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１．受賞学術賞

  該当なし
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２．研究シーズ

  該当なし
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３．研究費
 科学研究費

補助⾦額
（直接経費）

間接経費

(円) (円)

基盤研究
（Ｃ）

24510339
どのように市場を統治するか：インドネシ
ア、タイ、フィリピンの事例研究

美⽢ 信吾 ２４ ２６ 900,000 270,000

若⼿研究
（Ｂ）

25780160
資源分布と経済成⻑に関する動的モデルの
構築と計量分析

内⽥ 真輔 ２５ ２７ 1,200,000 360,000

基盤研究
（Ｃ）

23530216
社会的選好の下でのリスク態度－理論・実
験分析

⻄村 直⼦ ２３ ２６ 900,000 270,000

基盤研究
（Ｃ）

24530296
東⽇本⼤震災によるサプライチェーン途絶
効果の分析

徳井 丞次 ２４ ２６ 800,000 240,000

基盤研究
（Ｃ）

25380265
多変量分布が作るリーマン空間の幾何学的
考察

椎名  洋 ２５ ２９ 500,000 150,000

基盤研究
（Ｃ）

25380293
韓国の初期社会・⽣活⾏政に関する⼀次資
料の収集と検証

⾦  早雪 ２５ ２７ 500,000 150,000

若⼿研究
（Ｂ）

24720374
整備新幹線建設にともなう都市空間形成の
政治プロセスに関する研究

武者 忠彦 ２４ ２７ 400,000 120,000

若⼿研究
（Ｂ）

24730224 企業の⽴地選択と独占禁⽌法への応⽤ 海⽼名 剛 ２４ ２６ 700,000 210,000

摘要
受     ⼊

最終年度研究種⽬ 課題番号 研究題⽬ 初年度研究者名
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補助⾦額
（直接経費）

間接経費

(円) (円)

摘要
受     ⼊

最終年度研究種⽬ 課題番号 研究題⽬ 初年度研究者名

若⼿研究
（Ｂ）

25780010
⾏政不服審査⼿続における⼿続原則の研究
－⾏政不服審査⼿続の法的位相に着⽬して

⼤江 裕幸 ２５ ２７ 600,000 180,000

若⼿研究
（Ｂ）

25780046 秘匿捜査の基礎理論研究 丸橋 昌太郎 ２５ ２７ 800,000 240,000

挑戦的萌芽研
究

25590110 地域包括ケアの協働実践に関する研究 井上 信宏 ２５ ２７ 500,000 150,000

基盤研究
（Ｂ）

25284170
地⽅都市における未利⽤不動産の実態分析
と⾏政の政策的対応に関する地理学的研究

武者 忠彦 400,000 120,000
研究分担者
（早稲⽥⼤学）

挑戦的萌芽研
究

26590004
グローバル化のもとでの⾏政不服審査制度
の新パラダイム

⼤江 裕幸 500,000 150,000
研究分担者
（東京⼤学）

基盤研究
（Ｃ）

24530264
製品差別化の選択が合併基準に与える影響
について

海⽼名 剛 ２４ ２７ 650,000 195,000
研究分担者
（学習院⼤学）

基盤研究
（Ｂ）

26282046
⾃律的学修に必要な学習スキル指導法の体
系化と効果測定に関する総合的研究

六浦 光⼀ 400,000 120,000
研究分担者
（東京⼯業⼤学）

基盤研究
（Ｃ）

24530247
チーム⽣産状況における報酬制度の選択―
マルチタスク下の成果主義の調査と実験

⻄村 直⼦ 300,000 90,000
研究分担者
（京都⼤学）

基盤研究
（Ｂ）

24330064
社会ゲームの理論と実験：グローバル化・
IT化社会における信頼と協調の多様なあり
⽅

⻄村 直⼦ 280,000 84,000
研究分担者
（武蔵野⼤学）
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 その他公的資⾦
開始年度 終了年度 受⼊額（執⾏ 研究者名 研究課題名 備考（資⾦名）

2013 2015 116,010 内⽥ 真輔
イノベーション政策に資する公共財としての⽔資源
保全とエネルギー利⽤に関する研究

科学技術振興機構 社会技術研究開発
センター 政策のための科学 採択事業

2014 2014 － 元⼭  ⻫
⼤学共同利⽤機関法⼈ 情報・システム研究機構
統計数理研究所 共同利⽤（⼀般研究２）「標本調
査における統計量の漸近理論の研究」（研究代表

⼤学共同利⽤機関法⼈ 情報・シス
テム研究機構 統計数理研究所 共
同利⽤（⼀般研究２）課題番号26－

 学内（研究⼒強化⽀援事業）
研究者名

関 利恵⼦
元⼭  ⻫
廣瀬 純夫
島村 暁代
柳町 晴美 ⽔環境問題における環境意識に関する地域差分析

⽀援額（円）
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000

研究課題名
経営活動を「⾒える化」する管理会計⼿法のアクションリサーチ
標本調査における⾮線形統計量の分布の数理的研究
法制度改⾰による企業ガバナンス構造の変化に関する理論的検討および実証的検証
南⽶の社会保障制度に関する法的考察
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４．著書・発表論⽂等

 著書

標題⼜は発表テーマ 出版社⼜は学会主催団体 掲載誌名⼜は会議名 巻 号 ⾴ 出版年⽉⽇⼜は実
施年

全著者名 教員⽒名

「⽣活保障システムの転換と地域包括ケア」（第３章） 明⽯書店 『地域包括ケアと⽣活保障
の再編：新しい「⽀え合
い」システムを創る』 2015

 井上信宏（第３章 分
担執筆）／宮本太郎

（編著）
井上 信宏

「第１５章 国際経済・貿易」、⼀般社団法⼈⽇本統計協会編『統計
でみる⽇本２０１５』

⼀般財団法⼈⽇本統計協
会

pp.164-
173

201503 徳井丞次 德井 丞次

Regional Inequality and Industrial Structure in Japan 1874-2008 Maruzen Publishing
Co., Ltd.

201503

Kjoji Fukao, Jean-
Pascal Bassino,
Tatsuji Makino,
Ralph Paprzycki,
Tokihiko Settsu,

Masanori Takashima,
Joji Tokui

德井 丞次

"Revenue Non-equivalence between the English and the Second-
price auctions: experimental Evidence with Addendum: Follow
up Research on Auction Design under Risk and Uncertainty" in
Behavioral Interactions, Markets, and Economic Dynamics:
Topics in Behavioral Economics, Ikeda, S.; Kato, H.; Ohtake, F.;
Tsutsui, Y. (eds.), Part 5, Chap. 14, Springer, Forthcoming

Springer

2015
Chew Soo Hong and

Naoko Nishimura
⻄村 直⼦

「お⽶市場と助け合う買い⼿たち」『実験が切り開く21世紀の社会科
学』，第13章

勁草書房 pp.157-
172

2014 ⻄村直⼦ ⻄村 直⼦

「複数単位取引⼊札市場の実験研究 －⽶離れか，⾃主流通⽶価格セン
ター⼊札市場の機能不全か（査読付）」『⼈間⾏動と市場デザイン』
（フロンティア実験社会科学第2 巻），第４章，⻄條⾠義編

勁草書房

2015 ⻄村直⼦ ⻄村 直⼦
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⾼校⽣の地理A 帝国書院 2014 ⽚平博⽂ [ほか] 著 武者 忠彦
信州まちなみスタディーズ２〈⼩諸〉 坂のある城下町の曲がり⾓

20150331

信州⼤学経済学部武者
忠彦ゼミ，⻑野県建築

⼠会
武者 忠彦

『印刷会社と地域活性 Vol.2－事例とデータから⾒る地域活性ビジネ
スのヒント－』

公益社団法⼈⽇本印刷技
術協会 201412

藤井健⼈、⼩林織恵、
桃井謙祐、辻唯志、上

野寿、⽯島暁⼦
桃井 謙祐

 論⽂

標題⼜は発表テーマ 出版社⼜は学会主催団体 掲載誌名⼜は会議名 巻 号 ⾴ 出版年⽉⽇⼜は実
施年

全著者名 教員⽒名

オイルとカーの経済構造ー衰退と拡散ー 季刊 経済理論
第51巻 第1号

pp.16-
26

201404 岩﨑徹也 岩崎 徹也

世俗化された国家についての⼀考察 信州⼤学⼤学院法曹法務
研究科

信州⼤学法学論集 第25巻 pp.1-25 201502 ⾚川 理 ⾚川  理

Nonlinear and asymmetric temperature effects on crop yields
and quality: Case of Japanese rice

mimeo 201406 Kawasaki, Kentaro,
and Shinsuke Uchida

内⽥ 真輔

Complementing Cournot's Analysis of Complements:
Unidirectional Complementarity and Mergers

Journal of Economics 第111巻 第3号 pp.239-
261

20140401 Takanori Adachi,
Takeshi Ebina

海⽼名 剛

Too Many Attributes and Consumer's Dysfunction Frontiers in Artificial
Intelligence and
Applications

第262巻
pp.112-

121
20140601

Takeshi Ebina, Keita
Kinjo

海⽼名 剛

Cost Pass-Through and Inverse Demand Curvature in Vertical
Relationships with Upstream and Downstream Competition

Economics Letters 第124巻 第3号 pp.465-
468

20140901 Takanori Adachi,
Takeshi Ebina

海⽼名 剛

State-Dependent Choice Model for TV Programs with
Externality: Analysis of Viewing Behavior

Journal of Media
Economics 第28巻 第1号

pp.20-
40

20150301
Keita Kinjo, Takeshi

Ebina
海⽼名 剛

Oligopolistic Third-Degree Price Discrimination with Constant
Own and Cross Price Elasticities of Demand

41st Annual Conference
of the European
Association for Research
in Industrial Economics

2014/8/30 共同(2⼈) 海⽼名 剛
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Product Differentiation and Entry Timing in a Continuous Time
Spatial Competition Model

Theoretical and Empirical
Microeconomics
Workshop 2014

2014/9/8 共同(3⼈) 海⽼名 剛

Oligopolistic Third-Degree Price Discrimination with Constant
Own and Cross Price Elasticities of Demand

2014年⽇本応⽤経済学会秋
季⼤会

2014/11/16 共同(2⼈) 海⽼名 剛

Product Differentiation and Entry Timing in a Continuous Time
Spatial Competition Model

2014年⽇本応⽤経済学会秋
季⼤会

2014/11/16 共同(3⼈) 海⽼名 剛

Advertising Strategy with Consumption Externality
⽇本マーケティング学会
2014

2014/11/23 共同(2⼈) 海⽼名 剛

「⾼齢期の⽣活変容と地域包括ケア」 『国保ひょうご』 2015年1
⽉号

2015  井上信宏 井上 信宏

「⼀⼈暮らし⾼齢者の地域⾃⽴⽀援と地域包括ケアシステム」 『国保ひょうご』 2015年3
⽉号

2015  井上信宏 井上 信宏

岐路に⽴つ韓国の社会保障制度の改⾰課題と現⾦給付制度 ジェトロ・アジア経済研
究所

宇佐⾒耕⼀・牧野久美⼦編
『新興諸国の現⾦給付政

pp.168-
195

201503 ⾦  早雪 ⾦  早雪

Inference on the eigenvalues of the covariance matrix of a
multivariate normal distribution -geometrical view-

ELSEVIER INC Journal of Statistical
Planning and Inference 第150巻

pp.66-
83

2014 Yo Sheena 椎名  洋

⾼齢期の所得保障―ブラジルとチリの法制度を端緒とする基礎的考察
（五・完）

法学協会雑誌
第131巻 第4号 p.770 201404 島村暁代 島村暁代

位相圏のオイラー標数について 信州⼤学 グレブナー 若⼿集会 H27.2 ⽥中 康平 ⽥中 康平

⻘年⽂化会議と内⽥義彦 藤原書店 内⽥義彦の世界 pp.137-
141

2014 単著 都築  勉

経済活動のグローバル化と国際収⽀統計の改定 ⽇本統計協会 『統計』 第６５巻 第９号 ｐｐ．
36－41

201409 徳井丞次 德井 丞次

Reallocation of Production Factors in the Regional Economies in
Japan: Towards an Application to the Great East-Japan
Earthquake

学習院⼤学経済経営研究所
年報 第２８巻

pp.103-
120

201412
Kazuyasu Kawasaki,
Tsutomu Miyagawa,

Joji Tokui
德井 丞次

派遣労働者、リース資産と経済データ ⼀般社団法⼈⽇本統計協会
『統計』

2015年
４⽉号

pp.39-
44

201504 徳井丞次 德井 丞次
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「⾏動経済学からみた公平性」 ⽇本評論社 『経済セミナー』10・11⽉ 2015 ⻄村直⼦ ⻄村 直⼦
ポスト「留学⽣10万⼈計画」における留学⽣受⼊れに関する⼀考察－
⼤学における留学⽣受⼊れに有効な⽅策とは何か－

信州⼤学経済学部 信州⼤学経済学論集
第66巻 pp.1-10 20150331 三宅真由美 三宅真由美

学部留学⽣に対する就職準備教育としてのビジネス⽇本語教育 信州⼤学経済学部 信州⼤学経済学論集
第66巻

pp.11-
18

20150331 三宅真由美 三宅真由美

近代都市計画と新幹線の都市デザイン : 近代都市「岐⾩⽻島」の形成
(特集 東海道新幹線50年の地域変化)

古今書院 地理

第59巻 第10号
pp.56-

65
201410 武者 忠彦 武者 忠彦

松本の都市空間形成と商店街の近代化――都市の計画とライフサイク
ルの視点から

法政⼤学イノベーション
マネジメント研究セン
ター

法政⼤学 2014年6⽉ 武者 忠彦 武者 忠彦

Routing and Moving Control Method Using Passive RFID for
Robot Navigation System

IEEE 8th Annual IEEE International
Conference on RFID (RFID
2014: Orlando, USA)

pp.68-
69

201404

Ryo Nagao, Manato
Fujimoto, Daiki

Tsukuda, Tadashi
Nakanishi, Tomotaka

Wada, Kouichi
Mutsuura, and
Hiromi Okada

六浦 光⼀

Routing and Moving Control Method Using Passive RFID for
Robot Navigation System

IEEE 8th Annual IEEE International
Conference on RFID (RFID
2014), Orlando, USA

pp.68-
69

201404

Ryo Nagao, Manato
Fujimoto, Daiki

Tsukuda, Tadashi
Nakanishi, Tomotaka

Wada, Kouichi
Mutsuura,

and Hiromi Okada

六浦 光⼀
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A note taking evaluation index using term networks in a blended
learning environment

Proceedings of 2014 Eighth
International Conference on
Complex, Intelligent and
Software Intensive Systems

pp.486-
490

201407
Minoru Nakayama,

Kouich Mutsuura and
Hiroh Yamamoto

六浦 光⼀

Impact of learner's characteristics and learning behaviour on
learning performance during a fully online course

Electronic Journal of e-
Learning

Vol. 12 Issue 4
pp.394-

408
201407

Minoru Nakayama,
Kouich Mutsuura and

Hiroh Yamamoto
六浦 光⼀

Moving Correction Method of a Mobile Robot Using Passive RFID
System Based on Obstacle Prediction

The Fifth International
Conference on Indoor
Positioning and Indoor
Navigation (IPIN 2014),
Busan, Korea pp.246-

254
201410

Tadashi Nakanishi,
Manato Fujimoto,
Ryo Nagao, Sho

Tatsukawa,
Tomotaka Wada,
Kouichi Mutsuura

六浦 光⼀

単語の共起関係を⽤いたノート記録評価に関する⼀検討 ⽇本教育⼯学会 ⽇本教育⼯学会論⽂誌 Vol.38(
Suppl.)

pp.97-
100

201412 中⼭実，六浦光⼀，⼭
本洋雄

六浦 光⼀

地域ブランディングの⽬的、実施主体、地域の範囲及び内部マネジメ
ントに関する考察

地域活性学会 地域活性研究
Vol.6

pp.116-
125

20150320 桃井 謙祐 桃井 謙祐

我が国における地域ブランディングの現状と課題、地域づくりとの関
係性をめぐる考察

地域活性学会 地域活性研究
Vol.6

pp.74-
77

20140705 桃井 謙祐 桃井 謙祐

2014 年夏季における諏訪湖の⽔平・垂直⽔質分布 信州⼤学環境科学研究会 環境科学年報
第37巻

pp.53-
66

201503
柳町, 晴美; 宮原, 裕
⼀; ⼭本, 雅道; 花⾥,

孝幸
柳町 晴美

 学会発表等

標題⼜は発表テーマ 出版社⼜は学会主催団体 掲載誌名⼜は会議名 巻 号 ⾴ 出版年⽉⽇⼜は実
施年

全著者名 教員⽒名

共通論題 グローバル経済の地殻変動をどうとらえるか 経済理論学会 経済理論学会第62回⼤会
20141007

⼋尾信光 岩﨑徹也
平川均

岩崎 徹也
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Too Many Attributes and Consumer's Dysfunction 6th KES International
Conference on Intelligent
Decision Technologies

20140619
Takeshi Ebina, Keita

Kinjo
海⽼名 剛

Oligopolistic Third-Degree Price Discrimination with Constant
Own and Cross Price Elasticities

41st Annual Conference
of the European
Association for Research
in Industrial Economics

20140830
Takanori Adachi,

Takeshi Ebina
海⽼名 剛

Product Differentiation and Entry Timing in a Continuous Time
Spatial Competition Model

2014年⽇本応⽤経済学会秋
季⼤会 20141116

Takeshi Ebina,
Noriaki Matsushima,

Daisuke Shimizu
海⽼名 剛

情報技術産業における企業の合併・買収戦略 2014年⽇本応⽤経済学会秋
季⼤会 20141116 Takeshi Ebina 海⽼名 剛

Oligopolistic Third-Degree Price Discrimination with Constant
Own and Cross Price Elasticities

2014年⽇本応⽤経済学会秋
季⼤会

20141116 Takanori Adachi,
Takeshi Ebina

海⽼名 剛

Advertising Strategy with Consumption Externality 2014年⽇本マーケティング
学会 20141123

Keita Kinjo, Takeshi
Ebina

海⽼名 剛

Product Differentiation and Entry Timing in a Continuous Time
Spatial Competition Model

Theoretical and Empirical
Microeconomics
Workshop 2014

20140908
Takeshi Ebina,

Noriaki Matsushima,
Daisuke Shimizu

海⽼名 剛

Product Differentiation and Entry Timing in a Continuous Time
Spatial Competition Model

近経研究会
20141002

Takeshi Ebina,
Noriaki Matsushima,

Daisuke Shimizu
海⽼名 剛

連携協約を⽤いた新たな広域連携と住⺠の地位
財団法⼈⾃治総合セン
ター

22世紀地⽅⾃治制度につい
ての調査研究会

平成27年2⽉ ⼤江 裕幸 ⼤江 裕幸

韓国版ベーシック・インカムへの現⾦給付制度改⾰ ジェトロ・アジア経済研
究所

アジ研ワールド・トレンド
第229号

pp.25-
28

201411 ⾦  早雪 ⾦  早雪

位相圏のオイラー標数について グレブナー 若⼿集会 20150201 ⽥中康平 ⽥中 康平

丸⼭眞男⽣誕百年シンポジウム ソウル Asan Institute for Policy
Studies

20140701 共同(8⼈) 都築 勉

The Economic Impact and Recovery of the Supply Chain
Disreptions

ロサンジェルス
Workshop on The
Economic Effects of the
Great Tohoku Earthquake

2014年7⽉ 共同(3⼈) 德井 丞次

Demand Reduction in Average-Pricing Multi-Unit Discriminatory
Auction

ESA ESA International
Meeting in Honolulu,

20140627 ⻄村 直⼦

In Search of “Favorite-Long Shot Bias”: An Experimental Study
of the Demand for Sweepstakes and Risk Attitude

京都⼤学経済実験ワーク
ショップ 京都⼤学

20150131 ⻄村 直⼦
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組織経営と⾏動を済学的視点から捉え直す 組織経営と⾏動を済学的視
点から捉え直す

産業・組織⼼理学会 部⾨別研究会（第116回：
組織⾏動部⾨）テーマ：不
合理な⼈間⾏動と組織マネ
ジメント－⾏動経済学と組
織⾏動論の融合

20150307 ⻄村 直⼦

⽇本とアメリカにおけるバスケットボール指導の相違 ⻑野県教育委員会事務局
スポーツ課

メールマガジン部活動
NAGANO

第1号 pp.1-4 2014 古澤栄⼀ 古澤 栄⼀

本県の競技⼒の向上の⽷⼝と私のコーチング観 ⻑野県教育委員会事務局
スポーツ課

メールマガジン部活動
NAGANO

第1号 pp.4-7 2014 古澤栄⼀ 古澤 栄⼀

組織犯罪対策のための秘匿・仮装を⽤いて⾏う警察活動について
グランドアーク半蔵⾨

警察政策フォーラム 201503 丸橋 昌太郎 丸橋 昌太郎

“Peculiar Stability: Banking Reforms and Politics in the Post-
EDSA Philippines, 1986 2010”(Rethinking Philippine Studies
through Histories of Money and Finance: New Perspectives on
Colonialism, Nationalism, and Democracy - Sponsored by
Philippine Studies Group (PSG)) Sat Mar 29 2014, 8:30 to
10:30am, Association for Asian Studies, Annual Conference,
March 27-30, 2014, Philadelphia, Marriott Downtown,
Philadelphia, PA, USA

 Philadelphia, USA

The 2014, Association for
Asian Studies, Annual
Conference

2014年 美⽢ 信吾 美⽢ 信吾

⾦融と政治：何が問われているのか ⼀ツ橋⼤学
「フィリピン⻑期経済統
計」研究会

2014年 美⽢ 信吾 美⽢ 信吾

「東南アジア諸国の経済ガバナンスは改善されているか：フィリピン
とタイの⾦融ガバナンスの⽐較研究」

アジア政経学会 2014年アジア政経学会⻄⽇
本⼤会 2014年 美⽢ 信吾 美⽢ 信吾

ブレンディッド学習における学⽣ノートの単語共起に着⽬した評価分
析

電⼦情報通信学会 電⼦情報通信学会技術研究
報告

ET2014(
14)

pp. 33-
38

201406
中⼭実，六浦光⼀，⼭

本洋雄
六浦 光⼀

移動ロボットのためのRFIDを⽤いた交差点衝突回避移動制御法 電⼦情報通信学会 ソサイエティ⼤会講演

B-18-15 p. 373 201409

⽴川翔，藤本まなと，
杉原真，仲⻄正，⻑尾
遼，和⽥友孝，六浦光

⼀，岡⽥博美

六浦 光⼀

ブレンディッド学習におけるノート指導がノート記録に与える影響 ⽇本教育⼯学会 ⽇本教育⼯学会第30回全国
⼤会講演論⽂集 B-18-15 201409

中⼭実，六浦光⼀，⼭
本洋雄

六浦 光⼀
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Moving Correction Method of a Mobile Robot Using Passive RFID
System Based on Obstacle Prediction

The Fifth International
Conference on Indoor
Positioning and Indoor
Navigation (IPIN 2014:
Busan, Korea)

201410

Tadashi Nakanishi,
Manato Fujimoto,
Ryo Nagao, Sho

Tatsukawa,
Tomotaka Wada,
Kouichi Mutsuura,
and Hiromi Okada

六浦 光⼀

ブレンディッド学習での学習成果に対するノート指導の効果 電⼦情報通信学会 電⼦情報通信学会技術研究
報告 T2014(4

4)
pp. 35-

40
201410

中⼭実，六浦光⼀，⼭
本洋雄

六浦 光⼀

ブレンディッド学習におけるノート特徴情報によるテスト得点予測 電⼦情報通信学会 電⼦情報通信学会技術研究
報告

ET2014(
75)

pp.17-
22

201501 中⼭実，六浦光⼀，⼭
本洋雄

六浦 光⼀

我が国における地域ブランディングの現状と課題、地域づくりとの関
係性をめぐる考察

地域活性学会 第6回研究⼤会
20140705 桃井 謙祐 桃井 謙祐

⽼衰死亡率の季節変化 ⽇本地理学会 ⽇本地理学会発表要旨集 第86号 p.92 201409 北島晴美 柳町 晴美

都道府県別⽼衰死亡率の地域差 ⽇本地理学会発表要旨集 第87号 p.184 201503 北島晴美 柳町 晴美
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５．芸術系の活動，フィールドワーク等

研究業績名 研究開始
年

研究終了
年

主催者 発表場所 ⼊賞等 教員⽒名

第６８回国⺠体育⼤会成年男⼦・⼥⼦バスケットボール競技最終選⼿選考
会⼥⼦優勝

2014/4 ⻑野県バスケットボール協会 ⻑野市 優勝 古澤 栄⼀

第６８回国⺠体育⼤会成年男⼦・⼥⼦バスケットボール競技最終選⼿選考
会男⼦第３位

2014/4 ⻑野県バスケットボール協会 ⻑野市 第３位 古澤 栄⼀

第１４回⻑野県学⽣バスケットボール選⼿権⼤会男⼦優勝 2014/6 ⻑野県学⽣バスケットボール連盟 上⽥市 優勝 古澤 栄⼀
第１４回⻑野県学⽣バスケットボール選⼿権⼤会⼥⼦準優勝 2014/6 ⻑野県学⽣バスケットボール連盟 上⽥市 準優勝 古澤 栄⼀
平成２６年度⻑野県⼀般男⼦・⼥⼦バスケットボール⼤会男⼦準優勝 2014/7 ⻑野県バスケットボール協会 茅野市 準優勝 古澤 栄⼀
第６３回関東甲信越⼤学体育⼤会バスケットボールの部⼥⼦準優勝 2014/8 関東甲信越⼤学体育⼤会協議会 新潟市 準優勝 古澤 栄⼀
第６３回関東甲信越⼤学体育⼤会バスケットボールの部男⼦準優勝 2014/8 関東甲信越⼤学体育⼤会協議会 新潟市 準優勝 古澤 栄⼀
第４６回甲信越⼤学バスケットボール定期戦⼤会男⼦準優勝 2014/9 甲信越⼤学バスケットボール定期戦委員会 松本市 準優勝 古澤 栄⼀
平成２６年度⻑野県総合バスケットボール選⼿権⼤会⼥⼦第３位 2014/10 ⻑野県バスケットボール協会 佐久市 第３位 古澤 栄⼀
平成２６年度⻑野県総合バスケットボール選⼿権⼤会男⼦第３位 2014/10 ⻑野県バスケットボール協会 佐久市 第３位 古澤 栄⼀
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６．その他研究活動業績

 学術専⾨雑誌等編集
依頼機関名 対象年度 開始年⽉ 終了（予定）年⽉ 国内外別 引受件数 教員⽒名

応⽤統計学会 201404 201603 国内 椎名 洋

 学術論⽂査読件数
依頼機関名 対象年度 開始年⽉ 終了（予定）年⽉ 国内外別 審査件数 教員⽒名

Journal of Economics 2014 国外 1 海⽼名 剛
Japanese Economic Review 2013, 2014 国外 3 海⽼名 剛
北東アジア学会 2014 2014 1 ⾦  早雪

国⽴社会保障⼈⼝研究所 2014 1 ⾦  早雪
Journal of Japan Statistical Society 2014 国内 1 椎名 洋
Journal of Multivariate Analysis 2014 国外 2 椎名 洋
Experimental Economics 201406 201506 国外 2 ⻄村 直⼦
Journal of Japanese Society for Quality Control 2014 元⼭ ⻫

 海外派遣
派遣内容 対象年度 開始年⽉ 終了（予定）年⽉ 教員⽒名

韓国での丸⼭眞男シンポジウム参加 2014 都築 勉

 その他の研究諸活動
派遣内容 対象年度 開始年⽉ 終了（予定）年⽉ 教員⽒名

松本実務法律研究会 平成26年度改正会社法に関する研究報告 2014 ⻑瀬 ⼀治
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７．社会活動等

 出前講座
開始年⽉⽇ 終了年⽉⽇ 開催場所 講座名称 参加者数 依頼団体 教員⽒名

多数 ⾼校の授業と⼤学の授業 どこがちがう？ 岩崎 徹也

H26.9.26 H26.9.26 飯⼭北⾼校 ⾝近なトピックスを経済学的視点で考えてみる 40 ⻑野県飯⼭北・飯⼭⾼
等学校

広瀬 純夫

 市⺠開放授業
開始年⽉⽇ 終了年⽉⽇ 開催場所 講座名称 教員⽒名

H26 会社法 ⻑瀬 ⼀治

H26.10 H27.01 国際経済の現状と課題 桃井 謙祐

 講演会
開始年⽉⽇ 終了年⽉⽇ 開催場所 講座名称 役割 依頼団体 教員⽒名

H26.5.16

【題⽬】社会保障制度改⾰と地域包括ケア（基調講
演）．【企画】2014 社会保障セミナー（TKP市ヶ⾕カ
ンファレンスセンター、東京都新宿区／全⽇本⾃治団体
労働組合）<br>

井上 信宏

【題⽬】少⼦化社会とどう向き合うか：⽇本創成会議の
議論と農⼭村再⽣の取り組みをもとに．【企画】⻑野県
箕輪町 少⼦化対策講演会（箕輪町役場３階講堂、⻑野県
箕輪町／⻑野県箕輪町）<br>

井上 信宏

H28.6.6 内閣府経済社会総
合研究所

平成26年度県⺠経済計算実務担当者会議 講師 内閣府経済社会総合研
究所

德井 丞次

H26.5.19 H26.5.19
財務総合研究所研
修部

財務局スキルアップ研修
「⾦融と地域貢献」 講演 ⻄⼭ 巨章

参加者数
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安曇野市スポーツ指導者研修会講師（安曇野市教育委員
会）

古澤 栄⼀

商業界⻑野同友会「北陸新幹線延伸後の⻑野市の商業」 商業界⻑野同友会 武者 忠彦

中部圏開発整備地⽅協議会「中部圏における⾼速交通網
とまちづくり――新幹線のまちづくりをレビューする」

中部圏開発整備地⽅協
議会

武者 忠彦

地域商業研究会（法政⼤学イノベーションマネジメント
研究センター）「松本の都市空間形成と商店街の近代化
――都市の計画とライフサイクルの視点から」

法政⼤学イノベーショ
ンマネジメント研究セ
ンター

武者 忠彦

H26.08 H26.08
若者等地域資源活⽤起業家育成事業『シゴトを創るゼ
ミ』

講師・メ
ンター

⿅児島県・⼀般社団法
⼈⿅児島天⽂館総合研
究所 Ten-Lab

桃井 謙祐

 学会・研究会の主催等
開始年⽉⽇ 終了年⽉⽇ 開催場所 学会・研究会等の名称 役割 参加者数 教員⽒名

H26.7.28 H26.7.28 キッセイ⽂化ホール
パネルディスカッション【協会けんぽの財政健全化に向
けて】

コーディ
ネーター
司会進⾏

260 ⻑瀬 ⼀治

H26.7.28 H26.7.28 松本市Mウィング
松本実務法律研究会 平成26年度改正会社法に関する研
究報告 共催 6 ⻑瀬 ⼀治

 メディア・報道
報道年⽉⽇ 対象地域 報道機関名 報道内容 メディア種別 教員⽒名

信濃毎⽇新聞 ｢論壇」「潮流」「論」執筆メンバー 新聞 岩崎 徹也
2014 abn（⻑野朝⽇放送）スポーツ⼤賞選考委員 古澤 栄⼀
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 その他社会活動
開始年⽉⽇ 終了年⽉⽇ 開催場所 活動名称 役割 依頼団体 教員⽒名

地球環境関⻄フォーラムアジアの経済成⻑と環境・エネ
ルギー部会

委員 岩崎 徹也

2014 2014.4 都市デザイン学習会
「松本まちづくりコミニティカレッジ」

企画・運
営・講師

内⽥ 真輔

20140910 20140910
松本市第三地区公
⺠館

⽂部科学省⽀援プログラム 「景観から地域づくりを考
える」講座 講師 内⽥ 真輔

かわさき市⺠アカ
デミー講師

「20世紀の政治思想（⽇本）」 都築 勉

2011年４⽉ 独⽴⾏政法⼈経済産業研究所ファカルティーフェロー 独⽴⾏政法⼈経済産業
研究所

德井 丞次
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 学外審議会・委員会

⽒ 名 営利/⾮
営 利

兼 業 先 の 種 類 兼 業 先 従 事 場 所 職 名 始 期  終 期

⾚川 理 ⾮営利 教育機関 信州豊南短期⼤学 ⾠野町 ⾮常勤講師 26.4.1 27.3.31

⾚川 理 ⾮営利 市町村 松本市政策課 松本市 松本市⾏政評価市⺠委員 26.6.21  27.3.31

井上 信宏 ⾮営利 地⽅公共団体 ⻑野県 ⻑野市 ⻑野県労働問題審議会委員 H24.7.13  H26.7.12

井上 信宏 ⾮営利 地⽅公共団体 松本市市⺠環境部 松本市 市⺠活動推進委員会委員 24.11.2  26.11.1

井上 信宏 ⾮営利 社会福祉法⼈ ⻑野県社会福祉協議会 ⻑野市 地域福祉研究会委員 26.6.1  28.3.31

井上 信宏 ⾮営利 市町村 箕輪町こども未来課 箕輪町 少⼦化対策強化事業アドバイ
ザー

26.6.3  27.3.31

井上 信宏 ⾮営利 社会福祉法⼈ ⻑野県社会福祉協議会 ⻑野市
⻑野県ボランティア活動振興セ
ンター運営委員会委員

25.4.1  27.3.31

岩﨑 徹也 ⾮営利 国の機関 ⻑野労働局 ⻑野市 ⻑野地⽅最低賃⾦審議会委員 25.4.1 27.3.31

岩﨑 徹也 ⾮営利 NPO法⼈ 有機農業参⼊促進協議会
松本市波

⽥

有機農業参⼊⽀援データ作成事
業協議会委員 26.6.1  27.3.31

岩﨑 徹也 ⾮営利 共同組合 信州⼤学⽣活協同組合 松本市 理事⻑ 26.7.1  27.6.30

岩﨑 徹也 ⾮営利 教育機関 放送⼤学 諏訪市 ⾮常勤講師 26.4.1 26.9.30
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⽒ 名 営利/⾮
営 利

兼 業 先 の 種 類 兼 業 先 従 事 場 所 職 名 始 期  終 期

岩﨑 徹也 ⾮営利 教育機関 ⻑野県林業⼤学校 ⽊曽町 ⾮常勤講師 26.4.8 27.3.4

海⽼名 剛 ⾮営利 教育機関 ⾸都⼤学東京 東京都 ⾮常勤講師 26.4.1  26.9.30

海⽼名 剛 ⾮営利 教育機関 学習院⼤学 東京都 ⾮常勤講師 26.4.1 26.9.14

⼤江 裕幸 営利 株式会社 第⼀法規出版 東京都
（在宅）

書籍，ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ編集業務 25.4.1  27.3.31

⼤江 裕幸 ⾮営利 市町村 ⼤町市 ⼤町市
情報公開審査委員及び個⼈情報
保護審査委員会 26.5.1  28.4.30

⼤江 裕幸 ⾮営利 国の機関 総務省⾏政評価局 東京都
⾏政相談業務⾼度化のためのア
ドバイザー 承認の⽇  28.3.31

⼤江 裕幸 ⾮営利 ⼀般財団法⼈ ⾏政管理研究センター 東京都

総務省委託「国の⾏政機関等に
おける情報公開法及び個⼈情報
保護法関連答申・判決分析の請
負」研究協⼒員

26.5.1  27.3.24

⼤江 裕幸 ⾮営利 市町村 塩尻市協働企画部 塩尻市 塩尻市総合計画審議会委員 26.7.1  27.3.31

⼤江 裕幸 ⾮営利 国の機関 総務省⾏政管理局 東京都
審理マニュアルの策定検討委員
間委員 26.8.7  27.3.31

⼤江 裕幸 ⾮営利 市町村 松本市建設部 松本市 松本市都市計画審議会委員 26.6.1  28.5.31
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⽒ 名 営利/⾮
営 利

兼 業 先 の 種 類 兼 業 先 従 事 場 所 職 名 始 期  終 期

⼤江 裕幸 ⾮営利 ⼀般財団法⼈ ⾃治総合センター 東京都
平成26年度21世紀地⽅⾃治制
度についての調査検討会委員 26.11.1  27.3.31

⼤江 裕幸 ⾮営利 法律に基づく団体 ⼤北森林組合 ⼤町市
⼤北森林組合補助⾦問題検討委
員会有識者委員 27.2.27  29.2.26

⼤江 裕幸 ⾮営利 国の機関 総務省⾏政管理局 東京都

総務省が⾏う⾏政不服審査法施
⾏に関する所要の準備事務に関
するアトバイザー

26.12.15  28.3.31

⼤江 裕幸 ⾮営利 国の機関 総務省⾏政管理局 東京都

新たな⾏政不服審査制度の啓発
及び職員研修⼿法に関する調査
研究にかかる技術審査委員

27.3.16  27.4.10

⼤江 裕幸 ⾮営利 地⽅公共団体 北アルプス広域連合 ⼤町市
北アルプス広域連合情報公開審
査会委員 25.10.1  27.9.30

⾦ 早雪 ⾮営利 市町村 松本市 松本市 松本市男⼥参画推進委員会委員 26.6.26  28.6.25

⾦ 早雪 ⾮営利 県の機関 ⻑野県教育委員会 ⻑野市
⻑野県いじめ問題対策連絡協議
会委員 26.11.12 27.3.31

⾦ 早雪 ⾮営利 県の機関 ⻑野県教育委員会 ⻑野市 いじめＮＯ県⺠ネットワーク委
員

26.11.11 27.3.31
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⽒ 名 営利/⾮
営 利

兼 業 先 の 種 類 兼 業 先 従 事 場 所 職 名 始 期  終 期

⾦ 早雪 ⾮営利 地⽅公共団体 ⻑野県企画部企画課 ⻑野市 ⻑野県総合計画審議会委員 25.7.1  27.6.30

⾦ 早雪 ⾮営利 地⽅公共団体 ⻑野県企画部 ⻑野市 ⻑野県⼈権政策審議会委員 26.4.1  28.4.30

栗⽥ 晶 ⾮営利 地⽅公共団体 安曇野市 安曇野市

安曇野市協働の街づくり推進基
本⽅針及び協働のまちづくり推
進⾏動計画策定･評価委員会委
員

25.5.31  27.3.31

島村 暁代 ⾮営利 地⽅公共団体 ⻑野県産業労働部 ⻑野市 ⻑野県労働問題審議委員 26.7.13  28.7.12

島村 暁代 ⾮営利 任意団体 ⽇本ブラジル法律・⽂化協
会

東京都 ⾮常勤理事 26.5.31  28.3.30

関 利恵⼦ ⾮営利 国の機関 国⼟交通省 東京都
国⼟交通省独⽴⾏政法⼈評価委
員会臨時委員 25.7.1  27.6.30

関 利恵⼦ ⾮営利 地⽅独⽴⾏政法⼈ ⻑野県⽴病院機構 ⻑野県 評価委員会委員 24.4.28  26.4.27

関 利恵⼦ ⾮営利 地⽅公共団体 ⻑野県健康福祉部 ⻑野市 県⽴病院機構評価委員会委員 26.4.28  28.4.27

都築 勉 ⾮営利 NPO NPO法⼈かわさき市⺠アカ
デミー

神奈川 ワークショップ講師 26.4.1 26.7.31

徳井 丞次 ⾮営利 国の機関 独⽴⾏政法⼈経済産業研究
所

東京都 ファカルティフェロー 25.4.1  27.3.31

徳井 丞次 ⾮営利 国の機関 ⻑野労働局 ⻑野市 ⻑野地⽅労働審議会委員 25.10.1  27.9.30

⻑瀬 ⼀治 ⾮営利 国の機関 協会けんぽ⻑野県⽀部 ⻑野市 けんぽ⻑野県⽀部評議会評議員 24.11.1  26.10.31
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⽒ 名 営利/⾮
営 利

兼 業 先 の 種 類 兼 業 先 従 事 場 所 職 名 始 期  終 期

⻑瀬 ⼀治 ⾮営利 地⽅公共団体 ⻑野県労働雇⽤課 ⻑野市 ⻑野県労働委員会公益委員 26.4.21  28.4.20

⻑瀬 ⼀治 ⾮営利 国の機関 ⻑野労働局 ⻑野市 公共調達監視委員 26.4.1  27.3.31

⻑瀬 ⼀治 ⾮営利 特別⺠間法⼈ ⻑野県⾏政書⼠会 ⻑野市 市⺠法務部主催商法講座講師 26.8.1  26.11.30

⻑瀬 ⼀治 ⾮営利 国の機関 健康保険協会⻑野⽀部 ⻑野市 ⻑野⽀部評議会評議員 26.11.1  28.10.31

⻑瀬 ⼀治 ⾮営利 労働⾦庫 ⻑野県労働⾦庫 ⻑野市 ⻑野県労働⾦庫⾮常勤理事 25.6.21  27.6.23

⻑瀬 ⼀治 ⾮営利 国の機関 公正取引委員会 東京都 独占禁⽌政策協⼒委員 26.4.1 27.3.31

⻑瀬 ⼀治 ⾮営利 教育機関 諏訪東京理科⼤学 茅野市 ⾮常勤講師 26.4.1 27.3.31

⻄村 直⼦ ⾮営利 地⽅公共団体 ⻑野県(総務部) ⻑野市 ⻑野県固定資産評価審議会委員 25.11.1  27.10.31

⻄村 直⼦ ⾮営利 地⽅公共団体 ⻑野県建設部 ⻑野市
⻑野県公共⼯事⼊札等検討委員
会委員 25.7.1  27.7.1

⻄村 直⼦ ⾮営利 国の機関 ⻑野労働局 ⻑野市 ⻑野地⽅労働審議会委員 25.10.1  27.9.30

⻄⼭ 巨章 ⾮営利 教育機関 ⼤阪経済⼤学 ⼤阪府 ⾮常勤講師 26.9.20  27.3.31

⻄⼭ 巨章 ⾮営利 ⼀般社団法⼈ ⾃然エネルギー共同設置推
進機構

上⽥市 顧問 26.5.20  27.7.17
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⽒ 名 営利/⾮
営 利

兼 業 先 の 種 類 兼 業 先 従 事 場 所 職 名 始 期  終 期

⻄⼭ 巨章 ⾮営利 国の機関 財務総合研究所 東京都 コンサルティングフェロー 26.9.14  28.9.13

⻄⼭ 巨章 ⾮営利 教育機関 放送⼤学 諏訪市 ⾮常勤講師 26.4.1 26.9.30

沼尾 史久 ⾮営利 地⽅公共団体 ⻑野市地域振興部 ⻑野市 ⻑野市都市内分権審議会委員 25.8.1  27.7.31

古澤 栄⼀ ⾮営利 教育機関 群⾺⼤学 群⾺県前
橋市

⾮常勤講師 26.10.1  27.3.31

古澤 栄⼀ ⾮営利 市町村 安曇野市 安曇野市 安曇野市スポーツ推進審議会委
員

26.4.1  28.3.31

古澤 栄⼀ ⾮営利 公益法⼈ ⻑野県体育協会 ⻑野市
競技⼒向上専⾨委員会及び体⼒
向上スポーツ医科学専⾨委員会
委員

25.6.8  27.6.7

古澤 栄⼀ ⾮営利 教育機関 ⼭梨⼤学 ⼭梨県 ⾮常勤講師 26.4.1 26.9.30

古澤 栄⼀ 営利 株式会社 abn⻑野朝⽇放送 ⻑野市 abnスポーツ⼤賞選考委員 26.4.1 28.3.31

古屋 顕⼀ ⾮営利 独⽴⾏政法⼈ 信州⾼遠⻘少年⾃然の家 伊那市 ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰｷｬﾝﾌﾟ企画委員会委員 26.5.27  27.3.31

古屋 顕⼀ ⾮営利 教育機関 ⼭梨⼤学 甲府市 ⾮常勤講師 26.10.1  27.3.31

古屋 顕⼀ ⾮営利 教育機関 松本⼤学松商短期⼤学部 松本市 ⾮常勤講師 26.4.1 27.3.31

古屋 顕⼀ ⾮営利 教育機関 松本⼤学 松本市 ⾮常勤講師 26.4.1 27.3.31
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⽒ 名 営利/⾮
営 利

兼 業 先 の 種 類 兼 業 先 従 事 場 所 職 名 始 期  終 期

古屋 顕⼀ ⾮営利 教育機関 ⼭梨⼤学 ⼭梨県 ⾮常勤講師 26.4.1 26.9.30

古屋 顕⼀ ⾮営利 教育機関 ⻑野県林業⼤学校 ⽊曽町 ⾮常勤講師 26.4.8 27.3.4

真壁 昭夫 ⾮営利 ＮＰＯ法⼈
⽇本ファイナンシャル・プ

ランナーズ協会
東京都港

区

⽇本ファイナンシャル・プラン
ナーズ協会 評議員 24.7.1  26.6.30

真壁 昭夫 営利 株式会社 (株)テレビ朝⽇ 東京都 コメンテーター 26.4.1  27.3.31

真壁 昭夫 ⾮営利 ⽇本放送協会 NHKラジオセンター 東京都 コメンテーター 26.4.1  27.3.31

真壁 昭夫 ⾮営利 公益法⼈ 原⼦⼒環境整備促進・資⾦
管理センター

東京都 再⽣処理等積⽴⾦運⽤委員会委
員

25.11.28 27.11.27

真壁 昭夫 ⾮営利 特別認可法⼈ ⽇本商⼯会議所 東京都 総合政策委員会学識委員 25.12.20 28.10.31

真壁 昭夫 ⾮営利 教育機関 ⽴教⼤学 東京都 ⾮常勤講師 26.9.20 27.3.31

真壁 昭夫 ⾮営利 教育機関 慶応⼤学 東京都 ⾮常勤講師 26.4.1 26.9.21

丸橋 昌太郎 ⾮営利 地⽅公共団体 ⻑野県警察本部 ⻑野市 ⻑野県留置施設視察委員 26.6.1  28.5.31
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⽒ 名 営利/⾮
営 利

兼 業 先 の 種 類 兼 業 先 従 事 場 所 職 名 始 期  終 期

丸橋 昌太郎 ⾮営利 市町村 ⼤町市 ⼤町市 指定管理評価委員会 26.4.1  28.3.31

丸橋 昌太郎 ⾮営利 地⽅公共団体 ⻑野県環境部 ⻑野市 ⻑野県⼭岳環境連絡会員 26.5.1  28.4.30

丸橋 昌太郎 ⾮営利 教育機関 慶応義塾 東京都 ⾮常勤講師 26.8.6  26.8.11

丸橋 昌太郎 ⾮営利 市町村 池⽥町 池⽥町
池⽥町町⽴美術館指定管理候補
者選定に係る審査委員 26.11.6  27.3.31

丸橋 昌太郎 ⾮営利 法律に基づく団体 ⼤北森林組合 ⼤町市
⼤北森林組合補助⾦問題検討委
員会有識者委員 27.2.27  29.2.26

丸橋 昌太郎 ⾮営利 地⽅公共団体 ⼤町市 ⼤町市
⼤町市公の施設指定管理者選定
審査委員会委員 25.9.16  27.9.15

美⽢ 信吾 ⾮営利 共同組合 信州⼤学⽣活協同組合 松本市 常任理事 26.7.1  27.6.30

武者 忠彦 ⾮営利 地⽅公共団体 松本市 松本市 松本市環境審議会委員 H24.7.1  H26.6.30

武者 忠彦 ⾮営利 地⽅公共団体 松本市建設部 松本市 松本市都市計画審議委員 24.9.1  28.5.31

武者 忠彦 ⾮営利 市町村 岡⾕市 岡⾕市
岡⾕市都市計画マスタープラン
等策定委員 26.4.25  27.3.31

武者 忠彦 ⾮営利 市町村 佐久市企画部 佐久市 佐久市⾏政改⾰推進委員 26.7.11  28.7.10
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⽒ 名 営利/⾮
営 利

兼 業 先 の 種 類 兼 業 先 従 事 場 所 職 名 始 期  終 期

武者 忠彦 ⾮営利 国の機関 国⼟交通省総合政策局 東京都
交通関係環境保全優良事業者等
⼤⾂表彰選考委員 26.8.1  27.3.31

武者 忠彦 ⾮営利 株式会社
⽇本総合研究所(国交省委

託)
東京都

まち･住まい･交通の創畜省エネ
化モデル構築ﾀｽｸﾌｫｰｽ有識者委
員

26.7.22  27.3.31

武者 忠彦 ⾮営利 地⽅公共団体 ⻑野県総務部 名古屋市 ⻑野県⾏政機構審議会専⾨委員 25.4.23  26.4.22

武者 忠彦 ⾮営利 国の機関 国⼟交通省 東京都
政策関連教務に係る企画競争有
識者委員会委員

25.9.22  27.9.21

六浦 光⼀ ⾮営利 教育機関
関⻄⼤学先端科学技術推進

機構客員研究員
⼤阪府

関⻄⼤学システム理⼯学部「⾮
常時緊急救命避難⽀援のための
情報通信技術に関する研究グ
ループ」

26.4.1  27.3.31

六浦 光⼀ ⾮営利 国の機関 総務省信越総合通信局 ⻑野市
戦略的情報通信研究開発推進事
業(SCOPE)評価委員 26.4.1 28.3.31

元⼭ ⻫ ⾮営利 独⽴⾏政法⼈ 情報・システム研究機構 東京都 共同研究員 26.4.1  27.3.31

元⼭ ⻫ 営利 株式会社 三菱総合研究所 東京都

総務省委託 中⼩企業実態基本
調査に係る
結果検証等に係る研究会委員

26.5.1  27.3.31

元⼭ ⻫ ⾮営利 教育機関 ⿃取環境⼤学 ⿃取県 ⾮常勤講師 26.9.1  26.9.22

※秘匿性の⾼い兼業は含まれていません。
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日時 出講先 実施内容等 対象者 講師・題目・借用希望機材等
H26.10.23(木)
14:10-16:10
※講義14:30-
15:30

須坂高校

須坂市須坂1518-2

模擬講義
※大学で学ぶことの「入口」がわかるよう
な内容

交通費：ｱﾄﾞﾐｯｼｮﾝｾﾝﾀｰ負担

2年生
241名
→32名

講師：元山　斉・経済学科・講師
演題：統計から見える社会と経済
借用希望機材等：液晶プロジェクタ・スクリーン／板
書使用予定のためチョーク
交通手段：公共交通機関

H26.10.2(木)
13:00- 全体会
13:20-14:20 講
義

赤穂高等学校

駒ケ根市赤穂11041-4

模擬講義
※高校生を知的に触発し大学での学びに誘
うような内容・学問の奥深さを教えていた
だける内容等
交通費：ｱﾄﾞﾐｯｼｮﾝｾﾝﾀｰ負担

1・2年生480名
対象

各講座20-30名
程度
→32名

講師：大江裕幸・経済システム法学科・准教授
演題：法律学とはどんな学問？
借用希望機材等：使用しない
交通手段：公共交通機関

H26.7.18(金)
13:15-打合せ
13:30-15:00講
義
-15:30終わりの
会

伊那北高校

伊那市山寺2165

模擬講義

交通費：ｱﾄﾞﾐｯｼｮﾝｾﾝﾀｰ負担

2年生
238名
→18名

各講座に分けて
実施

講師：栗田　晶・経済システム法学科・准教授
演題：高校生の出会う法律問題～契約法の基礎
借用希望機材等：プロジェクター・スクリーン
交通手段：自家用車

H26.9.18(木)
13:20-15:00
※13:15集合
※講義13:30-
15:00

岡谷南高校

岡谷市湖畔3-3-30

模擬講義・学部説明

交通費：ｱﾄﾞﾐｯｼｮﾝｾﾝﾀｰ負担

1年生241名
2年生240名
分科会に分けて
実施
→21名

講師：椎名　洋・経済学科・教授
演題：データ分析入門
借用希望機材等：なし
　　　   ※当日各自【電卓】用意
交通手段：自家用車

H26.6.14(土)
10:00-11:30

屋代高校

千曲市屋代1000

講演会（模擬講義）
▼5/13追加連絡あり
・文系会場で45分交代でお話し
・質疑応答は11:30-11:45
・学部概要説明－担当講師専門の研究内容
等のお話し
交通費：ｱﾄﾞﾐｯｼｮﾝｾﾝﾀｰ負担

2年生280名　※
文系・理系に分
かれての計画

文系約118

講師：大江裕幸・経済システム法学科・准教授
演題：法律学とはどんな学問？
借用希望機材等：PJ・ｽｸﾘｰﾝ　※iPad・ｺﾈｸﾀ持参
交通手段：公共交通機関

H26.6.17(火)
13:00-16:00
※模擬講義担当
時間 ＜13:00-
 14:30＞→
＜13:30-15:00
＞

大町高校

大町市大町3691-2

模擬講義

交通費：ｱﾄﾞﾐｯｼｮﾝｾﾝﾀｰ負担

2年生 144名
→26名

講師：関　利恵子・経済学科・准教授
演題：コミュニケーションツールとしての会計
借用希望機材等：液晶プロジェクター
交通手段：自家用車

H26.7.29(火)
13:35-15:3525
※13:10集合

(第2希望：
7/28)

長野高校

長野市徳間1133

模擬講義
※領域における概要がわかるような概説的
内容のもの。入替制につき，同一内容で2
コマ実施。
交通費：ｱﾄﾞﾐｯｼｮﾝｾﾝﾀｰ負担

2年生80名
1年生162名
↓
1限：15名
2限：18名

講師：長瀬　一治・経済システム法学科・教授
演題：信州大学経済学部で学べること
借用希望機材等：プロジェクター・スクリーン
交通手段：自家用車

H26.10.23(木)
12:00-15:00
※60分2回の講
義
　
※集合

静岡県立富士高校

静岡県富士市松本17番
地

模擬講義

交通費：ｱﾄﾞﾐｯｼｮﾝｾﾝﾀｰ負担

2年文系生徒
30-40人

1回目：35名
2回目：40名

講師：内田真輔・経済学科・講師
演題：身近なトピックスを経済学的視点で考えてみる
（先方の希望通りの講演を、広瀬先生に代わって行
う）
借用希望機材等：液晶プロジェクタ、スクリーン、ホ
ワイトボード（もしくは黒板）

平成26年度 「学部説明・模擬講義等」 　（2015.3.17 現在）※来訪者の模擬講義担当は学部見学参照

経経

法

経

法

経

法経
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法

法

経済学科希望

経

※集合
【12:00】
※講義１
【12:35-
13:35】
※講義２
【13:55-
14:55】

ワイトボード（もしくは黒板）
交通手段： 公共交通機関
　　　　→自家用車（8/26連絡有）

H26.7.3(木)
14:30-15:20

長野清泉女学院高等学
校

長野市箱清水1-9-19

学部紹介を含む模擬講義

交通費：ｱﾄﾞﾐｯｼｮﾝｾﾝﾀｰ負担

2年生60名
※60名が文・理
2つに分かれる
→生徒20名＋教
員1名

講師：栗田　晶・経済システム法学科・准教授
演題：高校生の出会う法律問題～契約法の基礎
借用希望機材等：プロジェクター・スクリーン
交通手段：自家用車

H26.10.22(水)
13:00-15:00
※集合13:00
※講義13:30-
15:00

東京都立南多摩中等教
育学校

東京都八王子市明神町
4-20-1

模擬講義
※社会を経済学的視点でとらえる。経済学
とは何か。

交通費：ｱﾄﾞﾐｯｼｮﾝｾﾝﾀｰ負担

1年生15名
2年生15名
合計30名程度と
なる予定
→51名

講師：海老名剛(ｴﾋﾞﾅ　ﾀｹｼ)・経済学科・講師
演題：経済学とゲーム理論
借用希望機材等：ノートPC（Power Point 2013を使用
できるもの）※7/2入試課より「PJ・ｽｸﾘｰﾝも申込む」

交通手段：公共交通機関
大学→松本駅（バス），松本駅→八王子駅（JR），八王子駅→高校（徒歩）

H26.10.4(土)
9:30-11:30

※集合9:40
※講義10:00-
11:30

松本県ケ丘高校

松本市県2-1-1

学部学科概要説明と模擬講義

交通費：ｱﾄﾞﾐｯｼｮﾝｾﾝﾀｰ負担

2年生323名
※希望学部に分
かれる
→50名

講師：丸橋 昌太郎・経済システム法学科・准教授
演題：「身近な法律学ー なぜ公務員は経済学部・法
学部出身者が多いのか」
借用希望機材等：ホワイトボード希望(機材不要)
交通手段：公共交通機関

H26.9.26（金）
13:30-15:00
※集合13:00
※講義13:35-
14:50

飯山高校

飯山市飯山2610

模擬講義

交通費：ｱﾄﾞﾐｯｼｮﾝｾﾝﾀｰ負担

1・2年生，3年
希望者
※各講座20-40
名程度

→48名

講師：広瀬　純夫・経済学科・教授
演題：身近なトピックスを、経済学的視点で考えてみ
る
借用希望機材等：液晶プロジェクタ・スクリーン
交通手段：自家用車

 H26.10.20(月)
15:25-16:15
（第2希望　10/29
同時間帯）
★10/29(水)出席可
★→＜10/29決定＞
時間変更【15:50-
16:40】 集合
15:10-35受付

愛知県豊田南高校

愛知県豊田市若林東町
中外根1-1

模擬講義

交通費：ｱﾄﾞﾐｯｼｮﾝｾﾝﾀｰ負担

2年生30名

→２年生文系生
徒１８名および
教員若干名

講師：大江裕幸・経済システム法学科・准教授
演題：法律学とはどんな学問？
借用希望機材等：　→プロジェクター・スクリーン
（10/14OK）
交通手段：公共交通機関

H26.7.29(火)
13:00-16:00
※同一講義2回実施
13:10集合／13:30-
14:30／14:40-15:40

長野西高校

長野市箱清水3-8-5

模擬講義

交通費：ｱﾄﾞﾐｯｼｮﾝｾﾝﾀｰ負担

2年生70名程度_1年生若干

講義Ⅰ・Ⅱとも各30名程度

1回目：27名
2回目：25名

講師：金　早雪(ｷﾑ　ﾁｮｿﾙ)・経済学科・教授
演題：「経済発展について～時間差と時代差～」
借用希望機材等： 液晶プロジェクタ・スクリーン・
ノートPC
交通手段：　自家用車
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経済学科希望
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H26.9.25(木)
Ⅰ部14:30-
15:20
Ⅱ部15:30-
16:20
※14:00までに
会議室集合

愛知教育大学附属高校

愛知県刈谷市井ケ谷町
広沢1

模擬講義
※希望分野：＜経済・経営＞

交通費：ｱﾄﾞﾐｯｼｮﾝｾﾝﾀｰ負担

1・2年生全員
3年生(Ⅱ部のみ希
望者参加)
6限：25人
7限：26人

※9/3pm受講数内
訳TELあり
Ⅰ部25(1年9・2年
16)／Ⅱ部26(1年
14・2年12)

講師：岩﨑　徹也・経済学科・教授
演題：「高校の授業と大学の授業どこがちがう？日本
の工業化を例に解説」
借用希望機材等：ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ・ｽｸﾘｰﾝ【不可欠】
交通手段：★★留学生旅行引率を中途まで行い，そこ
から模擬講義へ参加する（模擬講義参加－帰りは公共
交通機関利用）旅費入力注意！★★

H26.7.29(火)
13:30-14:30
14:45-16:15
※14:30集合
（第2希望は7/28同時間帯）

長野商業高校

長野市妻科243

模擬講義
※希望ﾃｰﾏ：地域経済または企業のﾏｰｹﾃｨﾝ
ｸﾞ戦略

交通費：ｱﾄﾞﾐｯｼｮﾝｾﾝﾀｰ負担

3年生約40名 講師：六浦　光一・経済学科・教授
演題：「インターネットとビジネス」
借用希望機材等：黒板(白板)とチョーク
交通手段：公共交通機関（ＪＲとバス）

H26.8.22(金)
13:30-15:00

※13:15集合

諏訪二葉高校

諏訪市岡村2-13-28

模擬講義
※経済学部は経済学と法律学2講座の模擬
授業希望

交通費：ｱﾄﾞﾐｯｼｮﾝｾﾝﾀｰ負担

2年生240名

経済学科：41名
システム法学
科：8名

講師：西山巨章・経済学科・教授
演題：地域と金融
借用希望機材等：ﾉｰﾄPC・液晶PJ・ｽｸﾘｰﾝ・
　　　　ﾚｰｻﾞｰﾎﾟｲﾝﾀまたは差し棒
交通手段：公共交通機関

講師：赤川　理・経済システム法学科・准教授
演題：法の下の平等とは何か―判例をもとにして考え
よう―
借用希望機材等：使用しない
交通手段：公共交通機関

H26.9.19(金)
13:40-15:10

※受付12:50-
13:10

山梨県立甲府第一高校

甲府市美咲2-13-44

模擬講義

交通費：ｱﾄﾞﾐｯｼｮﾝｾﾝﾀｰ負担

1年生275名
2年生274名
※他大学と合わ
せ15-20講座開
設予定→28名(1
年16・2年12)

講師：丸橋 昌太郎・経済システム法学科・准教授
演題：「身近な法律学ー なぜ公務員は経済学部・法
学部出身者が多いのか」
借用希望機材等：ホワイトボード希望(機材不要)
交通手段：公共交通機関

H26.10.25(土)
8:45-12:30
※同じ講義を2回
80分×2回
(学部紹介10分+講義
60分+質疑10分)
1回目9:00-10:20／2
回目10:40-12:00

長野高校

長野市上松1-16-12

模擬講義
※希望ﾃｰﾏ：大学で学ぶ経済学について

交通費：ｱﾄﾞﾐｯｼｮﾝｾﾝﾀｰ負担

2年生80名
※分散会形式と
し志望別2講義
聴講
1回目27名
2回目35名

講師：西村直子・経済学科・教授
演題：「ミクロ経済学の 前線－実験経済学とその周
辺」
借用希望機材等：液晶PJ・スクリーン
交通手段：自家用車

H26.7.17(木)
13:00-15:00
※90分の模擬授
業

諏訪二葉高校

諏訪市岡村2-13-28

模擬講義

交通費：ｱﾄﾞﾐｯｼｮﾝｾﾝﾀｰ負担

1年生
※複数講座開設
予定。一講座30
名程度予定。

講師：大江裕幸・経済システム法学科・准教授
演題：法律学とはどんな学問？
借用希望機材等：使用しない
交通手段：公共交通機関

H26.9.16(火)
14:30-15:30

集合14:15

伊那弥生ケ丘高校

伊那市西町5703

模擬講義

交通費：ｱﾄﾞﾐｯｼｮﾝｾﾝﾀｰ負担

2年生240名
1年生240名
※複数講座開設
予定

14名

講師：丸橋 昌太郎・経済システム法学科・准教授
演題：「身近な法律学ー なぜ公務員は経済学部・法
学部出身者が多いのか」
借用希望機材等：ホワイトボード希望(機材不要)
交通手段：公共交通機関

H26.10.11(土)
9:00-10:30

長野吉田高校

長野市吉田2-12-9

模擬講義 2年生280名

・内田先生：32

講師：内田 真輔・経済学科・講師
演題：身近なトピックスを経済学的視点で考えてみる
借用希望機材等：液晶PJ・スクリーン
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※集合8:30
長野市吉田2-12-9

交通費：ｱﾄﾞﾐｯｼｮﾝｾﾝﾀｰ負担
・内田先生：32
名

・大江先生：20
名

借用希望機材等：液晶PJ・スクリーン
交通手段：自家用車

講師：大江裕幸・経済システム法学科・准教授
演題：法律学とはどんな学問？
借用希望機材等：使用しない
交通手段：公共交通機関

H26.10.30( 金
木)
13:20-15:20
　↓
集合13:30
講義13:45-
15:15

下諏訪向陽高校

下諏訪町7401

模擬講義

交通費：ｱﾄﾞﾐｯｼｮﾝｾﾝﾀｰ負担

2年生25名
1年生25名

→17名

講師：長瀬　一治・経済システム法学科・教授
演題：「身近な法律学ー なぜ公務員は経済学部・法
学部出身者が多いのか」
借用希望機材等：プロジェクター・スクリーン
交通手段：自家用車
※10/1長瀬先生より先方へ連絡依頼あり
下諏訪向陽高校出身４年生（11K2038A木下由紀恵）同行

H26.10.4(土)
9:30-11:00
※第2希望：同日13:00-14:00
↑柳町先生はam対応希望

※集合9:00

諏訪清陵高等学校

諏訪市清水1-10-1

模擬講義

交通費：ｱﾄﾞﾐｯｼｮﾝｾﾝﾀｰ負担

1年生244名

20名

講師：柳町　晴美・経済学科・教授
演題：環境問題と経済発展
借用希望機材等：液晶プロジェクター，スクリーン
（ノートPCは持参）
交通手段：自家用車使用

H26.10.17(金)
13:00-14:00
14:10-15:10
同内容2ｺﾏ
※12:35-12:55準備等
※昼食不要10/3入試
課へﾒｰﾙ済

佐久長聖高校

佐久市岩村田951

模擬講義

交通費：ｱﾄﾞﾐｯｼｮﾝｾﾝﾀｰ負担

1・2年生希望者

1限：99名
2限：42名

講師：丸橋 昌太郎・経済システム法学科・准教授
演題：「身近な法律学ー なぜ公務員は経済学部・法
学部出身者が多いのか」
借用希望機材等：ホワイトボード希望(機材不要)
交通手段：公共交通機関

H26.11.20(木)
14:30-15:50講
義

【14:00-
16:00】

群馬県立高崎女子高校

群馬県高崎市稲荷町20

模擬講義

交通費：ｱﾄﾞﾐｯｼｮﾝｾﾝﾀｰ負担

2年生約30名

→19名

講師：栗田　晶・経済システム法学科・准教授
演題：高校生の出会う法律問題～契約法の基礎
借用希望機材等：プロジェクター・スクリーン
交通手段：自家用車

H26.12.11(木)
13:30-15:00

松商学園高校

松本市県3-6-1

模擬講義

交通費：ｱﾄﾞﾐｯｼｮﾝｾﾝﾀｰ負担

1年生530名

→16名

講師：関　利恵子・経済学科・准教授
演題：会計でコミュニケーション＊パワーポイント使
用
借用希望機材：液晶ＰＪ・スクリーン
交通手段：　自家用車

H27.2.19（木）
13:25-14:15
14:25-15:15
※集合12:55

岐阜県益田清風高校

岐阜県下呂市萩原町萩
原326-1

模擬講義

交通費：ｱﾄﾞﾐｯｼｮﾝｾﾝﾀｰ負担

2年生約250名
各分野に分けて
実施
→
Ⅰ部：8名
Ⅱ部：11名
2/9入試課より

講師：吉村　信之・経済学科・准教授
演題：（仮）「経済学を学ぶ」
借用希望機材等：スクリーン
　　　　　　　　※ﾉｰﾄPC・ﾚｰｻﾞｰﾎﾟｲﾝﾀ持参
交通手段：公共交通機関（鉄道）
※東京自宅から直行・直帰／新幹線利用（1/7入試課
主査OK）－2/17再確認済（2/17総G早川さんへ報告
済）
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H27.3.16（月）
12:30-14:00

※集合12:00

愛知工業大学名電高
校
名古屋市千種区若水3-
2-12

模擬講義
※希望：数理統計学，計量経済学，統計的
決定理論

交通費：ｱﾄﾞﾐｯｼｮﾝｾﾝﾀｰ負担

2年生10名
1年生9名
→【19名】確定
2/9入試課

講師：元山　斉・経済学科・講師
演題：大学で学ぶ統計学-「 強の学問」の射程-
借用希望機材等：液晶PJ・ｽｸﾘｰﾝ
交通手段：公共交通機関

法

経

経済学科希望
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期日
【講義室等】

時間 見学者・来訪者 内容 応対者 備考

H26.10.7(火)
済

10:00-11:30

【401演習室】

須坂高校

1年生　245名，引率
8名
→【38名】

★受入可能人数：【　40
】名

学部説明
　↓
模擬授業1時間＋学部説明30分
※模擬授業で【電卓】使用のため持参願うよう依頼
済9/26

応対：入試委員
椎名　洋

依頼文受理：4/8
入試課へ回答〆切：6/25(水)
★4/11入試委員へﾒｰﾙ＜6/20〆切＞★

回答月日：4/23

H26.5.30(金)
済

13:30-15:30
14:00-15:30

【401演習室】

木曽青峰高校

2年生　2630名，引
率1名

※受入可能学部複数の場
合，参加人数が少なくなる
可能性あり

学部(学科)説明および模擬講義

※通常授業見学ではなく，当該高校生
のみを対象とした説明と模擬講義を希
望

応対：
□学部説明：入試
委員　吉村 信之
■模擬講義開催：
井上　信宏（広報
委員手配）

依頼文受理：4/11
入試課へ回答〆切：4/24(木)
★4/11入試委員へﾒｰﾙ＜4/23〆切＞★

★4/23広報委員へ講義講義照会ﾒｰﾙ★

回答月日：回答1_4/23学部説明

　　　　　回答2_4/24模擬講義

H26.9.11(木)
済

第2希望
9/8～9/9

10:00-11:30

 【401演習室】
【法科大学院講
義室２】

野沢北高等学校

1年生　244名，引率
12名
→【39名】

★受入可能人数：【　40
】名

オリエンテーション，模擬講義

10:00-10:30学部説明<椎名>
10:30-11:30模擬授業<武者>

応対：
□(ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ)学部
説明：入試委員　 真

 壁→椎名
■模擬講義開催：
武者　忠彦（広報
委員手配）

依頼文受理：4/21
入試課へ回答〆切：4/28(月)
★4/21入試委員へﾒｰﾙ＜4/23〆切＞★

★4/23広報委員へ講義講義照会ﾒｰﾙ★

回答月日：回答1_4/23学部説明

　　　　　回答2_4/24模擬講義

 H26.7.31(木)
 ※期末試験期間
 第2希望 8/1
 【再検討】

H26.7.22(火)
済

13:00-14:50

【501演習室】

岐阜県立　吉城(ﾖｼ
ｷ)高校
2年生50名・引率教
員3名
→【20名】
★受入可能人数：【　30
】名

模擬授業

※当日＜模擬授業＋学部説明＞に切替

応対：
■模擬講義開催： 丸橋昌
 太郎（広報委員手配）
 　　　　　　　　※8/1な

 らば対応可
※5/13入試課より再検討依頼
あり（7/22受入可否－7/22

確定）

■模擬講義13:00-
13:55　丸橋昌太郎
（広報委員手配）

□学部説明14:00-
14:50　入試運用室
田中康平

依頼文受理：4/23　★再検討受理5/13
入試課へ回答〆切：5/1(木)　★5/27(火)
★4/23入試委員へﾒｰﾙ＜4/30〆切＞★
★4/24広報委員へ講義講義照会ﾒｰﾙ★
★5/13広報委員へ再照会ﾒｰﾙ★
回答月日：4/28
　　　　　回答2_5/13再検討結果受入可

H26.6.20(金)
済

11:20-12:00

 【第3講義室】
【401演習室】

上田東高校

2年生40名，引率2名
→2年生29名，引率1
名

学部説明 応対：入試委員
椎名　洋

依頼文受理：5/7
入試課へ回答〆切：5/12(月)
★5/7入試委員へﾒｰﾙ＜5/12昼〆切＞★

回答月日：5/8
H26.10.3(金)
済

13:00-13:50

【１講】

長野吉田高校

1年生283名，引率14
名
→20名

授業見学または模擬授業
※授業見学は途中退出

7/23入試委員会にて＜原則として（できる限り）通
常授業見学で対応する＞ことを確認済

★通常授業見学★
教員名：　宗村和
広
授業名：　物権法
受入可能人数：
20名限度
※後期第1週目につき当該
授業ガイダンスを含む内
容となっている。
※通常授業につき静粛に
途中退出すること

依頼文受理：7/17
入試課へ回答〆切：7/24(木)
★7/17入試委員へﾒｰﾙ＜7/24昼〆切＞★

回答月日：7/24

H26.12.4
（木）

13:30-14:30

※木3授業途中入
室

【２講】

岡谷南高校

1年生42名，引率2名
※人文・経済に分か
れる
→生徒【38名】・教
員【2名】

授業見学 ★通常授業見学★
教員名：　吉村信
之
授業名：　経済史
受入可能人数：
50名程度
　※通常授業を13:00から
開始しているため，静か
に入室し，着席するこ
と。

依頼文受理：9/1
入試課へ回答〆切：9/18(木)
★9/2入試委員・吉村先生へﾒｰﾙ＜9/10〆切
＞★　吉村先生不可の場合，委員長名にて島

村先生に照会

回答月日：9/11

H26.10.22(水)
済

第2希望10/24金

10:00-11:30

【大学院講義室
（研究棟2階）】

伊那弥生ケ丘高校
教員2-3名

清水敏(2学年担任)
手塚幹雄(進路指導
担当)

学部概要説明および入試状況についての情報交換
（推薦入試のアドバイスや受験生に求める力につい
てご教示願いたい）
＜先方の要望＞
①昨年度の入試の状況
②推薦入試へのアドヴァイス
③大学、学部の特性と受験生に求める力

応対：入試委員
椎名　洋

依頼文受理：9/17
入試課へ回答〆切：9/25(水)
★9/18入試委員へﾒｰﾙ＜9/24〆切＞★

回答月日：9/25

H26.11.14
（金）
済

13:40-14:30

【１講】

丸子修学館高校

1年生20名位，引率1
名

授業見学
※授業見学は途中入室

★通常授業見学★
教員名：　宗村和
広
授業名：　物権法
受入可能人数：
20名限度⇒【18
名】

※通常授業につき静粛に
途中退出すること

依頼文受理：9/24
入試課へ回答〆切：9/30(火)
★9/24宗村先生にTEL伺＆先生了承★

回答月日：9/24

H26.12.5
（金）
済

10:40-11:30

【４講】

諏訪二葉高校

1年生約40名，引率2
名
→生徒【39名】・教
員【2】※ﾀｹｳﾁ先生

学部概要説明（模擬講義含） 応対：入試委員
椎名　洋

依頼文受理：10/14
入試課へ回答〆切：10/23(木)
★10/23入試委員へﾒｰﾙ＜10/22〆切＞★

回答月日：10/15

平成26年度 「学部見学・来訪」 　（2014.12.1 現在）
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９．研究会・セミナー
⽇ 時 2014年10⽉29⽇（⽔） 16:00 17:30
場 所 研究会室
報告者 岩村正彦⽒（東京⼤学⼤学院法学政治学研究科教授）

テーマ ⾼齢社会の社会保障制度

⽇ 時 2014年8⽉28⽇(⽊) 15:30 17:00
場 所 研究会室
報告者 ⼾村肇⽒（東京⼤学⼤学院経済学研究科講師）
テーマ Investment Horizon and Repo in the Over-the-Counter Market

概要

This paper presents a three-period model featuring a short-term investor in the
over-the-counter bond market. A short-term investor invests cash because of a
need to pay cash in the near future. This time constraint lowers the resale price of
bonds held by a short-term investor through bilateral bargaining in the over-the-
counter bond market. Ex-ante, this hold-up problem explains the use of a repo by
a short-term investor, the existence of a haircut, and the fragility of a repo market
due to counterparty risk. This result holds even without any risk to the
fundamentals of underlying bonds or asymmetric information.

⽇ 時 2014年7⽉16⽇（⽔）16:30 18:00
場 所 研究会室
講演者 Chew Soo Hong （National Univ. of Singapore）
テーマ Longshot Risks: Evidence from a Large Stake Experiment

Empirical studies of risk taking have largely focused on situations involving
moderate payoffs and probabilities such as in financial markets where investors are
generally risk averse. At the same time, evidence from racetrack betting and
lottery ticket purchase suggests a tendency for people to exhibit a favorite-
longshot bias ? switching from risk aversion to risk affinity as the odds of winning
decreases while keeping the same mean payoff. Using fixed-odds-fixed-outcome
state lotteries in China, we investigate experimentally attitude towards small-
probability risks with payoffs from RMB10 to RMB10,000,000 and winning
probabilities between 1/10 and 1/100,000, grouped under three levels of mean
payoffs: RMB1, RMB10, and RMB100.

We find pervasive incidence of risk affinity for lotteries with the lower mean payoffs
of RMB1 and RMB10 but not for lotteries with the higher mean payoff of RMB100.
Interestingly, rather than a favorite-longshot bias, our evidence reveals a favorite
winning odds phenomenon in which lotteries with a more moderate winning
probability between 1/1000 and 1/10 are more favored than 1/100,000 for
lotteries with expected payoffs of RMB1 and RMB10. Our findings relate closely to
two additional findings: systematic common-ratio Allais behavior for small
probability risks and switching from risk aversion to risk affinity as mean payoff
decreases while holding payoff or probability fixed. The implications of our findings
on the theoretical modelling of decision making under risks will also be discussed.

概要
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⽇ 時 2014年6⽉22⽇（⽇）15:00 16:30
場 所 研究会室
報告者 ⼭代忠邦⽒（京都⼤学法学研究科特定助教）

テーマ
契約の性質決定と内容調整―フランス法における典型契約とコーズの関係を⼿がかりとし
て―
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