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東洋大学 白山キャンパス 

 
３年生テーマ「経済政策に正義(公正)を求めることは可能か、あるいは妥当か」 

 

共通テーマ「我々は今回の大震災からいかに復旧・復興・再生すべきか。 

そもそもこうした災害(地震・台風など)や気象・環境変動などに 

どう向き合うべきか、それに対してどう備えるべきか」 
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1 プレゼンテーション タイムスケジュール  

 

■３年正義 

「経済政策に正義(公正)を求めることは可能か、あるいは妥当か」 

 

 

 

 

08：50～09：10

09：10～09：30

プレゼンテーション教室 1202教室 1203教室

09：45～10：05
専修大学

原田ゼミ／３－Ａ
東海大学

川野辺ゼミ／日本経済論パート

10：10～10：30
青山学院大学

中村まづるゼミ／Ｏパート
東洋大学

中澤ゼミ／外交戦略パート
10：30～10：40

10：40～10：50

10：50～11：10
中央大学

横山ゼミ／福祉構造改革班
高崎経済大学

中村匡克ゼミ／公共パート

11：15～11：35
追手門学院大学

奥井ゼミ／経済体制論パート
西南学院大学

近藤ゼミ／Ｋパート
11：35～11：45

11：45～12：45

12：45～13：05
東洋大学

中澤ゼミ／医療提供パート
青山学院大学

西川ゼミ／西パート

13：10～13：30
東海大学

川野辺ゼミ／経済政策論パート
千葉商科大学

小林ゼミ／正義入門パート
13：30～13：40

13：45～14：05
横浜市立大学

和田ゼミ／Ｊパート
中央大学

横山ゼミ／財政班

14：10～14：30
関西学院大学

長峯ゼミ／公共政策パート
東洋大学

中澤ゼミ／Ｑパート
14：30～14：40

14：40～14：50

14：50～15：10
青山学院大学

西川ゼミ／川パート
青山学院大学

中村まづるゼミ／Ｋパート

15：15～15：35
東海大学

川崎ゼミ／正義パート
専修大学

原田ゼミ／３－Ｂ

15：40～16：00
中央大学

飯島ゼミ／3年パート
東海大学

川野辺ゼミ／公共選択論パート
16：00～16：15

16：15～16：25

18：00～19：30

移動

懇親会

2年共通（1B14）の見学をお願いします。16：25～17：５０

講評

休憩

受付（1号館地下1階エレベータホール）

開会式（1B13教室）

講評

講評

休憩

講評

昼休憩

講評
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共通テーマ「我々は今回の大震災からいかに復旧・復興・再生すべきか。そも

そもこうした災害(地震・台風など)や気象・環境変動などにどう向き合うべきか、

それに対してどう備えるべきか」 

 

■３年共通 

 

 

 

08：50～09：10 受付（1号館地下1階エレベータホール）

09：10～09：30 開会式（1B13教室）

プレゼンテーション教室 ３年共通（1B13教室）

09：45～10：05
追手門学院大学

奥井ゼミ／日本経済論パート

10：10～10：30
関西学院大学

長峯ゼミ／環境パート
10：30～10：40 講評

10：40～10：50 休憩

10：50～11：10
拓殖大学

高橋ゼミ／企業ファイナンスパート

11：15～11：35
慶應義塾大学

大村ゼミ／大村達弥研究会
11：35～11：45 講評

11：45～12：45 昼休憩

12：45～13：05
専修大学

原田ゼミ／３－Ｃ

13：10～13：30
千葉商科大学

湯之上ゼミ／３年生パート
13：30～13：40 講評

13：45～14：05
東海大学

川崎ゼミ／地震パート

14：10～14：30
東洋大学

宮崎ゼミ／宮崎智視ゼミ
14：30～14：40 講評

14：40～14：50 休憩

14：50～15：10
追手門学院大学

奥井ゼミ／公共経済論パート

15：15～15：35
東洋大学

中澤ゼミ／大災害パート

15：40～16：00
関西学院大学

長峯ゼミ／都市政策パート
16：00～16：15 講評

16：15～16：25 休憩

18：00～19：30 懇親会

2年共通（1B14）の見学を
お願いします。

16：２５～１７：５０
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■２年共通 

 

 

 

※２年共通のチームは昼休憩の時間が短いため、各自時間を取って昼休憩にし

ていただいて構いません。ただし、分科会の相手チームのプレゼンは必ず見

るようにしてください。 

 

08：50～09：10 受付（1号館地下1階エレベータホール）

09：10～09：30 開会式（1B13教室）

プレゼンテーション教室 ２年共通（1B14教室）

09：45～10：05
中央大学

横山ゼミ／水産業再生班

10：10～10：30
高崎経済大学

中村匡克ゼミ／２年公共パート
10：30～10：40 講評

10：40～10：50 休憩

10：50～11：10
千葉商科大学

岡崎ゼミ／Ａパート

11：15～11：35
東洋大学

中澤ゼミ／チームＺ
11：35～11：45 講評

11：45～12：20 昼休憩

12：2０～12：40
中央大学

飯島ゼミ／2年パート

12：45～13：05
中央大学

横山ゼミ／臨時首都構想班

13：10～13：30
新潟大学

鷲見ゼミ／鷲見ゼミ
13：30～13：40 講評

13：45～14：05
専修大学

原田ゼミ／２－Ａ

14：10～14：30
高崎経済大学

中村匡克ゼミ／２年日経パート
14：30～14：40 講評

14：40～14：50 休憩

14：50～15：10
中央大学

横山ゼミ／震災復興班

15：15～15：35
千葉商科大学

湯之上ゼミ／２年生パート

15：40～16：00
千葉商科大学

岡崎ゼミ／Ｂパート
16：00～16：15 講評

16：15～16：25 休憩

16：25～16：45
中央大学

横山ゼミ／観光復興班

16：50～17：10
東洋大学

中澤ゼミ／Ｒパート

17：15～17：35
専修大学

原田ゼミ／２－Ｂ
17：35～17：50 講評

18：00～19：30 懇親会
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2 分科会組み合わせ 

 
 

■2 日目スケジュール 

 

※重要 

3 年生テーマの最優秀賞チームは閉会式の結果発表後に、全体の前で 

プレゼンを行っていただきます。3 年生テーマの全チームはプレゼン 

ファイルの入った USB を忘れずに持ってきてください。 

9:30 質問状への回答(３０分)
ＡからＢ、Ｃへ
ＢからＡ、Ｃへ
ＣからＡ、Ｂへ

10:30 講評
10:50 移動（6101教室へ）
11:00 閉会式（結果発表と最優秀賞プレゼン）
12:30 終了



6 

 

3 連絡事項・諸注意 

 

＜受付＞ 

・受付は 26 日(土)の 8 時 50 分から 9 時 10 分までの時間に 1 号館地下 1 階

エレベータホール前にて行います。混雑を避けるため、各パートの代表者 1

名が受付にお越しください。 

・受付の際に、名簿の確認と資料の配布(パンフレットと名札)を行います。資料

が人数分あるか確認し、スタッフの誘導に従ってお進みください。 

・27 日(日)は受付を行いません。分科会の開始時刻前には各教室に集合し、開

始時間まで待機していてください。 

 

＜プレゼンテーション＞ 

・プレゼンテーションは、論文の内容に沿って行ってください。 

・プレゼンテーションの時間は、２・３年生ともに 20 分です。残り時間の目

安としてベルを鳴らします。残り 3 分に 1 回、残り 1 分に 2 回、終了時間

に 3 回鳴らします。 

・プレゼンテーションの時間を過ぎた場合には発表の途中であっても終了させ

ていただきます。 

・教室の前方に待機席を設けますので、次の発表パートは前の発表者が準備し

ている間に待機席に移動してください。 

・発表者の入れ替え時間(5 分間)の間にプレゼンテーションの準備をお願いしま

す。万が一、準備時間が 5 分を超えてしまった場合には、その分プレゼンテ

ーションの時間を削らせていただきます。 

・発表が終わりましたら、速やかに演台から降りて元の席にお戻りください。

その際、USB は忘れずにお持ち帰りください。 

・プレゼンテーション用のファイルは USB メモリーに入れてお持ちください。

その他の媒体は対応できません。 

・プレゼンテーションでは、審査員およびフロアとの質疑応答はありません。 

・ほかのパートのプレゼンテーションを聞くことも「学生の集い」の意義の一

つです。 

・今回のタイムテーブルは分科会組み合わせの前後でほとんどが組まれていま

す。したがって分科会相手の発表は必ず見るようにしておいてください。 

・なお、プレゼンテーション中の入退室は原則禁止します。 

・26 日(土)は他の教室で通常授業を行っています。授業の妨げになるような行

動は控えてください。 

・こうした諸注意が守れていないチームに関しては何らかの対処をさせていた
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だくこともございます。あらかじめご了承ください。 

 

＜昼食・休憩＞ 

・昼食は大学の学食か近隣のコンビニエンスストア、生協などをご利用くださ

い。本学の 6 号館学食は日本経済新聞に取り上げられるほど、人気のある学

食です。（懇親会は 6 号館学食で行います。） 

 

 

 

■学食紹介（東洋大学 HP より） 

 

メニュー充実！ボリューム満点！これぞ学食！ 

 

◇6 号館地下 1 階 学生食堂 

6 号館の地下 1 階には約 1300 席のゆとりのランチスペースがあります。カフェテリア形

式の学生食堂で多数の専門店やコンビニがあり、幅広いメニューを提供しています。 
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Curry mantra（マントラ） 

本格インドカレー。釜で焼くナンと自家製ラッシーが自慢です。 

おすすめメニュー 

■チキンカレー（ドリンク・サラダ付） ¥500 

インド人シェフが作るスパイスたっぷりのインドカレー。注文を受けてから 350℃のタン

ドール釜で焼く焼き立てナン。毎日 6 種類のカレーと一晩スパイスに漬け込んだタンドリ

ーチキンを用意しております。 

 

 

Deli＆Cafe（デリ＆カフェ） 

種類豊富なサラダと本格料理が楽しめるカフェです。 

おすすめメニュー 

■チキンの鉄板焼き照り焼きクリームソース ¥500 

お野菜をバランスよく、お腹いっぱいに食べようと思ったらワンコインではなかなか難し

い…。 

それがデリの始まりです。定番のチキンと合わせるサラダはどうでしょうか？楽しみなが

らお選びください。 

 

 

Ciao! a Domani(チャオ ア ドマーニ) 

選べるソースとサラダ、デザートが付く学食唯一のパスタ屋です。 

おすすめメニュー 

■ハーフ & ハーフ ¥500 
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素材から丹念に仕込んだパスタソースから全て手作りでご用意しています。ハーフ & ハー

フセットは 2 種類のソースをお楽しみ頂きながら選べるボリューム満点の欲張りメニュー

でチャオ 1 番人気です。 

 

 

東京食堂 ORIENTAL KITCHEN  

オムライスと多彩なメニューとボリュームが自慢の洋食屋さん。 

おすすめメニュー 

■とろとろ半熟オムライス ¥500 

洋食定番のメニューから毎週替わるメニュー、サラダとデザート、スープ、お茶が付いて

ボリューム満点。気分によってソースも選べて楽しめます。従来の学食のイメージを覆す

新しいスタイルのお店です。 

 

 

鉄鍋屋 TOKYO KITCHEN 

鉄鍋を使った新感覚あつあつ鉄鍋ごはん専門店 

おすすめメニュー 

■鍋焼きビビンバごはん ¥500 

あつあつの鉄鍋でジュージューとソースの香ばしさで食欲がそそります。鉄鍋ならではの

料理から自慢の創作料理まで、他では味わえない料理の数々。サラダ、味噌汁、ドリンク

付き。一度食べる価値あり。 
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結 -MUSUBI- 

学生が「むすぶ」元気なお店 

おすすめメニュー 

■おむすびセット ¥320 

「地方と大学をむすぶ」をコンセプトに、東洋の学生が立ち上げたおむすび屋。おいしい

農産物を全国から仕入れ、温かいおむすびやバランスの取れたヘルシーな定食に仕立て上

げます。旬の野菜が食べられるのも魅力。 

 

 

らあめん処 千年屋 

スープが決め手。ラーメン専門店。 

おすすめメニュー 

■こくだれ とんこつらーめん ¥500 

醤油、味噌、塩、つけ麺、選べるセットメニューもご用意しております。 

 

 

◇3 号館地下 1 階 スエヒロ 

銀座の高級すきやきで有名な銀座スエヒロが運営する食堂です。メニューが豊富で、昼休

みには多くの学生が訪れます。ランチ、丼物、カレー、うどん、そばといった定番メニュ

ーからステーキ、各種日替わりメニューまで、ボリュームもあって大人気。いつも多くの

学生で賑わっている。 

営業時間：月曜日～土曜日 10：00～20：00 
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◇4 号館地下 1 階 TOYO FOODS 

天気の良い日は屋外のテラスで食べることが可能。夏にはつけ麺も登場し、季節のメニュ

ーに力を入れています。“アットホーム”な雰囲気で、サービスも充実！！仲間と静かに話

しながらの食事はここがおすすめ。売店も併設し、授業の合間のひとときにゆったりと利

用できます。 

 

 

・プレゼンテーション教室では食事をしないでください。 

 

＜懇親会＞ 

・26 日(土)のプレゼンテーション終了後には懇親会を行います。場所は 6 号館

地下 1 階食堂です。時間は、18 時から 19 時半を予定しています。 

・会場へはスタッフが案内します。各自荷物を持ってスタッフの誘導に従って

ください。 

 

＜分科会＞ 

・27 日(日)の分科会会場は分科会組み合わせページでご確認ください。 

・1 日目の組み合わせが分科会に連動しているため、分科会ではプレゼンテー

ションは行いません。 

・分科会は勝ち負けを競う場ではありません。互いの論文への理解と交流を深

め、テーマへの考査を深める場として有意義な時間となるように心がけてく

ださい。相手をやりこめるような質問や意見、乱暴な発言はお控えください。 

・分科会中の見学者の入退室は自由です。 

・分科会は質問状だけではなく、自由討論もおこなわれます。事前の準備を十

分におこない、有益な討論となるようにしてください。 
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＜その他の諸注意＞ 

・円滑な進行のため、時間厳守でお願いします。 

・館内は禁煙です。喫煙所は、中庭の奥、2 号館と 6 号館の間にあります。そ

ちらをご利用ください。わからなければ、お近くのスタッフまでお声かけく

ださい。 

・盗難等の責任は一切負いかねます。貴重品等の管理にご注意ください。 

・指定会場以外には通常授業もありますので立ち入らないようお願いします。 

・当日わからないことがございましたらスタッフまでお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

４ 学内・交通案内 

 

■キャンパスマップ 

 

 

注 1：日曜日の学生食堂は営業していません。 
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■交通案内 

 

 

 

・都営地下鉄三田線「白山」駅 

A3 出口から「南門」徒歩 5 分 

・東京メトロ南北線「本駒込」駅 

1 番出口から「正門」徒歩 5 分 

 

注１：「白山駅」をご利用の方は南門、「本駒込駅」をご利用の方は正門から入場して

ください。 

 

 


