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徐 誠敏 & 李美善 

  

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン)  李美善(イミスン) 

ブランドづくり体験型プロジェクト 
最終プレゼン大会 ＆ 修了証書授与式 

学生と企業とのマッチングの場を通して 
学生と企業の相互理解を高める 
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名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン)  李美善(イミスン) 

らしさを生み出すブランドづくり 

らしさを生み出すブランドづくりを 

企業と共に考える 

体験型プロジェクトの成果と課題 
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名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン)  李美善(イミスン) 

らしさを生み出すブランドづくり 

学生と企業とのマッチングの場を通して 

学生と企業の相互理解を高めることができた 

体験型プロジェクトの成果 

o@(^-^)@o o@(^-^)@o 
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名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン)  李美善(イミスン) 

らしさを生み出すブランドづくり 

学生にとっての成果➀ 

企業の視点から見たブランドづくりに関する 

基本的な知識を身につけることができた。 

出所：https://medium.com/your-brand/branding-versus-marketing-16d7b8012ec3(2017年1月27日確認)。 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj2gIOmmPjYAhXLwbwKHdlnA1QQjRwIBw&url=https://3ddigital.com/category/branding/&psig=AOvVaw2Jmr-VnBXTIM7goXJy2__v&ust=1517143871800420
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiu-5ntnPjYAhVIVbwKHZZ9CW8QjRwIBw&url=https://medium.com/your-brand/branding-versus-marketing-16d7b8012ec3&psig=AOvVaw3s16YieYXisE5oTQDB9L6x&ust=1517145194644693


5 
名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン)  李美善(イミスン) 

らしさを生み出すブランドづくり 

学生にとっての成果➁ 

毎回、特定のテーマについて、グループワークを

行うことで、チームワーク力や課題発見・解決 

能力を高めることができた。 
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名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン)  李美善(イミスン) 

らしさを生み出すブランドづくり 

学生にとっての成果③ 

極力文字数を減らして、図形の中に画像・ 

写真を埋め込むパワーポイントを有効に 

使いつつ、メラビアンの法則に基づいた 

プレゼンテーションができるようになった。 

出所：skplan.main.jp/sunnyday/2015/12/31/post-4633/(2017年1月29日確認)。 
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名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン)  李美善(イミスン) 

らしさを生み出すブランドづくり 

学生にとっての成果④ 

実際に企業を訪問し、ビジネス現場を知ることで

普段、テキストで学べないビジネス現場の声と 

 

 

 

ブランディングに関する実践的な情報、知識、 

ノウハウなどを身につけることができた。 
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名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン)  李美善(イミスン) 

らしさを生み出すブランドづくり 

学生にとっての成果⑤ 

三立興産株式会社と株式会社ニックスの 

関係者から、企業説明会や事業(製品)の 

内容をしっかり聴いてから、本質的な問題に

対して質問する力を身につけることができた。 
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名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン)  李美善(イミスン) 

らしさを生み出すブランドづくり 

学生にとっての成果⑥ 

今後学生が就職活動を行う際に必要不可欠な 

パーソナル・ブランドづくりに関する基本的な 

知識・ノウハウを身につけることができた。 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjM9PzKlvjYAhUI5bwKHX8QAVkQjRwIBw&url=http://www.tiseblog.com/?p=995&psig=AOvVaw2cR94qVkGzmWMAPNw4xxna&ust=1517143624371171
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj2gPeSl_jYAhVGerwKHZMdDzMQjRwIBw&url=http://sterlingmarketinggroup.com/project/personal-branding/&psig=AOvVaw2cR94qVkGzmWMAPNw4xxna&ust=1517143624371171


10 

らしさを生み出すブランドづくり 

企業にとっての成果➀ 

名古屋経済大学の学生たちとの交流を通して、 

これまで自社では考えられなかった 

学生(生活者)の視点から見たアイデア商品や 

既存の製品の改善点を見出すことができた。 
  

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン)  李美善(イミスン) 
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らしさを生み出すブランドづくり 

企業にとっての成果➁ 

名古屋経済大学の学生たちからの意見を取り入れ

学生の視点から見た会社説明会や 

企業ブランド・イメージを見直すことができた。 
  

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン)  李美善(イミスン) 
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らしさを生み出すブランドづくり 

企業にとっての成果③ 

名古屋経済大学の学生たちと密接な 

コミュニケーションを取り、よい距離感を 

保ちながら潜在的能力が高い人材を 

見つけ獲得することができる。 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン)  李美善(イミスン) 
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らしさを生み出すブランドづくり 

今後の課題 

本プランの履修条件は、従来の教養科目としての 

体験型プロジェクトの枠を超え、現代企業の創業精神・

経営理念をはじめ、働く意義などを考えさせられる 

ような場づくりを目指しているため、経営学に関する 

基礎的な知識をもっており、日本語を用いた言語能力が

高い2年生以上の留学生・日本人学生である。 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン)  李美善(イミスン) 
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Meikeiのチャレンジャーズの 
 

最終プレゼン大会の当日は 
 

めちゃ晴れ^^ 

名古屋経済大学の図書館 



チーム JUBがプレゼン中^^ 















チーム スズキみる貝がプレゼン中^^ 















質疑応答中^^ 



チーム Roseがプレゼン中^^ 















質疑応答中^^ 



チーム だるまがプレゼン中^^ 

















優勝チームを選ぶために審査中^^ 



名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン)  李美善(イミスン) 

らしさを生み出すブランドづくり 

最終プレゼン大会の優勝チームの 

発表、賞品贈呈、懇親会★^-^★ 



三立興産株式会社の池田様から優勝チームを発表^^ 



名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン)  李美善(イミスン) 

らしさを生み出すブランドづくり 

李先生から優勝チーム 
(チームスズキみる貝)に 

賞品を贈呈中^^ 



名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン)  李美善(イミスン) 

らしさを生み出すブランドづくり 

三立興産株式会社の稲垣様から 
優勝チーム(チームスズキみる貝)に 

賞品を贈呈中^^ 



名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン)  李美善(イミスン) 

らしさを生み出すブランドづくり 

株式会社ニックスの中山様から 
優勝チーム(チームスズキみる貝)に 

賞品を贈呈中^^ 



名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン)  李美善(イミスン) 

らしさを生み出すブランドづくり 

懇親会で会話が盛り上がっている^^ 



名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン)  李美善(イミスン) 

らしさを生み出すブランドづくり 

らしさを生み出すブランドづくりを 

企業とともに考える体験型 

プロジェクトの修了証書 



ブランド・スペシャリスト育成 第2号 

 

 

杉山 真里弥ちゃんの 

ブランドづくり体験型 

プロジェクトの修了証書 



ブランド・スペシャリスト育成 第2号 

 

 

ｻﾞｷﾛｳﾞ ﾃﾞｨﾙｼｮﾄﾞﾍﾞｯｸ君

のブランドづくり体験型 

プロジェクトの修了証書 



ブランド・スペシャリスト育成 第2号 

 

 

鈴木 里佳ちゃんの 

ブランドづくり体験型 

プロジェクトの修了証書 



ブランド・スペシャリスト育成 第2号 

 

 

井村 友亮君の 

ブランドづくり体験型 

プロジェクトの修了証書 



ブランド・スペシャリスト育成 第2号 

 

 

ｸﾞｴﾝ ﾃｨ ﾐ ﾘﾝちゃんの 

ブランドづくり体験型 

プロジェクトの修了証書 



ブランド・スペシャリスト育成 第2号 

 

 

戸室 稼意斗君の 

ブランドづくり体験型 

プロジェクトの修了証書 



ブランド・スペシャリスト育成 第2号 

 

 

ｸﾞｴﾝ ﾃｨ ｶ ﾘﾝちゃんの 

ブランドづくり体験型 

プロジェクトの修了証書 



ブランド・スペシャリスト育成 第2号 

 

 

村上 可威君の 

ブランドづくり体験型 

プロジェクトの修了証書 



ブランド・スペシャリスト育成 第2号 

 

 

山田 尚哉君の 

ブランドづくり体験型 

プロジェクトの修了証書 



ブランド・スペシャリスト育成 第2号 

 

 

奥田 将太君の 

ブランドづくり体験型 

プロジェクトの修了証書 



ブランド・スペシャリスト育成 第2号 

 

 

澤田 怜央君の 

ブランドづくり体験型 

プロジェクトの修了証書 



ブランド・スペシャリスト育成 第2号 

 

 

ﾒﾝｸﾞﾎﾞｴﾌﾞ ﾐﾙｼﾞｬﾛﾙ君の 

ブランドづくり体験型 

プロジェクトの修了証書 



ブランド・スペシャリスト育成 第2号 

 

 

ルウィン ミミ ティンちゃん

のブランドづくり体験型 

プロジェクトの修了証書 



名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン)  李美善(イミスン) 

らしさを生み出すブランドづくり 

らしさを生み出すブランドづくりを 

企業とともに考える体験型 

プロジェクトの修了証書の贈呈式 



第2号 ブランド・スペシャリストの誕生☆^-^☆ 



69 
名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン)  李美善(イミスン) 

らしさを生み出すブランドづくり 

「らしさを生み出すブランドづくりを企業と共に考える」 

体験型プロジェクトの受講者13名の学生たちをはじめ、 

本プロジェクトの目標達成に積極的に協力してくださった 

三立興産株式会社の近藤様、稲垣様、遠藤様、池田様と 

            株式会社ニックスの青木社長、中山様、笠井様に 

                                            心より感謝申し上げます。 

感謝 
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