通事故が多いのか IR（統合型リゾート）の⽴地 終活
国際間労働移動および国内労働市場の変化が
⽇本の失業率に与える影響に関する⼀考察

サービスエリアの経営 GDP統計に記録されない経済活動

報告 中京⼤学 ⾵神ゼミ 報告 中京⼤学 ⼤森ゼミ 報告 名古屋学院⼤学 佐々⽊ゼミ 報告 南⼭⼤学 太⽥代ゼミ 報告 名城⼤学 今井ゼミ 報告 名古屋学院⼤学 伊沢ゼミ
討論 名古屋学院⼤学 佐々⽊ゼミ 討論 名古屋学院⼤学 上⼭ゼミ 討論 愛知学院⼤学 ⽟井ゼミ 討論 名古屋学院⼤学 松本ゼミ 討論 愛知学院⼤学 関根ゼミ 討論 中京⼤学 古川ゼミ

地下鉄の⾞窓から
観光産業と地域振興

〜バリアフリーと⻑期滞在〜
⼊院医療における 医師誘発需要仮説の検証 TPP〜家計消費に与える影響分析〜

POP広告における質的内容と消費者の購買意
欲変化調査

⽇本のマクロ経済に関する⽣産性分析-産業別
成⻑経路とイノベーションとの関連性-

名古屋⼤学 根本ゼミ 報告 愛知学院⼤学 多和⽥ゼミ 報告 中京⼤学 湯⽥ゼミ 報告 名古屋学院⼤学 上⼭ゼミ 討論 名古屋市⽴⼤学 森⽥ゼミ 報告 愛知⼤学 國崎ゼミ
討論 中京⼤学 ⾵神ゼミ 討論 中京⼤学 ⼤森ゼミ 討論 名古屋学院⼤学 佐々⽊ゼミ 討論 南⼭⼤学 太⽥代ゼミ 報告 名城⼤学 今井ゼミ 討論 名古屋学院⼤学 伊沢ゼミ

Jリーグ観客動員数に関する相関
⽇本のグローバル化

〜観光と労働 ⼆つの視点から〜
情報とCSR認知が中国⼈消費者に与えるエシ

カル消費の影響と有効性
プレミアムフライデーがもたらす経済効果

報告 中京⼤学 増⽥ゼミ 報告 名古屋市⽴⼤学 川端ゼミ 報告 南⼭⼤学 ⾦綱ゼミ 報告 名古屋学院⼤学 上⼭ゼミ
報告 愛知学院⼤学 多和⽥ゼミ 討論 名古屋学院⼤学 上⼭ゼミ 討論 名古屋市⽴⼤学 森⽥ゼミ 討論 愛知⼤学 國崎ゼミ

12：10〜
13：10

A2 労働経済1 B2 公共経済 C2 観光/⽂化経済 D2 ⽣活経済1 E2 地域間経済分析 F2 技術1
ブラック企業 名古屋市は減税をしていて⼤丈夫？？ そうだったのか映画とミュージック 成果主義と働きやすさ〜⽇本企業は成果主義 ストロー効果と地域間格差〜東海地⽅にもス スマートフォンが他産業に与える影響

報告 中京⼤学 ⼭⽥ゼミ 報告 名古屋⼤学 柳原ゼミ 報告 名古屋学院⼤学 伊沢ゼミ 報告 福井県⽴⼤学 川本ゼミ 報告 中京⼤学 ⼤森ゼミ 報告 名古屋学院⼤学 佐々⽊ゼミ
報告 愛知学院⼤学 野村ゼミ 討論 中京⼤学 平澤ゼミ 討論 福井県⽴⼤学 杉⼭ゼミ 討論 名古屋学院⼤学 上⼭ゼミ 討論 南⼭⼤学 寳多ゼミ 討論 南⼭⼤学 ⾦綱ゼミ

⽇本における⾼齢化戦略を考える?−雇⽤・就
労−

空き家問題について 聖地巡礼の経済効果
経済学を学ぶゲーム

マーケティングゲームを通し学ぶ経済学
地域別経済成⻑の要因分析

-地域格差は拡⼤あるいは収束するのか-
⾒えない遺伝⼦組み替え

報告 愛知学院⼤学 ⽟井ゼミ 報告 名古屋学院⼤学 上⼭ゼミ 報告 中京⼤学 ⾵神ゼミ 報告 名古屋学院⼤学 松本ゼミ 報告 愛知⼤学 國崎ゼミ 報告 愛知学院⼤学 関根ゼミ
報告 中京⼤学 ⼭⽥ゼミ 討論 名古屋⼤学 柳原ゼミ 討論 名古屋学院⼤学 伊沢ゼミ 討論 福井県⽴⼤学 川本ゼミ 討論 中京⼤学 ⼤森ゼミ 討論 名古屋学院⼤学 佐々⽊ゼミ

⽇本の⼥性社⻑
公⽴⽂化ホールのあり⽅

ー地⽅の財政問題を克服して効率の良い施設
の運営をするために−

観光客と⾷料品貿易の関係性 スポーツ選⼿の誕⽣⽉と⼈⽣の因果関係 現代⽇本の⼈⼝移動について ビットコインについて

報告 福井県⽴⼤学 川本ゼミ 報告 富⼭⼤学 中村ゼミ 報告 福井県⽴⼤学 杉⼭ゼミ 報告 愛知学院⼤学 三好ゼミ 報告 中京⼤学 増⽥ゼミ 報告 中京⼤学 近藤ゼミ
報告 愛知学院⼤学 ⽟井ゼミ 討論 名古屋学院⼤学 上⼭ゼミ 討論 中京⼤学 ⾵神ゼミ 討論 名古屋学院⼤学 松本ゼミ 討論 愛知⼤学 國崎ゼミ 討論 愛知学院⼤学 関根ゼミ

就職時の労働市場とその後の労働環境 ⾼速道路は無料にするべきか 受動喫煙の研究
公務員獣医師の不⾜解消―マーケットデザイ

ンを応⽤して̶
五感ブランディングの展望と課題

報告 愛知学院⼤学 野村ゼミ 報告 中京⼤学 平澤ゼミ 報告 名古屋学院⼤学 上⼭ゼミ 報告 南⼭⼤学 寳多ゼミ 報告 南⼭⼤学 ⾦綱ゼミ
報告 福井県⽴⼤学 川本ゼミ 討論 富⼭⼤学 中村ゼミ 討論 愛知学院⼤学 三好ゼミ 討論 中京⼤学 増⽥ゼミ 討論 中京⼤学 近藤ゼミ

15：20〜
15：40

A3 労働経済2 B3 教育経済 C3 国際経済2 D3 ⽣活経済2 E3 地域経済 F3 技術2
⽇本⼈の労働意識から考える労働⼼理 Uターン就職・地元就職の現状分析 経済学を学ぶゲーム 〜貿易収益ゲーム〜 美貌格差 ボーングローバル企業のパフォーマンスに影 SNSによる地域発展

報告 名古屋学院⼤学 伊沢ゼミ 報告 名古屋学院⼤学 上⼭ゼミ 報告 名古屋学院⼤学 松本ゼミ 報告 愛知学院⼤学 三好ゼミ 報告 南⼭⼤学 ⾦綱ゼミ 報告 中京⼤学 ⼭⽥ゼミ
報告 愛知学院⼤学 関根ゼミ 討論 富⼭⼤学 中村ゼミ 討論 名古屋学院⼤学 佐々⽊ゼミ 討論 中京⼤学 古川ゼミ 討論 中京⼤学 近藤ゼミ 討論 名古屋市⽴⼤学 森⽥ゼミ

⼥性管理職の登⽤要因に関する実証分析 ⼦供の⼤学進学率に影響を与える要因は何か ⽇本の農業の輸出戦略 観光客で犯罪増加？〜犯罪発⽣の要因分析〜 レゴランドの現状と解決策 電気⾃動⾞の普及について
報告 福井県⽴⼤学 川本ゼミ 報告 名古屋⼤学 柳原ゼミ 報告 愛知学院⼤学 多和⽥ゼミ 報告 中京⼤学 増⽥ゼミ 報告 中京⼤学 ⾵神ゼミ 報告 福井県⽴⼤学 杉⼭ゼミ

報告 名古屋学院⼤学 伊沢ゼミ 討論 名古屋学院⼤学 上⼭ゼミ 討論 名古屋学院⼤学 松本ゼミ 討論 愛知学院⼤学 三好ゼミ 討論 南⼭⼤学 ⾦綱ゼミ 討論 中京⼤学 ⼭⽥ゼミ
⼥性労働とパタニティーブルー ⽇本版所得連動型奨学⾦返還制度の構築 経済連携協定(EPA)について 年代別で⾒た喫煙率の地域差とその要因 LEGOLANDの経済効果と改善点 AI×ADERTISMENT

報告 中京⼤学 ⼤森ゼミ 報告 南⼭⼤学 寳多ゼミ 報告 名古屋学院⼤学 佐々⽊ゼミ 報告 富⼭⼤学 ⼭⽥ゼミ 報告 中京⼤学 近藤ゼミ 報告 名古屋学院⼤学 上⼭ゼミ
報告 福井県⽴⼤学 川本ゼミ 討論 名古屋⼤学 柳原ゼミ 討論 愛知学院⼤学 多和⽥ゼミ 討論 中京⼤学 増⽥ゼミ 討論 中京⼤学 ⾵神ゼミ 討論 福井県⽴⼤学 杉⼭ゼミ

若者の新規就農者を増やすには 図書館ノカタチ ⼈を⽀配する⾏動経済学 ⾃動販売機の⽣存
報告 愛知学院⼤学 関根ゼミ 報告 富⼭⼤学 中村ゼミ 報告 中京⼤学 古川ゼミ 報告 名古屋市⽴⼤学 森⽥ゼミ

報告 中京⼤学 ⼤森ゼミ 討論 南⼭⼤学 寳多ゼミ 討論 富⼭⼤学 ⼭⽥ゼミ 討論 名古屋学院⼤学 上⼭ゼミ

15：40〜
17：40

13：20〜
15：20

10：00〜
12：00

2017年度中部経済学インターゼミ プログラム 中京⼤学センタービル(0号館) 11/25 10:00〜17:40

懇親会(0号館2階 プレジール)

休憩


