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１．受賞学術賞

受賞者名 受賞学術賞名 受賞年⽉ 授与機関名 国内／海外

島村 暁代 ⽇本社会保障法学会奨励賞 2015年10⽉ ⽇本社会保障法学会 国内
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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 間接経費
(円) (円)

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

基盤研究（Ｃ） 15K03423
サービス価格等の地域差を考慮した地域間
⽣産性格差再考

徳井 丞次 27 29 700,000 210,000

基盤研究（Ｃ） 15K03640
ストレス削減と職務業績向上を同時達成さ
せる要因に関する実証的研究

岩⽥ ⼀哲 27 29 900,000 270,000

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 ２７ 600,000 180,000

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 ２７ 300,000 90,000

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 ２７ 900,000 270,000

若⼿研究(B) 15K17047 企業の合併形成と独占禁⽌法への応⽤ 海⽼名 剛 27 29 1,100,000 330,000

受     ⼊
研究種⽬ 課題番号 研究題⽬ 研究者名 初年度 最終年度 摘要
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補助⾦額 間接経費
(円) (円)

受     ⼊
研究種⽬ 課題番号 研究題⽬ 研究者名 初年度 最終年度 摘要

若⼿研究(B) 15K17535
圏を⽤いた空間の再構築・ホモトピー論の
研究

⽥中 康平 27 28 600,000 180,000

研究活動スター
ト⽀援

15H06241
⽀配株主による締出しの場⾯における株主
間の利害調整

寺前 慎太郎 27 28 800,000 240,000

研究成果促進
費・学術研究図

書

15HP5125 ⾼齢期の所得保障 島村 暁代 27 27 1,500,000 0

 学外からの分担⾦

補助⾦額 間接経費
(円) (円)

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 25 27 300,000 90,000
研究分担者
（早稲⽥⼤学）

基盤研究（Ｂ） 15H03349
垂直取引関係を考慮した競争政策の経済理
論分析

海⽼名 剛 27 29 300,000 90,000
研究分担者
（⼤坂⼤学）

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 27 28 300,000 90,000
研究分担者
（東京⼯業⼤学）

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 24 27 350,000 105,000
研究分担者
（武蔵野⼤学）

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 27 635,000 190,500
研究分担者
（学習院⼤学）

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 26 28 500,000 150,000
研究分担者
（東京⼤学）

摘要
受     ⼊

研究種⽬ 課題番号 研究題⽬ 研究者名 初年度 最終年度
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 その他公的資⾦

開始年度 終了年度 受⼊額 研究者名 研究課題名 備考（資⾦名）

2013 2015 100,705 栗⽥ 晶
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

2012 2015 500,000 ⻘⽊ 周平

知識⽣産・知識の国際移転
【戦略的創造研究推進事業（社会技術研究開発）
「科学技術イノベーション政策の経済成⻑分析・評
価」】

科学技術イノベーション政策のため
の科学研究開発プログラム（国⽴研
究会開発法⼈科学技術振興機構）

2015 2015 67,000 ⽥中 康平 圏論的視点からの量⼦ベイズ統計理論の研究
共同利⽤公募
情報・システム研究機構 統計数理研
究所

2015 2015 460,000 ⽥中 康平 圏論的視点からの量⼦ベイズ確⽴論の研究
平成27年度笹川科学研究助成⾦
公益財団法⼈ ⽇本科学協会
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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

⾼齢期の所得保障－ブラジルとチリの法制度と⽇本－ 東京⼤学出版会 2015/10/27 島村 暁代 島村 暁代

『財務分析からの会計学（第３版）』 森⼭書店 2015/4
森久・関利恵⼦・⻑野
史⿇・徳⼭英邦・蒋⾶
鴻

関 利恵⼦

「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2016』

⼀般財団法⼈⽇本統計協
会

PP.164-
173

2016/1 德井 丞次

ＡＩＩＢの正体 祥伝社 祥伝社新書 2015/7/2 真壁 昭夫 真壁 昭夫

⾦融マーケット 勝つ⽅法 ⾏動ﾌｧｲﾅﾝｽと相場格⾔で学ぶ投資の基本 朝⽇新聞出版 朝⽇新書 2015/8/10 真壁 昭夫 真壁 昭夫

地域分析ハンドブック : Excelによる図表づくりの道具箱 ナカニシヤ出版 2015/6/15
半澤 誠司 (編集), 武者
忠彦 (編集), 近藤 章夫
(編集)ほか

武者 忠彦

「第28章 財政」、⼀般社団法⼈⽇本統計協会編『統計でみる⽇本
2016』

⼀般財団法⼈⽇本統計協
会

2016/1 ⼭沖 義和
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 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

〈誰もが、住み慣れた家で、地域で、安⼼して暮らし続けることがで
きる社会〉を作るために：地域包括ケアシステム研究会のまとめにか
えて

⾃治研中央推進委員会
⽉刊⾃治研 : ⾃治研中央推
進委員会機関紙

58 678
PP.64-
72

2016/3/5 井上 信宏 井上 信宏

〈⽣活〉を⽀援する地域包括ケアシステムは、果たして可能か？ ⾃治研中央推進委員会
⽉刊⾃治研 : ⾃治研中央推
進委員会機関紙

57 673
pp.26-
33

2015/10/5 井上 信宏 井上 信宏

価格崩落下の国際⽯油市場ーOPECサイクルの復活か－ 公益財団法⼈中東調査会 『中東研究』
2015年
度
Vol.Ⅲ

525
pp.29-
38

2016/1 岩崎 哲也 岩崎 哲也

Paradox of Choice and Consumer Nonpurchase Behavior AI&Society 30 2
PP.291-
297

2015/5/1
Keita Kinjo, Takeshi
Ebina

海⽼名 剛

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

European Journal of
Operational Research

247 3
pp.904-
913

2015/12/16
Takeshi Ebina,
Noriaki Matsushima,
Daisuke Shimizu

海⽼名 剛

Log-Linear Demand Systems with Differentiated Products are
Inconsistent with the Representative Consumer Approach

Economics Bulletin 36 1
pp.260-
267

2016/2/1
Takanori Adachi,
Takeshi Ebina

海⽼名 剛

審理員制度 法学教室 420
pp.18-
24

2015/8 ⼤江 裕幸 ⼤江 裕幸

法令解説⾏政不服審査法 ⾏政管理研究 151
pp.53-
62

2015/9 ⼤江 裕幸 ⼤江 裕幸

韓国の経済成⻑と「救護⾏政」の限界―⽣活政策における<公>と<私
>の複合構造―

信州⼤学経済学部 信州⼤学経済学論集 67 pp.1-57 2016/3/22 ⾦早雪 ⾦早雪

ブラジルの社会保障訴訟 : 年⾦の放棄 Desaposenta  o を題材にし
て

信州⼤学⼤学院法曹法務
研究科

信州⼤学法学論集 26
pp.17-
43

2015/7/15 島村 暁代 島村 暁代

The Euler characteristic of an enriched category
Theory and Applications
of Categories

31 pp.1-30 2016/1/3
Kazunori Noguchi
and Kohei Tanaka

⽥中 康平

Lusternik--Schnirelmann category for cell complexes and posets
Illinois Journal of
Mathematics

2016 Kohei Tanaka ⽥中 康平

Cech complexes for covers of small categories
Homology, Homotopy
and Applications

2016 Kohei Tanaka ⽥中 康平
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道場の内と外の交流－鶴⾒・丸⼭・⾼畠が作る知の三⾓形 ⻘⼟社 現代思想
2015年
10⽉臨
時増刊号

pp.202-
211

2015/9/4 都築 勉 都築 勉

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

2015/4 德井 丞次 德井 丞次

Industry-level Factor Inputs and TFP and Regional Convergence:
1970-2008

RIETI Discussion Paper
Series

15-E-
089

pp.1-26 2015/7
Joji Tokui, Tatsuji
Makino, Kyoji Fukao

德井 丞次

The Economic Impact of Supply Chain Disruptions from the
Great East Japan Earthquake

RIETI Discussion Paper
Series

15-E-
094

pp.1-38 2015/7
Joji Tokui, Kazuyasu
Kawasaki, Tsutomu
Miyagawa

德井 丞次

Regional Factor Inputs and Convergence in Japan: A macro-level
analysis, 1955-2008

RIETI Discussion Paper
Series

15-E-
123

pp.1-32 2015/10
Kyoji Fukao, Tatsuji
Makino, Joji Tokui

德井 丞次

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
⽉号

pp.50-
54

2015/9/28 ⻄村 直⼦ ⻄村 直⼦

「不作為による幇助の因果関係について」 法学政治学論究 104
pp.185-
216

2015 濱⽥ 新 濱⽥ 新

会話の傍受に関する規制について : イギリスにおける秘匿捜査法を通
じて

法学会雑誌 56 1
pp.535-
567

2015 丸橋 昌太郎
丸橋 昌太
郎

New Moving Control of Mobile Robot Without Collision with Wall
and Obstacles by Passive RFID System

Sixth International
Conference on Indoor
Positioning and Indoor
Navigation (IPIN 2015),
Banff, Alberta, Canada

pp.1-7 2015/10

Sho Tatsukawa,
Tadashi Nakanishi,
Ryo Nagao, Manato
Fujimoto, Tomotaka
Wada, and Kouichi
Mutsuura

六浦 光⼀

Lexical Analysis of Student's Learning Activities during the Giving
of Instructions for Note-Taking in a Blended Learning
Environment

International Journal of
Information and
Education Technology

Vol.6 No.1 pp.1-6 2016/1
Minoru Nakayama,
Kouich Mutsuura and
Hiroh Yamamoto

六浦 光⼀

我が国の地⽅へのインバウンド誘致に関する研究－⻑野県野沢温泉村
の事例から－

地域活性学会 地域活性研究 7 2016/3 桃井 謙祐 桃井謙祐

A Study on the Inbound Tourism into the Remote Rural Areas in
Japan

Travel and Tourism
Research Association

Annual Conference
Proceedings, Asia Pacific
Chapter, Travel and
Tourism Research

3
pp.153-
154

2015/12 Kensuke Momoi 桃井謙祐
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地域ブランディングのあり⽅とツーリズムの意義に関する⼀考察 ⽇本観光研究学会
⽇本観光研究学会全国⼤会
学術論⽂集

30
pp.313-
316

2015/11 桃井謙祐 桃井謙祐

我が国地⽅へのインバウンド誘致に関する研究－⻑野県野沢温泉村を
事例に－

地域活性学会
地域活性学会研究⼤会論⽂
集

7
pp.187-
190

2015/9/6 桃井謙祐 桃井謙祐

契約の性質決定と内容調整(2)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

京都⼤学法学会 法学論叢 177 5
pp.48-
71

2015/8 ⼭代 忠邦 ⼭代 忠邦

債務整理に係る法律事務を受任した弁護⼠の説明義務[最⾼裁第3⼩法
廷平成25.4.16判決]

信州⼤学経済学部 信州⼤学法学論集 26
pp.45-
61

2015/7 ⼭代 忠邦 ⼭代 忠邦

契約の性質決定と内容調整(1)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

京都⼤学法学会 法学論叢 177 3
pp.49-
69

2015/6 ⼭代 忠邦 ⼭代 忠邦

2015 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 38 2016/3
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

Allocation of Research Resources and Publication Productivity in
Japan: A Growth Accounting Approach

⽇本経済学会 2015/6/15
⻘⽊ 周平， ⽊村 めぐ
み

⻘⽊ 周平

弁護⼈による⾯会室内における写真撮影と憲法の保障に由来する接⾒
交通権

有斐閣 判例セレクト2015[Ⅰ] 2016/1/28 ⾚川 理 ⾚川 理

衆議院⼩選挙区選出議員の選挙における投票価値の平等
信州⼤学経済学部
信州⼤学⼤学院法曹法務
研究科

信州⼤学法学論集 27 2016/3/25 ⾚川 理 ⾚川 理

現場⼒を地域包括ケアにつなぐために：「地域包括ケアシステム研究
会」を振り返って

⾃治研中央推進委員会 ⽉刊⾃治研 57 673
pp.16-
25

2015/10/5 井上 信宏 井上 信宏

⼥性役職者のストレスの決定因に関する実証的検討 ⽇本労務学会
第45回⽇本労務学会全国⼤
会

2015/8
岩⽥ ⼀哲，杉浦 裕
晃

岩⽥ ⼀哲
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A Note on Determinants of Stress Felt by Female Managers in
Japanese Firms

15th Annual Hawaii
International Conference
on Business

2015/10
Ittetsu Iwata，
Hiroaki Sugiura

岩⽥ ⼀哲

Endogenous Market Structures with Sequential Mergers and
Product Differentiation

University of Tokyo and
National Taiwan
University Joint
Conference on Industrial

2015/7/18
Takeshi Ebina,
Daisuke Shimizu

海⽼名 剛

Sequential Mergers under Product Differentiation in Pure and
Mixed Oligopolies

International Economics
and Finance Society 2015

2015/9/4
Takeshi Ebina,
Daisuke Shimizu

海⽼名 剛

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

⽇本経済学会
⽇本経済学会2015年度秋季
⼤会

2015/10/10
Takanori Adachi,
Takeshi Ebina

海⽼名 剛

Peak-end Rule and Case-based Decision Theory for Predicting
Consumer Choice

⽇本マーケティング学会
⽇本マーケティング学会
2015

2015/11/19
Keita Kinjo, Takeshi
Ebina

海⽼名 剛

著書「社会科学における善と正義－－ロールズ『正議論』を超えて」
（執筆担当箇所：第Ⅲ部 Book Guide Ⅲ，pp.323-327）

東京⼤学出版会（査読無，
和⽂著書）

pp.323-
327

2015/5/21
⼤瀧雅之・宇野重規・
加藤晋［編］，執筆者
全20名

海⽼名 剛

著書「トピックス応⽤経済学Ⅱ第3巻」（執筆担当箇所：第3部12章
「情報技術産業における企業の合併と競争政策」，pp.200-216）

勁草書房（査読無，和⽂著
書）

pp.200-
216

2015/7/1
⻘⽊玲⼦・⼤住圭介・
⽥中廣滋・林正義
[編]，執筆者全19名

海⽼名 剛

韓国・経済開発時代の⽣活政策の実証研究 成均館⼤学（ソウル） ⽇中韓国際社会保障論壇 2015/9/13 ⾦早雪 ⾦早雪

韓国における福祉キャッチアップと少⼦⾼齢化 政治経済学・経済史学会 2015/10/18 ⾦早雪 ⾦早雪

「⼤韓⺠国」 旬報社
宇佐⾒耕⼀ほか編『世界の
社会福祉年鑑2015』

2015/11 ⾦早雪 ⾦早雪

パラメトリックな確率分布間のDivergenceの漸近展開 ⽇本統計学会
2015年度統計関連学会連合
⼤会

2015/9/8 椎名 洋 椎名 洋

確定給付企業年⾦（基⾦型）における使⽤者の説明義務―株式会社明
治事件―東京地判平成26・1・15

ジュリスト 1482
pp.104-
107

2015/7 島村 暁代 島村 暁代

組合せ論的オイラー積分とその応⽤
⻘⼭学院⼤学 経済研究
所 ワークショップ  

経済学および諸科学におけ
る数量的⽅法の検討

2015/6/20 ⽥中 康平 ⽥中 康平

離散的オイラー積分とネットワーク理論
グレブナー 若⼿集会（静岡
⼤学）

2015/7/19 ⽥中 康平 ⽥中 康平
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Discrete Euler integration and sensor networks
代数, 論理, 幾何と情報科学
研究集会（⿃取環境⼤学）

2015/9/1 ⽥中 康平 ⽥中 康平

圏論的視点からの量⼦確率論 ⽇本数学会
⽇本数学会秋季総合分科会
(京都産業⼤学)

2015/9/14 ⽥中 康平，元⼭ ⻫ ⽥中 康平

有価証券報告書等の虚偽記載に基づく取締役の責任とその免責事由[東
京地裁平成25.2.22判決]

同志社法学 67 1
pp.303-
319

2015/5 寺前 慎太郎
寺前 慎太
郎

Demand Reduction in Average-Pricing Multi-Unit Discriminatory
Auction

SAET SAET in Cambridge 2015/7/30 Naoko Nishimura ⻄村 直⼦

Demand Reduction in Average-Pricing Multi-Unit Discriminatory
Auction

SAET SAET in Cambridge 2015/7/30 Naoko Nishimura ⻄村 直⼦

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 警察学論集 1905/7/7 丸橋 昌太郎
丸橋 昌太
郎

Economic Governance: What Can We Learn from the
Experiences of Thailand,
Indonesia and The Philippines?

2015 Consortium for
Southeast Asian Studies
in Asia (SEASIA)
Conference at Kyoto

2015/12/12 美⽢ 信吾 美⽢ 信吾

北陸新幹線は都市をどのように変えるのか 帝国書院 地理・地図資料 1学期号 PP.3-6 武者 忠彦 武者 忠彦

RFIDシステムを⽤いたモバイルロボットのための進⾏⾓度検出移動制
御法

電⼦情報通信学会
ソサイエティ⼤会講演
論⽂集

B-18-16 pp.350 2015/8
千原聖也，藤本まな
と，⽴川翔，和⽥友
孝，六浦光⼀

六浦 光⼀

ブレンディッド学習での学⽣の内省活動に関する⼀検討 電⼦情報通信学会
電⼦情報通信学会技術研究
報告

ET2015(
6)

pp.27-
32

2015/5
中⼭実，六浦光⼀，⼭
本洋雄

六浦 光⼀

ブレンディッド学習での学⽣の⾃⼰評価とノート記録活動との関連 電⼦情報通信学会
電⼦情報通信学会技術研究
報告

ET2015(
24)

pp.7-12 2015/7
中⼭実，六浦光⼀，⼭
本洋雄

六浦 光⼀

A Study on the Inbound Tourism into the Remote Rural Areas in
Japan

Travel and Tourism
Research Association

2015 Asia Pacific Chapter
Conference

2015/12/6 Kensuke Momoi 桃井 謙祐

地域ブランディングのあり⽅とツーリズムの意義に関する⼀考察 ⽇本観光研究学会 第30回全国⼤会 2015/11/29 桃井 謙祐 桃井 謙祐

産業集積地域における産業観光まちづくりの意義 ⽇本中⼩企業学会 第35回全国⼤会 2015/10/3 桃井 謙祐 桃井 謙祐

我が国地⽅へのインバウンド誘致に関する研究－⻑野県野沢温泉村を
事例に－

地域活性学会 第7回研究⼤会 2015/9/6 桃井 謙祐 桃井 謙祐
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産業集積地域における産業観光まちづくりの意義 ⽇本中⼩企業学会 東部部会 2015/7/4 桃井 謙祐 桃井 謙祐

保健所別⽼衰SMRの地域差 ⽇本地理学会 ⽇本地理学会発表要旨集 88 79 2015/9 北島 晴美 北島 晴美

都道府県別にみた⽼衰死と医療費との関係 ⽇本地理学会 ⽇本地理学会発表要旨集 89 94 2016/3 北島 晴美 北島 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７０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
会⼥⼦第３位

2015/4 ⻑野県バスケットボール協会 伊那市 第３位 古澤 栄⼀

第４９回笹本杯争奪北信越⼤学春季リーグ戦男⼦２部優勝 2015/5 北信越⼤学バスケットボール連盟 新潟市 優勝 古澤 栄⼀
第１５回⻑野県学⽣バスケットボール選⼿権⼤会男⼦優勝 2015/6 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１５回⻑野県学⽣バスケットボール選⼿権⼤会⼥⼦準優勝 2015/6 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
第６４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 2015/8 関東甲信越⼤学体育⼤会協議会 つくば市 準優勝 古澤 栄⼀
第６４回関東甲信越⼤学体育⼤会バスケットボールの部⼥⼦優勝 2015/8 関東甲信越⼤学体育⼤会協議会 つくば市 優勝 古澤 栄⼀
平成２７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 2015/10 ⻑野県バスケットボール協会 上⽥市 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

Asia-Pacific Journal of Accounting and Economics 2015 国外 1 海⽼名 剛
Economics Letters 2015 国外 2 海⽼名 剛
Economics and Business Letters 2015 国外 1 海⽼名 剛
Journal of Economics 2015 国外 1 海⽼名 剛
Journal of Institutional and Theoretical Economics 2015 国外 1 海⽼名 剛
PLOS ONE 2015 国外 1 海⽼名 剛
Scandinavian Journal of Economics 2015 国外 1 海⽼名 剛
⼤阪⼤学社会経済研究所森⼝賞査読委員会 2015 国内 1 海⽼名 剛

 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
該当なし
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 その他の研究諸活動
活動名・活動内容等 対象年度 開始年⽉ 終了（予定）年⽉ 教員⽒名

信州ワインプロジェクト 地理的表⽰の取得 2015 2015/7 ⼭沖 義和
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７．社会活動等

 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

H27 会社法 ⻑瀬 ⼀治
H27 有価証券法 ⻑瀬 ⼀治

 講演会
開始年⽉⽇ 終了年⽉⽇ 開催場所 演題等 役割 依頼団体 教員⽒名

H28.2.17
⻑野県松本市・和⽥
地区公⺠館

地域包括ケアシステムの構築について：公⺠館活動と地
域包括ケアシステムの考え⽅を重ねるために（松本市公
⺠館⻑会定例研修会）

松本市公⺠館⻑会・松
本市中央公⺠館

井上 信宏

H27.5.22 諏訪市⽂化センター
ホール

名古屋税関諏訪出張所開設35周年シンポジュウム 基調講演 財務省名古屋税関 德井 丞次

H27.11.18
安曇野市役所本庁舎
4階⼤会議室

⻑野県１９市体育担当課⻑並びに体育担当主任会議講師
（⻑野県教育委員会） 「⾏政とスポーツがよりコラボ
するために」

⻑野県教育委員会 古澤 栄⼀

H27.6.20 H27.7.19
独⽴⾏政法⼈信州⾼
遠⻘少年⾃然の家

ログちゃんアドベンチャーキャンプ
講師、ア
ドバイ
ザー

独⽴⾏政法⼈信州⾼遠
⻘少年⾃然の家

古屋 顯⼀

H27 内外情勢調査会、商⼯会議所等５２件 内外情勢調査会、商⼯
会議所等

真壁 昭夫

H27 松本都市デザイン学習会「空間から考える新しい城下町
――城下町松本の４層構造」

松本都市デザイン学習
会

武者 忠彦

H27.9.18 H27.9.18 Ｍウィング マイナンバー制度の⽬的とゆくえ 講師 望⽉会計 ⼭沖 義和

参加者数
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H27.10.24 H27.10.24 多摩永⼭教育情報セ
ンター

マイナンバー制度の⽬的と⾏⽅ 講師 TAMA市⺠⼤学 ⼭沖 義和

H27.11.12 H27.11.12 梅⾵閣 マイナンバー制度の⽬的と⾏⽅ 講師 新経営研究会 ⼭沖 義和

H27.12.10 H27.12.10 松本信⽤⾦庫本町⽀
店

マイナンバー制度と社会保障制度 講師 松本信⽤⾦庫 ⼭沖 義和

 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
該当なし

 メディア・報道
報道年⽉⽇ 対象地域 報道機関名 報道内容 教員⽒名
H27.4.4 図書新聞 邱静『憲法と知識⼈』書評 都築 勉
H27.5 ⻑野県 ⻑野朝⽇放送 abn（⻑野朝⽇放送）スポーツ⼤賞選考委員 古澤 栄⼀

H27 全国
⽇経ＣＮＢＣ、報道
ステーション、ＢＳ
11等45件

コメンテーター 真壁 昭夫

H27 全国

ダイヤモンド、帝国
データバンク、Ｂｕ
ｓｉｎｅｓｓ Ｊｏ
ｕｒｎａｌ等１７６
件

コラム執筆 真壁 昭夫

H27 ＮＨＫラジオ ラジオ出演 12回 真壁 昭夫
H27 主に⻑野県 信濃毎⽇新聞 コラム執筆 10件 真壁 昭夫

H27 全国
雑誌「近代セール
ス」、⽇本商⼯会議
所「⽯垣」

コラム執筆 22件 真壁 昭夫

ラジオ
新聞

雑誌

メディア種別
新聞
TV

TV

電⼦雑誌
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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

H28.3.6
三鷹駅前コミュニ
ティセンター（東京
都三鷹市）

⾃治体活性化研究会（東京部会）
研究報告
者

⾃治体活性化研究会 井上 信宏

2015年度前期 かわさき市⺠アカデミー講師「20世紀後半の政治思想
（⽇本）」

都築 勉

H28.2.12 H28.2.13 サンエールかごしま 第１回全国⾼校⽣国際シンポジウム

審査員
（経済・
⽂化部⾨
審査委員

⿅児島県⽴甲南⾼等学
校、特定⾮営利法⼈グ
ローバルアカデミー

桃井 謙祐

H27.8.5 H27.8.5 信州⼤学 平成27年度教員免許状更新講習 講師 桃井 謙祐
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 学外審議会・委員会等

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 H27.4.1 H28.3.31

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 地域福祉研究会委員 H26.6.1 H28.3.31

岩崎 徹也 ⾮営利 教育機関 放送⼤学 諏訪市 ⾮常勤講師（⾯接授業担当） H27.10.1 H28.3.31

岩崎 徹也 ⾮営利 教育機関 ⻑野県林業⼤学校 ⽊曽郡⽊
曽町

外部講師（⾮常勤講師） H28.4.11 H29.2.17

岩崎 徹也 ⾮営利 ⽣活協同組
合

信州⼤学⽣活協同組合 松本市 理事⻑ H27.7.1 H28.6.30

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 H26.7.1 H27.6.30

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 H27.4.1 H29.3.31

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 H27.4.8 H28.3.3

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 H27.4.8 H28.3.3

岩⽥ ⼀哲 ⾮営利 教育機関 ⻑野⼯業⾼等専⾨学校 ⻑野市 第三者評価対応委員会委員 H27.12.16 H28.6.30

岩⽥ ⼀哲 ⾮営利 地⽅公共団
体

⻑野県 ⻑野市 信州産学官ひとづくりコンソーシアム
⼈材育成プログラム構築専⾨部会委員

H27.10.1 H28.3.31

海⽼名 剛 ⾮営利 教育機関 公⽴⼤学⾸都⼤学東京 東京都⼋
王⼦市

⾮常勤講師 H28.4.1 H28.9.30
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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

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 H27.4.1 H27.9.30

⼤江 裕幸 ⾮営利 ⼀般財団法
⼈

⾏政管理研究センター 東京都⽂
京区

研究員 H27.6.15 H28.3.24

⼤江 裕幸 ⾮営利 地⽅公共団
体

塩尻市 塩尻市 公の施設指定管理者選定審査会委員 H27.7.17 H29.7.16

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 H27.10.1 H29.9.30

⼤江 裕幸 ⾮営利 ⼀般財団法
⼈

⾃治総合センター 東京都千
代⽥区

２１世紀地⽅⾃治制度についての調査研
究会委員

H27.11.1 H28.3.31

⼤江 裕幸 ⾮営利 地⽅公共団
体

⼤町市 ⼤町市 ⼤町市⾏政不服審査会委員 H28.4.1 H30.4.30

⼤江 裕幸 ⾮営利 国の機関 総務省⾏政評価局 東京都千
代⽥区

⾏政相談業務の⾼度化のためのアドバイ
ザー

H28.4.1 H30.3.31

⼤江 裕幸 ⾮営利 地⽅公共団
体

松本市 松本市 松本市⾏政不服審査会委員 H28.4.1 H30.3.31

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 H25.10.1 H27.9.30

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

H26.5.1 H28.4.30

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

H26.5.14 H28.3.31

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 H26.6.1 H28.5.31

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

H27.2.27 H29.2.26

20



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 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

H26.12.15 H28.3.31

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

H27.3.16 H27.4.10

⼤江 裕幸 東京都 株式会社 第⼀法規出版株式会社 松本市
（在宅）

判例データベースD1-law.com判例体制
に関する編集業務

H27.4.1 H29.3.31

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 H25.7.1 H27.6.30

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 H26.4.1 H28.4.30

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 H26.6.26 H28.6.25

椎名 洋 ⾮営利 ⼤学共同利
⽤機関法⼈

情報・システム研究機構 東京都⽴
川市

客員教授 H28.4.1 H29.3.31

椎名 洋 ⾮営利 法律に基づ
く団体

情報・システム研究機構 東京都 客員教授 H27.4.1 H28.3.31

島村 暁代 ⾮営利 国の機関 厚⽣労働省年⾦局 ニュー
ジーラン

ニュージーランドにおける年⾦制度につ
いての現地調査

H27.6.1 H27.6.5

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 H29.7.13 H28.7.12

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 H26.5.31 H28.3.30

島村 暁代 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 H27.4.1 29.3.31

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

H25.7.1 H27.6.30
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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

関 利恵⼦ ⾮営利 国の機関 国⼟交通省政策統括官 東京都千
代⽥区

国⼟交通省所管独⽴⾏政法⼈の評価等に
関する外部有識者

H27.4.1 H29.3.31

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 H26.4.28 H28.4.27

関 利恵⼦ ⾮営利 国の機関 総務省⾏政局 東京都 独⽴⾏政法⼈評価制度委員会委員 H27.4.1 H29.3.31

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 H27.4.1 H27.7.31

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 H27.10.1 H29.9.30

徳井 丞次 ⾮営利 国の機関 ⽂部科学省⾼等教育局 東京都千
代⽥区

⼤学設置・学校法⼈審議会（⼤学設置分
科会）専⾨委員

H27.4.10 H27.10.31

徳井 丞次 ⾮営利 独⽴⾏政法
⼈

経済産業研究所 東京都千
代⽥区

ファカルティフェロー H27.4.21 H29.3.31

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 H25.10.1 H27.9.30

⻑瀬 ⼀治 ⾮営利 国の機関 ⻑野労働局 ⻑野県⻑
野市

公共調達監視委員会委員 H27.4.1 H28.3.31

⻑瀬 ⼀治 ⾮営利 労働⾦庫 ⻑野県労働⾦庫 ⻑野市 理事 H27.6.23 H29.6.23

⻑瀬 ⼀治 ⾮営利 国の機関 公正取引委員会 東京都千
代⽥区

独占禁⽌政策協⼒委員 H28.4.1 H29.3.31

⻑瀬 ⼀治 ⾮営利 教育機関 諏訪東京理科⼤学 諏訪市 ⾮常勤講師 H28.4.1 H29.3.31

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 H25.6.21 H27.6.23
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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 H26.4.21 H28.4.20

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 H26.11.1 H28.10.31

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 H27.4.1 H28.3.31

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 H27.4.1 H28.3.31

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 H25.11.1 H27.10.31

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 H27.10.1 H29.9.30

⻄村 直⼦ ⾮営利 地⽅公共団
体

⻑野県 ⻑野市 ⻑野県固定資産評価審議会委員 H27.11.1 H29.10.31

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 H25.7.1 H27.7.1

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 H25.10.1 H27.9.30

⻄村 直⼦ ⾮営利 国の機関 ⽇本学術院会議 東京都 ⽇本学術院会議連携会員 H26.10.1 H32.9.30

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 H26.5.20 H27.7.17

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 H26.9.14 H28.9.13

⻄⼭ 巨章 ⾮営利 教育機関 放送⼤学(⻑野) 諏訪市 ⾮常勤講師 H27.4.1 H27.9.30
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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

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 H27.4.1 H28.3.31

沼尾 史久 ⾮営利 地⽅公共団
体

⻑野県 ⻑野市 ⻑野県情報公開審査会委員及び⻑野県個
⼈情報保護審査会委員

H28.1.31 H30.1.30

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 H25.8.1 H27.7.31

古澤 栄⼀ ⾮営利 公益財団法
⼈

⻑野県体育協会 ⻑野市 競技⼒向上専⾨委員会委員，スポーツ医
科学専⾨委員会委員

H27.6.23 H29.6.23

古澤 栄⼀ ⾮営利 公益財団法
⼈

⻑野県体育協会 ⻑野市 理事 H27.6.23 H29.6.23

古澤 栄⼀ ⾮営利 教育機関 ⼭梨⼤学 ⼭梨県甲
府市

⾮常勤講師 H28.4.1 H28.9.30

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 H28.10.1 H29.3.31

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

H28.6.8 H27.6.7

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 H26.4.1 H28.3.31

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 H26.4.1 H28.3.31

古澤 栄⼀ ⾮営利 教育機関 ⼭梨⼤学 ⼭梨県 ⾮常勤講師 H27.4.1 H27.9.30

古澤 栄⼀ ⾮営利 教育機関 ⼭梨⼤学⼈間科学部 ⼭梨県 ⾮常勤講師 H27.4.1 H27.9.30

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 H27.4.1 H27.3.31
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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 顯⼀ ⾮営利 教育機関 ⼭梨⼤学 ⼭梨県 ⾮常勤講師 H26.10.1 H28.3.31

古屋 顯⼀ ⾮営利 教育機関 松商短期⼤学部 松本市 ⾮常勤講師 H27.4.1 H28.3.31

古屋 顯⼀ ⾮営利 教育機関 ⼭梨⼤学 ⼭梨県甲
府市

⾮常勤講師 H28.10.1 H29.3.31

古屋 顯⼀ ⾮営利 教育機関 ⻑野県林業⼤学校 ⽊曽郡⽊
曽町

外部講師（⾮常勤講師） H28.4.11 H29.2.17

真壁 昭夫 ⾮営利 教育機関 多摩⼤学 東京都港
区

客員教授 H27.9.19 H28.3.31

真壁 昭夫 ⾮営利 公益財団法
⼈

原⼦⼒環境整備促進・資⾦
管理センター

東京都中
央区

再処理等積⽴⾦運⽤委員会委員 H27.11.28 H29.11.27

真壁 昭夫 ⾮営利 教育機関 慶応義塾⼤学 神奈川県
横浜市

⾮常勤講師 H28.4.1 H28.9.21

真壁 昭夫 ⾮営利 教育機関 ⽴教⼤学 東京都豊
島区

⾮常勤講師 H28.9.20 H29.3.31

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 H25.11.28 H27.11.27

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 H25.12.20 H28.10.31

真壁 昭夫 営利 株式会社 ⽇本取引所グループ 東京都 JPXアカデミーフェロー H27.4.1 H28.3.31

真壁 昭夫 ⾮営利 教育機関 ⽴教⼤学 東京都 ⾮常勤講師 H27.9.20 H28.3.31

真壁 昭夫 ⾮営利 教育機関 慶応⼤学 東京都 ⾮常勤講師 H27.4.1 H27.9.21

25



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 教育機関 慶応義塾⼤学 東京都港
区

⾮常勤講師 H27.8.5 H27.8.10

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会委
員

H27.9.26 H29.9.25

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

H25.9.16 H27.9.15

丸橋 昌太郎 ⾮営利 地⽅公共団
体

⻑野県健康福祉部 ⻑野市 ⻑野県公衆浴場⼊浴料⾦
協議会委員

H25.12.9 H26.12.8

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 H26.6.1 H28.5.31

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 H26.4.1 H28.3.31

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 H26.5.1 H28.4.30

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

H27.2.27 H29.2.26

美⽢ 信吾 ⾮営利 ⽣活協同組
合

信州⼤学⽣活協同組合 松本市 副理事⻑ H27.7.1 H28.6.30

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 H26.7.1 H27.6.30

武者 忠彦 ⾮営利 地⽅公共団
体

松本市 ⻑野県松
本市

松本市次世代交通政策検討委員会委員 H27.5.1 H29.4.30

武者 忠彦 ⾮営利 地⽅公共団
体

佐久穂町 南佐久郡
佐久穂町

地⽅創⽣推進会議委員 委嘱⽇ H31.3.31

武者 忠彦 営利 株式会社 株式会社⽇本総合研究所 東京都品
川区

「まち・住まい・交通の創蓄省エネル
ギー化モデル構築⽀援事業タスクフォー

H27.7.13 H28.3.31
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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

武者 忠彦 ⾮営利 国の機関 国⼟交通省総合政策局 東京都千
代⽥区

交通関係環境保全優良事業者等⼤事表彰
選考委員会委員

H27.9.1 H28.3.31

武者 忠彦 ⾮営利 国の機関 国⼟交通省 東京都千
代⽥区

政策関連業務に係る企画競争有識者委員
会委員

H27.9.22 H29.9.21

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

H25.9.22 H27.9.21

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 H26.7.11 H28.7.10

武者 忠彦 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 H26.6.1 H28.5.31

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

H26.4.1 H26.3.31

桃井 謙祐 ⾮営利 地⽅公共団
体

守⼭市 ⼤阪府守
⼭市

まち・ひと・しごと創⽣に関する懇談会
（しごと部会）構成員

H27.6.5 H28.3.31

桃井 謙祐 ⾮営利 教育機関 ⻑崎ウエスレアン⼤学 ⻑崎県 ⾮常勤講師 H27.10.1 H28.3.31

柳町 晴美 ⾮営利 教育機関 松本⼤学 松本市 ⾮常勤講師 H28.4.1 H29.3.31

柳町 晴美 ⾮営利 教育機関 松本⼤学 松本市 ⾮常勤講師 H27.4.1 H28.3.31

※秘匿性の⾼い兼業は含まれていません。
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８．⾼校訪問と⼤学⾒学

⽇時 出講先 実施内容等 対象者 講師・題⽬・借⽤希望機材等

2015.9.18(⾦)
①13:05-
14:10
②14:25-
15:30
※同じ内容を2ｺ
ﾏ
講義130分

松本深志⾼校

松本市蟻ケ崎3-8-1

学部説明（模擬講義含む
可）
学部で学べる内容，⾼校
で学ぶ科⽬との関連，⼤
学紹介等希望。模擬講義
を含めてもよい。

経済36名×2コマ
(72名）
シス法36名×2コ
マ(72名）

●経済学科 広瀬 純夫
 講義題⽬：⾝近なトピックスを、経済的視点で考えてみる

●経済システム法学科 ⾚川 理
 講義題⽬：社会から求められる最強の法律学
        ⼀流の公務員、企業⼈になるためには

2015.6.18(⽊)
13:30-15:00
講義90分

⼤町⾼校
⼤町市⼤町3691-2

模擬講義 経済 18名
法   13名

●経済システム法学科 ⼭代 忠邦
 講義題⽬：社会から求められる最強の法律学
        ⼀流の公務員、企業⼈になるためには

●経済学科 ⻄⼭ 巨章
 講義題⽬：暮らしとお⾦

2015.10.22(⽊
)
講義60分
(14:30 
15:30)

須坂⾼校
須坂市須坂1518-2

講演または模擬講義 経28名
法34名

●経済学科 武者 忠彦
 講義題⽬：「情報」と「情報化」
      ――⼤学と⾼校での学びのちがい

●経済システム法学科 丸橋 昌太郎
 講義題⽬：社会から求められる最強の法律学
        ⼀流の公務員、企業⼈になるためには

平成27年度 「学部説明・模擬講義等」
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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

2015.6.13(⼟
）
9:00 12:00
講義60分×2回

屋代⾼校
千曲市屋代1000

模擬授業及び学部説明 2年⽣284名 ●経済システム法学科 ⼤江 裕幸
 講義題⽬：社会から求められる最強の法律学
  ⼀流の公務員、企業⼈になるためには

2015.7.9
（⽊）
14:20 15:50
講義90分

愛知県⽴
⼀宮興道⾼校
⼀宮市⼤和町於保⼗⼆1-
1

模擬授業 40名 ●経済学科 ⾦ 早雪
 講義題⽬：グローバル経済⼊⾨ 新興諸国の台頭 

2015.7.23(⽊
）
13:30 15:30
講義90分、
質問30分

伊那北⾼校
伊那市⼭寺2165

模擬授業 法律 24名
経済 13名

●経済システム法学科 栗⽥ 晶
 講義題⽬：社会から求められる最強の法律学
       ⼀流の公務員、企業⼈になるためには

●経済学科 岩⽥ ⼀哲
 講義題⽬：⾃分のキャリアを作る

2015.6.22(⽉
）
14:10 15:30
講義80分

新潟県⽴新潟商業⾼校
新潟市中央区⽩⼭浦2-
68-2

模擬授業 2年⽣ 44名 ●経済学科 桃井 謙祐
 講義題⽬：⼤学で学ぶ経済⼊⾨
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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

2015.10.3(⼟
）
10:00 11:30
講義90分

松本県ヶ丘⾼校
松本市県2-1-1

模擬授業及び学部説明 シス法25名
経27名

●経済システム法学科 ⼤江裕幸
 講義題⽬：社会から求められる最強の法律学
        ⼀流の公務員、企業⼈になるためには

●経済学科 井上 信宏
 講義題⽬：「経済学」はどうやって〈社会問題〉を解決
       してきたか？
        〈経済学の考え⽅〉の進化をもとにして 

2015.7.28(⽕
）
13:00 15:00
13:00-14:00,
14:00-15:00
(1時間2回転）

市⽴⻑野⾼校
⻑野市⼤字徳間1133

模擬授業 1年⽣
1部19名
2部17名

●経済システム法学科 島村 暁代
 講義題⽬：社会から求められる最強の法律学
       ⼀流の公務員、企業⼈になるためには

2015.10.1(⽊
）
13:20 14:20
受付12:45-
13:00
講師全体会
13:00-13:10
講義60分

⾚穂⾼校
駒ヶ根市⾚穂11041-4

模擬授業 18名 ●経済システム法学科 栗⽥ 晶
 講義題⽬：社会から求められる最強の法律学
       ⼀流の公務員、企業⼈になるためには
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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

2015.9.24(⽊
）
14:30 16:20
50分×2コマ

愛知教育⼤学附属⾼校
愛知県刈⾕市井ヶ⾕町広
沢1

模擬授業 6時間⽬
（14:30 
15:20）15名
7時間⽬
（15:30 
16:20）16名

●経済学科 ⻄村 直⼦
 講義題⽬：ミクロ経済学の最前線

2015.6.5(⾦）
13:55 15:15
80分

⼭梨県⽴甲府南⾼校
⼭梨県甲府市中⼩河原町
222

模擬授業 3年⽣43名 ●経済システム法学科 丸橋 昌太郎
 講義題⽬：社会から求められる最強の法律学
       ⼀流の公務員、企業⼈になるためには

2015.6.8(⽉）
、9（⽕）
16:10 17:10
60分

飯⽥⾼校
飯⽥市上郷⿊⽥450

学部説明、⼊試概要、⼤
学及び⼤学⽣活等の説明

経済 20名
シス法30名

●経済学科（6/9） 椎名 洋

●経済システム法学科（6/8） 丸橋 昌太郎

2015.6.15(⽉
）
16:15-17:15
講義60分

蟻ヶ崎⾼校
松本市蟻ヶ崎1-1-54

新学部説明（⼊試制度、
学部内容）
※説明会終了後、教員対
象懇談希望

3年⽣40名 ●経済システム法学科 丸橋 昌太郎
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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

2015.7.24(⾦
）
10:40 12:10
講義90分

上⽥染⾕丘⾼校
上⽥市上⽥1710

模擬授業 2年⽣ 40名 ●経済学科 吉村 信之
 講義題⽬：経済学を学ぶ

2015.7.15(⽔
）
16:00 17:30
（15:50集合）
講義60分

岡⾕南⾼校
岡⾕市湖畔3-3-30

「経法学部」学部・学校
説明
※説明会終了後、教員対
象懇談希望

3年⽣ 16名
教員59名

●経済システム法学科 丸橋 昌太郎

2015.10.10(⼟
）
9:00 10:15
10:30 11:45
75分×2回
講義150分

⻑野吉⽥⾼校
⻑野市吉⽥2-12-9

模擬講義＋学部学科案内 経済40+39名
シス27+27名

●経済学科 岩﨑 徹也
 講義題⽬：⾼校の授業と⼤学の授業 どこがちがう？

●経済システム法学科 ⼤江 裕幸
 講義題⽬：社会から求められる最強の法律学
       ⼀流の公務員、企業⼈になるためには

2015.8.20(⽊
）
13:30 15:00
講義90分

諏訪⼆葉⾼校
諏訪市岡村2丁⽬13-28

模擬講義＋学部学科案内 2年⽣
経済 29名
シス法14名

●経済学科 真壁 昭夫
 講義題⽬:これからの⽇本経済と⾦融市場

●経済システム法学科 丸橋 昌太郎
 講義題⽬：社会から求められる最強の法律学
       ⼀流の公務員、企業⼈になるためには
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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

2015.9.30(⽔
）
13:00集合 
15:00
(講義60分）

飯⼭⾼校
飯⼭市飯⼭2610

模擬講義＋学部学科案内 経済13名
シス16名

●経済学科 関 利恵⼦
 講義題⽬：会社の活動と会計の関わり

●経済システム法学科 濱⽥ 新
 講義題⽬：社会から求められる最強の法律学
       ⼀流の公務員、企業⼈になるためには

2015.10.19(⽉
）14:00 
15:30
(集合13:30）
講義90分

愛知県⽴江南⾼校
江南市北野町川⽯25-2

模擬授業 2年⽣ 28名 ●経済学科 柳町 晴美
 講義題⽬：地球温暖化から環境問題を考える

2015.7.27(⽉
）
13:00 14:30
90分

⻑野県野沢南⾼校
⻑野県佐久市原86-1
（佐久市⽣涯センター(野
沢会館）：
⻑野県佐久市取出町
183）

模擬授業 1・2年⽣
40名程度

●経済学科 ⻘⽊ 周平
 講義題⽬：経済格差と経済成⻑

2015.9.25(⾦
）
13:55 15:15
(集合時刻
13:25）
講義80分

⼭梨県⽴甲府南⾼校
⼭梨県甲府市中⼩河原町
222

模擬授業 2年⽣ 34名 ●経済システム法学科 ⼭代 忠邦
 講義題⽬：社会から求められる最強の法律学
       ⼀流の公務員、企業⼈になるためには
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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

2015.9.26(⼟
）
9:00 12:00
60 90分×2回

⻑野県⻑野⾼校
⻑野市上松1-16-12

模擬講義 2年⽣ 30名 ●経済学科 ⽥中 康平
 講義題⽬：経済の数理モデル

2015.9.30(⽔
）
14:30 15:20
（集合14:00）
講義50分

愛知県⽴昭和⾼校
愛知県名古屋市瑞穂区⽟
⽔町1-18

模擬授業 2年⽣ 39名 ●経済学科 徳井 丞次
 講義題⽬：ギリシャ危機と国際通貨制度

2015.10.6(⽕
）
14:30 15:30
※14:15より会
議室にて全体会
60分

伊那弥⽣ヶ丘⾼校
⻑野県伊那市⻄町5703

模擬講義 経 14名
法 34名

●経済学科 ⻘⽊ 周平
 講義題⽬:経済格差と経済成⻑

●経済システム法学科 栗⽥ 晶
 講義題⽬：社会から求められる最強の法律学
       ⼀流の公務員、企業⼈になるためには

2015.11.12(⽊
）15:10 
16:00
講義50分

岐⾩県⽴中津⾼校
中津川市中津川1088-2

模擬講義 10名 ●経済学科 桃井 謙祐
 講義題⽬:貿易の⾃由化について
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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

2015.10.6(⽕
）
10:35 11:25
（集合10:05）
50分

岐⾩県⽴益⽥清⾵⾼校
岐⾩県下呂市萩原町萩原
326-1

模擬講義 2年⽣ 15名 ●経済学科 六浦 光⼀
 講義題⽬:インターネットとビジネス

2015.10.3(⼟
）
9:30 11:00
90分

⻑野県諏訪清陵⾼校
諏訪市清⽔1-10-1

模擬講義及び学部説明 経25名
法25名

●経済学科 椎名 洋
 講義題⽬：統計分析⼊⾨

●経済システム法学科 ⼭代 忠邦
 講義題⽬：社会から求められる最強の法律学
       ⼀流の公務員、企業⼈になるためには

2015.10.15(⽊
）
16:30 17:30
60分

諏訪⼆葉⾼校
諏訪市岡村2丁⽬13-28

学部説明 1年⽣5名
2年⽣5名
3年⽣20名

●経済システム法学科 丸橋 昌太郎

2015.11.19(⽊
）
45分×2回
講義90分
12:20-13:05
13:15-14:00

東京都市⼤学塩尻⾼校
塩尻市広丘⾼井2081

模擬講義 1年⽣
1・2回合計数
56名

●経済システム法学科 丸橋 昌太郎
 講義題⽬：社会から求められる最強の法律学
       ⼀流の公務員、企業⼈になるためには
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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

2015.11.17(⽕
)
14:00-15:30
集合13:30
講義90分

松本蟻ケ崎⾼校
松本市蟻ケ崎1-1-54

模擬講義 2年⽣
経済 25名
法律 26名

●経済学科 広瀬 純夫
 講義題⽬：⾝近なトピックスを、経済的視点で考えてみる

●経済システム法学科 丸橋 昌太郎
 講義題⽬：社会から求められる最強の法律学
       ⼀流の公務員、企業⼈になるためには

Ａ)2015.12.10(
⽊)
1回⽬_13:30-
14:20
2回⽬_14:30-
15:20
講義100分

松商学園⾼等学校
松本市県3-6-1

模擬講義 Ａ)1年⽣
1回⽬_35名
2回⽬_15名

Ａ
●経済システム法学科 丸橋 昌太郎
 講義題⽬：社会から求められる最強の法律学
       ⼀流の公務員、企業⼈になるためには

Ｂ)2015.12.18
(⾦)
 16:00-
17:20
80分

松商学園⾼等学校
松本市県3-6-1

模擬講義 Ｂ)2年⽣18名 Ｂ
●経済学科 ⼭沖 義和
④講義題⽬：「マイナンバー制度 ―⽬的と⾏⽅―」

2015.12.2(⽔)
13:00-14:30
講義90分

新潟県⽴⾼⽥北城⾼校
新潟県上越市北越町2-8-
1

模擬講義 2年⽣ 34名 ●経済学科 椎名 洋
 講義題⽬： 統計学⼊⾨ー回帰分析ー
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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

2016.3.4(⾦)
10:35-11:25
11:35-12:25
(講義50分×2
回)

⽊曽⻘峰⾼校
⽊曽郡⽊曽町福島1827-
2

模擬講義 1・2年⽣
第1分科会10名
第2分科会17名

●経済学科 井上 信宏
 講義題⽬：「経済学」はどうやって〈社会問題〉を解決し
      てきたか？
       〈経済学の考え⽅〉の進化をもとにして 
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期⽇
【講義室等】

時間 ⾒学者・来訪者 内容 応対者

H27.5.29(⾦)
【4講】

13:30 14:30 ⽊曽⻘峰⾼校
2年⽣ 24名
引率  2名

学部概要説明 応対：⼊試委員 丸橋 昌太郎
（同席：⼊試委員⻑ 柳町 晴美）

H27.7.9(⽊)
【第2講義
室】

14:40 16:10 岩村⽥⾼校
1年⽣ 47名
引率  10名

授業⾒学，模擬授業等 応対：広報委員 椎名 洋
⽊4限「統計学Ⅱ」授業⾒学

H27.10.5(⽉
）
【4講】

10:00 11:30 須坂⾼校
1年⽣ 36名
引率   8名

学部説明 応対：⼊試・広報委員 丸橋 昌太郎

H27.9.1(⽕)
【4講】

10:00 11:30 野沢北⾼校
1年⽣ 30名
引率  10名

学部の概要説明や模擬授業（授業⾒
学）等

対応：六浦 光⼀
題⽬名：インターネットはどのようにして⽣
まれたのか

H27.9.28(⽉)
【4講】

10:20 11:30 屋代⾼校
1年⽣ 32名
引率   2名

学部の概要説明 対応：寺前 慎太郎

H27.10.1(⽊)
【403演習
室】

10:40 11:30 飯⽥⾵越⾼校
1年⽣ 34名
引率   4名

模擬講義またはキャリア講義 応対：椎名 洋

H27.6.23(⽕)
【403演習
室】

13：40 14：
20

上⽥東⾼校
2年⽣ 33名
引率   2名

授業⾒学または模擬講義 応対：丸橋 昌太郎

平成27年度 「学部⾒学・来訪」
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期⽇
【講義室等】

時間 ⾒学者・来訪者 内容 応対者

2015.8.5(⽔)
【401演習
室】

13:00 14:00

60分

諏訪清陵⾼校
1・2年⽣ 22名
教員      1名

模擬講義等 応対：椎名 洋

2015.11.6(⾦
)
【第3講義

13:30 15:00

90分

⻑野⽇本⼤学⾼校
1年⽣82名

授業⾒学または模擬講義 応対：寺前 慎太郎

2015.10.22(
⽊)【2講授
業】

14:40 15:40

※授業⾒学（途
中退出）

新潟県私⽴北越⾼校
2年⽣ 85名(⽂系希望43
名)
引率   5名

模擬講義または授業⾒学等 応対：⾦ 早雪
⽊4限「世界経済」授業⾒学（第2講義室）

2015.10.30(
⾦）

10:00 11:00

60分

松本美須々ヶ丘⾼校
1年⽣,2年⽣ 36名
 引率 1 2名

模擬講義または授業⾒学等 応対：濱⽥ 新

2015.10.1
（⽊）
【5F講師室
1】

10:00 11:00

60分

伊那弥⽣ヶ丘⾼校
⾼校教諭 2名

⼤学訪問
①昨年の⼊試の状況
②推薦⼊試へのアドバイスなど
③⼤学、学部の特性と受験⽣に求める
⼒など

⼊試委員：⼤江 裕幸

2015.10.9
（⾦）
【2講授業】

10:40-12:10

※授業⾒学

⻑野須坂東⾼校
1年⽣ 44名
引率   2名

模擬講義、学部説明等
⇒授業⾒学

応対：広報委員 椎名 洋
⾦2限「統計学Ⅰ」授業⾒学（第2講義室）
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期⽇
【講義室等】

時間 ⾒学者・来訪者 内容 応対者

2015.10.2
（⾦）
【第3講義
室】

13:30-14:30

60分

⻑野吉⽥⾼校
1年⽣ 38名
引率   2名

学部説明等 対応：濱⽥ 新

2015.11.13(
⾦)

【第4講義
室】

14:10-14:50

40分

⻑野丸⼦修学館⾼校
1年⽣30名
引率 1名

概要説明 応対：広報委員 椎名 洋

2015.11.19(
⽊)【403室】

12:15-13:15 諏訪⼆葉⾼校
1年⽣ 36名
引率   2名

学部説明等 応対：応対：広報委員 井上先⽣

2015.11.13(
⾦)【2講授
業】

10:40-11:20

※⾦2授業⾒学
（途中退席）

⻑野東⾼校
1年⽣ 40名
引率   2名

授業⾒学
※⾦2授業⾒学（11:20途中退席）

応対：広報委員 椎名 洋
⾦2限「統計学Ⅰ」授業⾒学（第2講義室）
（11:20途中退席）

2015.12.2(⽔
)
【3講授業】

9:30-10:30 ⽥川⾼校
1年⽣

経済学科教員の学部説明または模擬講
義希望

応対：柳町 晴美
⽔1限「社会科学特講（⾃然地理）」授業⾒学
（第3講義室) （9:30途中⼊室）
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９．研究会・セミナー
⽇ 時 2015年4⽉22⽇（⽔） 16:30 17:30
場 所  研究会室
報告者 ⽊下信⾏⽒（アフラックシニアアドバイザー、元⽇銀理事）
テーマ （１）決済から⾦融を考える、（２）成⻑戦略のフレームワーク

⽇ 時 2015年7⽉22⽇（⽔） 18：30 19:30
場 所 新棟402教室
報告者 吉開多⼀⽒（東京地検特捜部元検事）
テーマ 福祉システムへのダイバージョンと検察官の訴追判断

⽇ 時  2015年11⽉2⽇（⽉） 18：30 20：00
場 所 ⼤学院講義室
報告者 岡本宜樹⽒（⽇本銀⾏松本⽀店⻑）
テーマ ⻑野県を取り巻く⾦融産業動向

⽇ 時  2016年1⽉8⽇（⾦）17:30 19:30
場 所  研究会室
報告者 丸橋昌太郎
テーマ 「税関職員が作成した検証調書の証拠能⼒」
報告者 成瀬剛⽒（東京⼤学⼤学院法学政治学研究科准教授）
テーマ 「イギリスにおける専⾨証拠規律の最新動向」

⽇ 時 2016年1⽉31⽇（⽇） 10:30 12:00
場 所 研究会室
報告者 樋⼝範雄⽒（東京⼤学⼤学院法学政治学研究科教授）
テーマ 「⾼齢者法の存在意義－アメリカ法からの⽰唆」

⽇ 時 2016年2⽉9⽇（⽕） 16:00 19:00
場 所 研究会室
報告者 島村暁代
テーマ 「退職⾦・賞与に関する現代的課題」
報告者 ⽯﨑由希⼦⽒（横浜国⽴⼤学⼤学院国際社会科学研究院准教授）
テーマ 「退職勧奨をめぐる法的課題」

⽇ 時 2016年2⽉28⽇（⽇） 15:00 16:30
場 所  401教室
報告者 ⻲井源太郎⽒（慶應義塾⼤学法学部教授）
テーマ  「裁判員制度の⽴法学」
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