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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

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 間接経費
(円) (円)

若⼿研究(B) 16K17114
動学的⼀般均衡モデルによる経済格差拡⼤
要因の解明と政策分析

⻘⽊ 周平 H28 H30 800,000 240,000

基盤研究（Ｃ） 16K04138
地域社会が担いうる互助関係の構築に関す
る研究

井上 信宏 H28 H30 500,000 150,000

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 H27 H29 2,100,000 630,000

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 H27 H29 800,000 240,000

基盤研究（Ｃ） 16K03286
改正⾏政不服審査法の運⽤実態の検証を通
じた解釈論，⽴法論の展開

⼤江 裕幸 H28 H31 800,000 240,000

挑戦的萌芽研究 15K12265
付加価値、労働者、環境負荷、資源消費の
ハイブリッドLCA：スマートフォンを事例
に

⾦本 圭⼀朗 H27 H29 1,200,000 360,000

若⼿研究(Ａ） 15H05341
将来の貿易構造変化を考慮したエネル
ギー・資源ネットワーク変化に関する研究

⾦本 圭⼀朗 H27 H30 3,900,000 1,170,000

基盤研究（Ｃ） 26380109
倒産処理におけるガバナンス論の構築ー倒
産裁判所の機能を中⼼に

河崎 裕⼦ Ｈ26 H29 900,000 270,000

学術図書 16HP5151
（和訳）韓国社会保障形成の政治経済学-国
家と国⺠⽣活の変⾰-

⾦ 早雪 H28 H28 576,925 0

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

基盤研究（Ｃ） 16K03443
クリーンエネルギー法制の構築に向けた⽇
⽶⽐較研究―災害時の環境汚染を契機とし
て―

⼩林 寛 H28 H30 1,200,000 360,000

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 H25 H29 500,000 150,000

若⼿研究(B) 16K17003 変⾰を迫られる企業・個⼈年⾦法制 島村 暁代 H28 H30 500,000 150,000

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 H27 H28 500,000 150,000

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 H27 H28 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 H27 H29 700,000 210,000

基盤研究（Ｃ） 16K03287
イギリス憲法における議院内閣制の⽴憲主
義的解釈について

成澤 孝⼈ H28 H30 400,000 120,000

基盤研究（Ｂ） 16H03597
ゲーム構造と社会的選好及びリスク選好の
内⽣性－理論・実験分析

⻄村 直⼦ H28 H32 1,100,000 330,000

若⼿研究(B) 16K17008
幇助犯の成⽴要件の明確化―不作為による
幇助事例を題材に

濱⽥ 新 H28 H30 500,000 150,000

基盤研究（Ｃ） 16K03739
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

廣瀬 純夫 H28 H30 1,300,000 390,000
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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) 26780137
識別不可能な有限混合モデルの推定と要素
密度の個数特定化のための検定統計量の開
発

増原 宏明 H26 H28 500,000 150,000

研究活動スター
ト⽀援

16H06836
⾮線形⾮定常確率過程における理論的基礎
付けとその応⽤

⽮部 ⻯太 H28 H29 1,200,000 360,000

挑戦的萌芽研究 16K14992
我が国のワイン産業振興における地理的表
⽰制度の課題と地域連携および⼤学の役割

⿅取 みゆき H28 H29 1,500,000 450,000

 学外からの分担⾦

補助⾦額 間接経費
(円) (円)

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 H27 H29 200,000 60,000
研究分担者
（⼤阪⼤学）

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 H26 H28 400,000 120,000
研究分担者
（東京⼤学）

基盤研究（Ａ） 16H01797
アジアのバリューチェーンを通じたPM2.5
による健康被害の発⽣メカニズムの解明

⾦本 圭⼀朗 H28 H32 1,000,000 300,000
研究分担者
（国⽴環境研究
所）

基盤研究（Ｂ） 16H03526
地⽅都市再⽣に向けた事業⽤ストックの利
活⽤プラットフォームに関する地理学的研
究

武者 忠彦 H28 H30 900,000 270,000
研究分担者
（早稲⽥⼤学）

基盤研究（Ｃ） 15K07829
温泉発電を活かした持続可能な温泉地の形
成に関わる計画論的研究

⼩林 寛 H27 H29 310,000 93,000
研究分担者
（⻑崎⼤学）

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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 その他外部資⾦

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）

2016 2016 5,940,000 丸橋 昌太郎
農林⽔産省・ICT・AIを活⽤した次世代のブドウ産
業活性化研究ネットワーク

農林⽔産省・平成28年度農林⽔産試
験研究費補助⾦（⾰新的技術開発・
緊急展開事業のうち戦略的技術開発
体制形成事業）

2016 2016 5,680,000 丸橋 昌太郎

 信州ワインバレー構想の推進に向け、NAGANO
WINEの更なる⾼品質化と地域ごとに特⾊あるワイ
ン産地の形成を促進するため、千曲川ワインバレー
東地区をモデルとして、県内ワイナリーのニーズに
対応した原料ぶどうとワインの成分分析を⾏う｢地
域における分析体制｣を整備するとともに、成分分
析データをもとに原料ぶどうとワインの相互関係を
分析する⼿法の研究を⾏う。

⻑野県・地域ワイン分析ラボ整備事
業費補助⾦

2016 2016 200,000 丸橋 昌太郎 ⼤町市・⼤町市の⽔の⽐較分析業務 受託研究

2016 2016 608,580 桃井 謙祐
平成28年度千曲川ワインバレー内循環バス等実証
事業に係る利⽤者調査に関する業務

千曲観光株式会社 （受託研究）
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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）

2016 2019
NOK600,000
(7,800,000)

⾦本 圭⼀朗
Land Use Impacts and their Socioeconomic
Determinants

Norwegian University of Science
and Technology （共同研究）

2016 2016 780,000 武者 忠彦 平成28年度佐久市まちづくり会社設⽴調査等業務 佐久市 （受託事業）

2016 1,000,000 ⽟井 克哉 電気通信普及財団・情報通信技術の発展と法制度
（公財）電気通信普及財団・特別講
義開設援助 （寄附⾦）

2016 1,285,000 丸橋 昌太郎
電気通信普及財団・暗号解除法制に関する法学的研
究

（公財）電気通信普及財団・研究調
査助成 （寄附⾦）

2016 1,000,000 鈴⽊ 雄⼀
電気通信普及財団・｢ウェブページ上の著作物盗⽤
をめぐる著作権法上の諸問題に関する実証的研究｣

（公財）電気通信普及財団・研究調
査助成 （寄附⾦）
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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）

2016 50,000 ⽥中 康平 ⻑野県科学振興会助成⾦
（⼀財）⻑野県科学振興会 （寄附
⾦）
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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

「まつりごと」から「市⺠」まで 晃洋書房 政治概念の歴史的展開 第10巻
pp.217-

240
全262⾴ 2017/1/20

⽶原謙編
分担執筆：都築 勉ほ
か

都築 勉

「第１４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2017』

⼀般財団法⼈⽇本統計協
会

pp. 150-
159

2016/12 德井 丞次

対話的憲法理論の展開 執筆部分 「イギリス憲法における政治的⽴
憲主義者の格闘」

敬⽂堂 2016/10 憲法理論研究会編 成澤 孝⼈

知の地平を越えて ⻑崎⾼等商業学校から⻑崎⼤学経済学部への100
年
第4章 ソーシャル・イノベーションの普及プロセスとそれを育むエコ
システム等をめぐる考察

九州⼤学出版会
pp.579-

595
全610⾴ 2016/8/25 ⻑崎⼤学経済学部編 桃井 謙祐

「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
2017』

⼀般財団法⼈⽇本統計協
会

2016/12 ⼭沖 義和

韓国・社会保障形成の政治経済学―国家と国⺠⽣活の変⾰ 新幹社 全747⾴ 2016/10/18 ⾦ 早雪 ⾦ 早雪

(정치경제학 과점에서 살펴보는) 한국 복지 정책형성의 역사／（政治
経済学観点から分析する）韓国福祉政策の歴史

図書出版인간과복지（⼈
間と福祉）：ソウル

全549⾴ 2017/2/28 ⾦ 早雪 ⾦ 早雪
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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

"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
pp.399-

418
2016

Chew Soo Hong and
Naoko Nishimura

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 全232⾴ 2016/6 ⻄村 直⼦ ⻄村 直⼦

ケースで学ぶ 実践への法学⼊⾨ 中央経済社 全202⾴ 2016/4/12
富永晃⼀, 丸橋昌太郎,
⼤江裕幸, 島村暁代

新・⼤学⽣が出会う法律問題 創成社 全224⾴ 2016/7/16

信州⼤学経法学部
［編］
著者：⾚川理、⼤江裕
幸、池⽥秀敏、栗⽥
晶、⼭代忠邦、宗村和
広、寺前慎太郎、河崎
祐⼦、濱⽥新、丸橋昌
太郎、橋本彩、島村暁
代、⽟井克哉、⼩林寛

 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

Pareto Distribution of Income in Neoclassical Growth Models
Review of Economic
Dynamics

Vol.20 pp.25-42 April 2016
Nirei, Makoto: Aoki,
Shuhei

⻘⽊ 周平
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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

Sequential Mergers under General Symmetric Product
Differentiation with Four Firms

Asia-Pacific Journal of
Accounting & Economics

Special
Issue

(Oligopoly
Theory) 23

3
pp.306-

323
2016/9/1

Takeshi Ebina,
Daisuke Shimizu

海⽼名 剛

An Advertising Strategy using Consumption Externality and
Forgetting in the Case of Japanese Electronic Books

Review of Socionetwork
Strategies

10 2 pp.55-71 2016/12/1
Keita Kinjo, Takeshi
Ebina

海⽼名 剛

Endogenous Product Boundary Manchester School 81 1 pp.13-40 2017/1/1
Takanori Adachi,
Takeshi Ebina,
Makoto Hanazono

海⽼名 剛

Tax Reforms, Redistribution and Population Aging: Evidence
from Japan

Institute of Economic
Research, Hitotsubashi
University

Discssion Paper Series
Ａ

No.645 2016/8
Takeshi Miyazaki,
Yukinobu Kitamura,
Taro Ohno

⼤野 太郎

Estimation of Tax and Social Insurance Burden on Households:
Verification of the Validity and Assessment of Actual Status

PRI Discussion Paper
Series
Policy Research
Institute, Ministry of
Finance

No.17A-02 2017/1
Taro Ohno, Takahiro
Kodama

⼤野 太郎

Impact of Trade Openness and Sector Trade on Embodied
Greenhouse Gases Emissions and Air Pollutants

JOURNAL OF
INDUSTRIAL ECOLOGY

20 3
pp.494-

505
2016/6

Islam, Moinul;
Kanemoto, Keiichiro;
Managi, Shunsuke;

⾦本 圭⼀
朗

Mapping the Carbon Footprint of Nations
ENVIRONMENTAL
SCIENCE &
TECHNOLOGY

50 19
pp.10512
-10517

2016/9
Kanemoto, Keiichiro;
Moran, Daniel;
Hertwich, Edgar G.;

⾦本 圭⼀
朗
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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

Tracing global supply chains to air pollution hotspots
ENVIRONMENTAL
RESEARCH LETTERS

11 9 2016/9
Moran, Daniel;
Kanemoto, Keiichiro;

⾦本 圭⼀
朗

Resource footprints and their ecosystem consequences SCIENTIFIC REPORTS 7 2017/1

Verones, Francesca;
Moran, Daniel;
Stadler, Konstantin;
Kanemoto, Keiichiro;
Wood, Richard;

⾦本 圭⼀
朗

執⾏⼒概念の再検討 信州⼤学経法学部 信州⼤学経法論集 第1号
pp.113-

151
2017/3/30 河崎 祐⼦ 河崎 祐⼦

〔海事判例研究〕 早稲⽥⼤学海法研究所・判例研究会 [第8回] タン
カー油濁損害について、油濁損害賠償保障法(現:船舶油濁損害賠償保
障法)に基づく請求が認められた事例 -オーソン号事件⻑崎地裁判決の
検討- (⻑崎地裁平成12年12⽉6⽇判決、平成12年 (ワ) 第164号損害
賠償請求事件、判タ1101号228⾴)

早稲⽥⼤学法学会 早稻⽥法學 91 2 pp.37-52 2016/5/10 ⼩林 寛 ⼩林 寛

新・環境法シリーズ(第53回)災害時の被災者に対する⽀援制度の現状
と課題 : 被災者⽣活再建⽀援法を中⼼に(Current Situation and
Agendas on the System to Support Victims in Case of a Disaster
focusing on the Law of Disaster Victims Relief)

産業環境管理協会
環境管理 =
Environmental
management

52 7 pp.81-85 2016/7 ⼩林 寛 ⼩林 寛

諫早湾⼲拓地潮受堤防撤去・開⾨等請求事件に関する最近の動向
(Recent Development Regarding Case on Claim to Remove
Levee or Open Gates in Isahaya Reclamation Work)

産業環境管理協会
環境管理 =
Environmental
management

52 8 pp.61-68 2016/8 ⼩林 寛 ⼩林 寛

〔研究ノート〕再⽣可能エネルギーの固定価格買取制度（FIT）に関す
る最近の動向 : 特別措置法の改正を中⼼にRecent Development
Regarding the System of Feed-in Tariff for Renewable Energy

信州⼤学経法学部 信州⼤学経法論集 第1号
pp483-

504
2017/3/30 ⼩林 寛 ⼩林 寛

12



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

温泉地における温泉発電事業と運営体制との関係 ランドスケープ研究 80 5
pp.631-

636
2017/3

渡辺貴史，⾺越孝道，
⼩林寛

⼩林 寛

退職⾦に関する法的諸問題 信州⼤学経法学部 信州⼤学経法論集 第1号
pp.351-

368
2017/3/30 島村 暁代 島村 暁代

「MFCA継続的導⼊とマネジメントツールとしての展開可能性」 -株
式会社駒ヶ根電化における考察-

『メルコ管理会計研究』 Vol.8 No.2 pp.35-47 2016/4 関利恵⼦・安城泰雄 関 利恵⼦

Discrete Euler integration over functions on finite categories
Topology and its
Applications

204
pp.185-

197
2016/5/15 Kohei Tanaka ⽥中 康平

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

59 3
pp.623--

636
2016/9/30 Kohei Tanaka ⽥中 康平

Minimal networks for sensor counting problem using discrete
Euler calculus

Japan J. Indust. Appl.
Math.

34 1
pp.229-

242
2017/3/14 Kohei Tanaka ⽥中 康平

ドイツ株式法上の締出しをめぐる近時の動向（1） 信州⼤学経法学部 信州⼤学経法論集 第1号
pp.445-

482
2017/3/30 寺前 慎太郎

寺前 慎太
郎

The economic impact of supply chain distruptions from the
Great East-Japan earthquake

Elsevier
Japan and the World
Econom

Vol. 41
pp. 59-

70
2017/3

Joji Tokui, Kazuyasu
Kawasaki and
Tsutomu Miyagawa

德井 丞次

地域間サービス価格差と⽣産性格差
RIETI Discussion Paper
Series

17-J-012 pp. 1-98 2017/3 徳井丞次、⽔⽥岳志 德井 丞次

国政選挙における「争点」 朝陽会 ; 1953- 時の法令 2011 pp.47-52 2016/10/15 成澤 孝⼈ 成澤 孝⼈

象徴天皇制における皇位の継承について (特集 ⽇本国憲法公布七〇年
: 原点から今を問う)

⽇本⺠主法律家協会 法と⺠主主義 513 pp.22-25 2016/11 成澤 孝⼈ 成澤 孝⼈

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

Staff Paper, Faculty of
Economics and Law,
Shinshu University

No.16-01 pp.1-52 2016/5/10
Chew Soo Hong and
Naoko Nishimura

⻄村 直⼦

Efficiency and Voluntary Redistribution under Inequality ISER Discussion Papers 992 pp.1-49 2017/3/13
Masaki Aoyagi,
Naoko Nishimura,
and Yoshitaka Okano

⻄村 直⼦
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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

⽶国における⾼等教育⽀出の費⽤控除 信州⼤学経法学部 信州⼤学経法論集 第1号
pp.153-

199
2017/3/30 橋本 彩 橋本 彩

医療⽤医薬品の流通分析─卸の機能と情報提供サービスに関する実証
研究─

流通研究 19 1 pp.1-10 2016/12
櫻井秀彦，丹野忠普，
増原宏明，林⾏成，恩
⽥光⼦，⼭⽥玲良

増原 宏明

新幹線建設と近代都市「佐久平」の形成―都市計画をめぐる３つの分
析軸―

地学雑誌 125 4
pp.545-

566
2016/8 武者 忠彦 武者 忠彦

城下町空間をつくる〈⼩さな⼒学〉
早稲⽥まちづくりシンポジ
ウム

2016/7 武者 忠彦 武者 忠彦

新興ワイン産地の形成・発展とそのグローバルブランド化に関する研
究－ニュージーランドを事例として

地域活性学会 地域活性研究 8
pp.219-

228
2017/3 桃井 謙祐 桃井 謙祐

新興ワイン産地の形成・発展とそのグローバルブランド化に関する研
究

地域活性学会
地域活性学会研究⼤会論⽂
集

8
pp.164-

167
2016/9/3 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 ⽇本中⼩企業学会論集 35 pp.58-70 2016/7 桃井 謙祐 桃井 謙祐

Variable selection and structure identification for varying
coefficient Cox models

arXiv:1607.05415 37 2016/7/19
Toshio Honda and
Ryota Yabe

⽮部 ⻯太

システム共同化の虚像と実態 ㈱⾦融ジャーナル社 ⾦融ジャーナル
2016年
12⽉号

pp.18-23 2016/12 ⼭沖 義和 ⼭沖 義和

契約の性質決定と内容調整(5・完)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 179 5 pp.43-65 2016/8 ⼭代 忠邦 ⼭代 忠邦

恐慌と信⽤ 博⼠論⽂ 2017/3 吉村 信之 吉村 信之

 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

Sequential Mergers under Product Differentiation in a Partially
Privatized Market

43rd Annual Conference
of the European
Association for Research

2016/8/27
Takeshi Ebina,
Daisuke Shimizu

海⽼名 剛
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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

Estimation of tax and social insurance burden on households:
verification of the validity and assessment of actual status

15th International
Conference of the Japan
Economic Policy

2016/10
Taro Ohno, Takahiro
Kodama

⼤野 太郎
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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

『全国消費実態調査』個票を⽤いた家計の税・保険料負担の推計：妥
当性の検証と実態の把握

⽇本経済学会2016年度秋季
⼤会

2016/9 ⼤野太郎、⼩⽟⾼⼤ ⼤野 太郎

『全国消費実態調査』個票を⽤いた家計の税・保険料負担の推計：妥
当性の検証と実態の把握

⽇本経済政策学会第73回⼤
会

2016/5 ⼤野太郎、⼩⽟⾼⼤ ⼤野 太郎

≪判例評論≫過払⾦が発⽣している継続的な⾦銭消費貸借取引の当事者
間で成⽴した特定調停を公序良俗に反するものではないとした事例

⽇本評論社 私法判例リマークス 54
pp.122-

125
2017/2/25 河崎 祐⼦ 河崎 祐⼦

書評『グローバリズムと国家資本主義』（坂⽥幹男著） 北東アジア学会
北東アジア学会『北東アジ
ア地域研究』

22 pp.72-77 ⾦ 早雪 ⾦ 早雪

韓国の普遍主義的福祉改⾰とその後―福祉の「多元化」と雇⽤・教育
との連携

連合総研レポート 319 pp.12-15 ⾦ 早雪 ⾦ 早雪

韓国・社会保障形成の政治経済学
北東アジア学会（第22会
学術研究⼤会）

⾦ 早雪 ⾦ 早雪

한국복지 정책형성의 역사（韓国福祉政策形成の歴史）
북동아경제학회（北東亜
経済学会）

2017/2/10 ⾦ 早雪 ⾦ 早雪

韓国の普遍主義的福祉改⾰とその後 DIO（連合総研レポート） 310 pp.12-14 2016/10 ⾦ 早雪 ⾦ 早雪

洋上掘削施設に起因する油濁事故に対する責任制度―メキシコ湾原油
流出事故を踏まえたアメリカ油濁法

環境法政策学会 第２０回学術⼤会 2016/6/18 ⼩林 寛 ⼩林 寛

書評 ⿊川哲志・奥⽥進⼀[編]『環境法のフロンティア』 Book
Review  Kurokawa and Okuda eds., Frontier of Environmental
Law

有斐閣 環境法研究 41
pp.164-

166
2016/12 ⼩林 寛 ⼩林 寛

外国⽂献紹介 周漾沂「刑法における保障⼈的地位の法的基礎の再構
築」

早稲⽥⼤学法学会
早稲⽥法学 = The Waseda
law review

91 4
pp.221-

230
2016 蔡 芸琦 蔡 芸琦

（博⼠学位請求論⽂）不作為犯における作為義務の根拠 2017/3/24 蔡 芸琦 蔡 芸琦

Asymptotic Expansion of Divergence between Parametric
Probability Distributions

統計数理研究所セミナー 2016/10/5 椎名 洋 椎名 洋

混迷するブラジル―労働法改⾰の⾏⽅ ⽇本労働研究雑誌 島村 暁代 島村 暁代

社会保障改⾰－年齢要件挿⼊への壁 ⽇本労働研究雑誌 島村 暁代 島村 暁代
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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

業務上疾病 労働判例百選 島村 暁代 島村 暁代

第9章 60年代前半の社会保障

労働研究リサーチセン
ター、⼩⻄康之編『働き⽅
改⾰と雇⽤における参⼊･
展開･退出の法的課題』

島村 暁代 島村 暁代

厚⽣省保険局⻑の定める基準を⼀脱する抗⽣物質利⽤に関する減点査
定

社会保障法判例百選 島村 暁代 島村 暁代

第三者の犯罪⾏為による死亡と業務上外認定 社会保障法判例百選 島村 暁代 島村 暁代

有限位相空間の組み合わせ論的複雑さ 信州トポロジーセミナー 2016/7/20 ⽥中 康平 ⽥中 康平

オイラー標数とその応⽤
代数, 論理, 幾何と情報科学
研究集会

2016/8/27 ⽥中 康平 ⽥中 康平

圏論的視点からの量⼦確率論について 量⼦システムと数理 2016/10/27 ⽥中 康平，元⼭ ⻫ ⽥中 康平

MBOにおける全部取得条項付種類株式の取得価格決定申⽴て――ホリ
プロ事件抗告審決定

京都⼤学商法研究会 2017/2/18 寺前慎太郎 寺前慎太郎

イギリスにおける不⽂の⽴憲主義―政治的⽴憲主義の格闘
憲法理論研究会2016年
春季研究総会

2016/5/8 成澤孝⼈ 成澤 孝⼈

「イギリス憲法改⾰と内閣統治」
⽐較法学会第79回総会 ミニシンポジウム「イギリスにおける「憲法改
⾰」の⾏⽅」

⽐較法学会 2016/6/4
倉持孝司、岩切⼤地、
⼩松浩、柳井健⼀、成
澤孝⼈

成澤 孝⼈

国⽴⼤学への⽇の丸・君が代強制に抗する (特集 岐路に⽴つ⽇本の⼤
学)

⽇本⺠主法律家協会 法と⺠主主義 509 pp.16-19 2016/6 成澤 孝⼈ 成澤 孝⼈

第4回⽇英⽐較憲法セミナー 報告
Parliamentary government in Japan (Japan's Diet and system of
accountability)

イギリス憲法研究会
Warwick Law School

2016/9/9 成澤 孝⼈ 成澤 孝⼈
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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

⾷品添加物に対するリスク評価と段階的情報付与の効果
早稲⽥⼤学，⼼理学研究
セミナー（⽵村）

2016/12/22
両澤 増枝，⻄村 直
⼦

⻄村 直⼦

Coordination and Voluntary Redistribution in Inequality Games:
Experimental Analysis

第20回実験社会科学カン
ファレンス 同志社⼤学

2016/11/30
⻄村 直⼦，⻘柳 真
樹，岡野 芳隆

⻄村 直⼦

幇助犯成⽴要件の再構築－⼩島秀夫著 『幇助犯の規範構造と処罰根
拠』 （成⽂堂、 2015年） を読んで─

成⽂堂 理論刑法学の探究 9
pp.209-

234
2016/6/1 濱⽥ 新 濱⽥ 新

銀⾏による第三者割当増資の問題について：1990年代後半の⾦融危機
時の事例に関する実証研究

法と経済学会
2016年度法と経済学会全国
⼤会

2016/11/5 広瀬 純夫 広瀬 純夫

医療のビックデータ分析：⾮実験データと誤差項
⼀橋⼤学社会科学⾼等研究
院 医療政策・経済研究セ
ンター 第2回定例研究会

2016/6/13 増原 宏明 増原 宏明

新興ワイン産地の形成・発展とそのグローバルブランド化に関する研
究

地域活性学会
地域活性学会第8回研究⼤
会

8
pp.164-

167
2016/9/3 桃井 謙祐 桃井 謙祐

最近の主要死因別死亡率の季節変化 ⽇本地理学会 ⽇本地理学会発表要旨集 90 34 2016/10/1 北島 晴美 北島 晴美

東⽇本⼤震災被災県における死亡率の変化傾向 ⽇本地理学会 ⽇本地理学会発表要旨集 91 254 2017/3/28 北島 晴美 北島 晴美

⾮線形⾮定常回帰モデルにおけるノン・セミパラメトリック統計理論
について

スタッフセミナー 2016/7/27 ⽮部 ⻯太 ⽮部 ⻯太

⽩熱講義「地⽅創⽣」 信州⼤学経法学部 パンフレット 2017/3 ⼭沖 義和 ⼭沖 義和
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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

「『⾦融化』の現代的諸問題とマルクス経済学」

経済理論学会，第64回⼤
会第５分科会「リーマン
ショック以降の21世紀世
界資本主義が提起する問
題」（福島⼤学）

2016/10/15
吉村信之，⽥中裕之
（コメンテーター）

吉村 信之

⽥中裕之［⽴正⼤学（⾮常勤）］「新情報⾰命による産業再編と21世
紀前半世界」コメント

経済理論学会，第64回⼤
会第５分科会「リーマン
ショック以降の21世紀世
界資本主義が提起する問
題」（福島⼤学）

2016/10/15
⽥中裕之，吉村信之
（コメンテーター）

吉村 信之

江原慶［東京⼤学］「景気循環における相の⼆要因」コメント
経済理論学会，第64回⼤
会第10分科会「労働市場
と恐慌論」（福島⼤学）

2016/10/16
江原慶，吉村信之（コ
メンテーター）

吉村 信之

4.30世界資本主義フォーラム 内容紹介 「ドル本位制」下の⾦融危
機

ちきゅう座
（http://chikyuza.net/
archives/62328）

2016/4/25 吉村信之 吉村 信之

⻘⼭雫⽒の論⽂についてのコメント
ちきゅう座
（http://chikyuza.net/
archives/68114）

2016/11/26 吉村信之 吉村 信之
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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

該当なし
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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
該当なし

 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

⽇本医療経営学会 2016 201605 国内 1 増原 宏明
ISFJ⽇本政策学⽣会議 2016 201611 国内 2 増原 宏明
Hitotsubashi Journal of Economics 2016 201703 国内 1 増原 宏明
Journal of Business and Economic Statistics 2016 201605 国外 1 ⽮部 ⻯太

在外研究員等
事項 対象年度 開始年⽉ 終了（予定）年⽉ 教員⽒名

University College London 2016 201702 201703 ⽮部 ⻯太
Aarhus university 2016 201703 201703 ⽮部 ⻯太

備考
Visiting Scholar
Visiting Scholar
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 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

韓国ソンドでのSGRAパネル 2016 2016年12⽉ 都築 勉
ケラニヤ⼤学公式訪問等 2016 2017年3⽉ ⼭沖 義和

 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

フューチャーデザインの研究 2016 2016年10⽉ ⼭沖 義和
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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
H28.6.5 H28.6.5 阿智村中央公⺠館 阿智村中央公⺠館セミナー「憲法とは何か」 40 阿智村中央公⺠館 成澤 孝⼈

H28.10.18 H28.10.18 豊洲地域公⺠館 豊洲地域公⺠館教養講座「憲法とは何か」 30 豊洲地域公⺠館 成澤 孝⼈

H28.7.7 愛知県⽴⼀宮興道⾼
校

貿易の⾃由化と経済について 桃井 謙祐

H28.9.30 ⻑野県⽴⾚穂⾼校 貿易の⾃由化について 桃井 謙祐

H28.8.2 いなっせ(伊那市⽣
涯学習センター)

マイナンバー制度と社会保障制度改⾰ 52 上伊那公⽴⼩中学校事務 ⼭沖 義和

H29.1.30 寿公⺠館 待ったなしの社会保障制度改⾰：私たちに未来はあるの 50 松本市寿公⺠館 ⼭沖 義和
H28.9.13 伊那弥⽣ヶ丘⾼校 Pacta sunt servanda：合意に拘束されるのはなぜか ⼭代 忠邦

 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

H28.4 H28.6 国際経済の現状と課題 桃井 謙祐
参加者数
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 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

H28.12.1 S o Paulo
Sistemas de cuidados e de preven  o da viol ncia
contra idosos no Jap o

島村 暁代

H28.11.18 S o Paulo Direito do Trabalho no Jap o, Mallet Advogados
Associados

島村 暁代

H28.9.26 Manaus Sistema de previd ncia social no Jap o: Um estudo
atrav s de acordo previdenci rio Jap o e Brasil

島村 暁代

H28.9.11 S o Paulo Um Estudo Sobre o Acordo Previdenci rio Brasil-Jap
o com Centraliza  o dos Regimes Japoneses

島村 暁代

H28.9.1 Rio de Janeiro Os Aspectos Gerais sobre o Jap o 島村 暁代

H28.7.16
東京国際フォーラム
Ｇ７０１号室

第51回SGRAフォーラム「今、再び平和について」
（参加者数50⼈）

⽇中韓台
湾6⼈の報
告者の１
⼈

関⼝グローバル研究会
(SGRA)

都築 勉

H28.7.9 H28.7.10

H28.10.8 H28.10.9

H29.2.9 佐久グランドホテル 「地域再⽣と建築⼠の役割」 講師 ⻑野県建築⼠会佐久⽀
部

武者 忠彦

H28.11
⼩諸市・嬬恋村議会合同研修会「⼈⼝減少社会の新しい
都市政策」

講師 ⼩諸市・嬬恋村 武者 忠彦

H28.10
⻑野県松本美須々ヶ丘⾼校「信州学セミナー：「まちづ
くり」とは何か」

講師 武者 忠彦

H28.8
佐久市樋橋地区まちづくり推進委員会「樋橋地区まちづ
くりをめぐる論点」

講師 武者 忠彦

独⽴⾏政法⼈国⽴信
州⾼遠⻘少年⾃然の
家

ログちゃんｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰｷｬﾝﾌﾟ
（参加者数50⼈）

講師およ
びｱﾄﾞﾊﾞｲ

ｻﾞｰ

独⽴⾏政法⼈国⽴信州
⾼遠⻘少年⾃然の家

古屋 顯⼀
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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

H28.6
⻑野県経営者協会佐久⽀部「新しい地⽅都市のかたち―
―ストックとフローの視点」

講師 武者 忠彦

H28.5 ⻑野県建築⼠会⻑野⽀部「地域再⽣と建築⼠の職能」 講師 武者 忠彦

H29.2.21 H29.2.21 ＭＡＣ経営研究会 平成29年度経済⾒通しと予算案等 講師 望⽉会計 ⼭沖 義和

H28.11.24 H28.11.24 ホテル翔峰 次世代経営者セミナー 講師 ㈱⼋⼗⼆銀⾏ 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

H29.2.17 H29.2.17 ⻑崎県雲仙市⼩浜町
地熱シンポジウムin雲仙 地熱エネルギーをいかしたまちづくりとレ
ジリエントな地域の創⽣ 

コーディネーター ⼩林 寛

H28.3.19 H28.3.19 ⼩浜公会堂（⻑崎県雲仙
市⼩浜町）

⼩浜温泉エネルギー活⽤推進協議会設⽴５周年記念シンポジウム（ジ
オパークにおける低炭素まちづくりと地域再⽣Ⅳ）「温泉発電をいか
したまちづくりと地域創⽣」

コーディネーター ⼩林 寛

H28.10.29 H28.10.29 信州⼤学 地域社会イニシアティブ 東北に学ぶ地域社会の未来 主催 40 美⽢ 信吾

H28.8.10 H28.8.10 信州⼤学経法学部
ハワイ⼤学との交流事業
"Current Issues of Human Resource Management in the Public
Sector" by Dr. Taehee Kim

主催 10 美⽢ 信吾

H28.7.16 H28.7.16 信州⼤学

レザー・ナザルアハリ、駐⽇イラン・イスラム共和国特命全権⼤使「
⽇ 本 ・ イ ラ ン 関 係 の 将 来 」
駐⽇イラン・イスラム共和国特命全権⼤使
「 ⽇ 本 ・ イ ラ ン 関 係 の 将 来 」
レザー・ナザルアハリ
駐⽇イラン・イスラム共和国特命全権⼤使
「 ⽇ 本 ・ イ ラ ン 関 係 の 将 来 」レザー・ナザルアハリ

主催協⼒
（信州イス
ラーム世界
研究会）

100 美⽢ 信吾
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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
H28.9.15 H29.5.25 ⼋⼗⼆銀⾏研修所等 次世代経営者セミナー 全体総括・司会 50 ⼭沖 義和
H28.12.26 H28.12.26 地銀ネットワークサービス㈱ ⾦融規制改⾰研究会 全体総括・研

究
7 ⼭沖 義和

 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

H28.4.30 ⻑野県 信濃毎⽇新聞
「世代を超えて 奥平憲法学と信州（上）」において、
講義の紹介

成澤 孝⼈

H28.11.6 ⻑野県 朝⽇新聞⻑野版 「公布７０年の憲法、向かう道は 信⼤⼤学院・成沢孝
⼈教授に聞く」

成澤 孝⼈

H28.9.16 全国 ⽇経新聞・信濃毎⽇
新聞等

次世代経営者セミの開催 ⼭沖 義和

H28.9.1 ⻑野県 ＮＨＫ、信濃毎⽇新
聞等

ワイン分析センターの開所式 ⼭沖 義和

H29.3.28 ⻑野県 信濃毎⽇新聞等 現代産業論の開催⽇程 ⼭沖 義和

H28.12.12 ⻑野県
テレビ松本、信濃毎
⽇新聞、市⺠タイム
ズ等

国税庁⻑官による講演 ⼭沖 義和

H29.2.7 ⻑野県
中⽇新聞、朝⽇新
聞、信濃毎⽇新聞、
市⺠タイムズ

税務実習（内偵・税務調査）の模様 ⼭沖 義和

H28.8.25 ⻑野県 ＮＨＫ、信濃毎⽇新
聞等

労働法務実習（労働災害調査）の模様 ⼭沖 義和

 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

2016.4 信州イスラーム世界勉強会 顧問 岩崎 徹也

メディア種別

新聞

新聞

新聞

テレビ

新聞

テレビ

新聞

テレビ
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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

池⽥ 秀敏 ⾮営利 地⽅公共団
体

千曲市 千曲市 千曲市情報公開及び個⼈情報保護審査会
委員

H24.6.1 H28.5.31

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

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

⼤江 裕幸 営利 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

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

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

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

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 ⻑野市 ⻑野県契約審議会 H26.4.1  H29.10.31

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  H28.11.24

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

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
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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

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

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

池⽥ 秀敏 ⾮営利 地⽅公共団
体

⻑野県 ⻑野市 ⻑野県⾏政不服審査会委員 H28.4.1  H30.3.31

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

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

池⽥ 秀敏 ⾮営利 地⽅公共団
体

千曲市 千曲市 千曲市⾏政不服審査会委員 H28.4.1  H31.3.31

三枝 有 ⾮営利 教育機関 南⼭⼤学 愛知県名
古屋市

⾮常勤講師 H28.4.1  H29.3.15

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

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

池⽥ 秀敏 ⾮営利 地⽅公共団
体

松本市 松本市 松本市情報公開・個⼈情報保護審査会委
員

H28.4.1  H30.3.31
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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

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

成澤 孝⼈ ⾮営利 教育機関 愛知学院⼤学 愛知県名
古屋市

⾮常勤講師 H28.4.1  H29.3.31

成澤 孝⼈ ⾮営利 教育機関 ⻑野県看護⼤学 駒ヶ根市 ⾮常勤講師 H28.4.1  H29.3.31

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

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

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

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

⼤野 太郎 ⾮営利 国の機関 財務省財務総合政策研究所 東京都千
代⽥区

上席客員研究員 H28.4.1  H30.3.31

⼤野 太郎 ⾮営利 国の機関 財務省財務総合政策研究所 東京都千
代⽥区

「財政経済理論研修」における論⽂作成
指導

H28.4.1  H28.6.17

⼤江 裕幸 ⾮営利 地⽅公共団
体

⼤町市 ⼤町市 ⼤町市情報公開審査会及び個⼈情報保護
審査会委員

H28.5.1  H30.4.30

池⽥ 秀敏 ⾮営利 国の機関 ⻑野地⽅裁判所 ⻑野市 ⻑野地⽅裁判所委員会委員 H28.4.22  H30.4.21

⻑瀬 ⼀治 ⾮営利 国の機関 ⻑野県 ⻑野市 ⻑野県労働委員会公益委員（第44期） H28.4.21  H30.4.20
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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 ⻑野市 ⻑野県⼈権政策審議会委員 H28.4.1  H30.3.31

真壁 昭夫 営利 株式会社 株式会社東京証券取引所 東京都中
央区

「JPXアカデミー」フェロー H28.4.1  H29.3.31

⼤野 太郎 ⾮営利 独⽴⾏政法
⼈

独⽴⾏政法⼈経済産業研究
所

東京都千
代⽥区

「持続的成⻑とマクロ経済政策」研究会
委員

承認⽇  H29.3.31

⽮部 ⻯太 ⾮営利 教育機関 東京理科⼤学 東京都葛
飾区

⾮常勤講師 H28.4.1  H29.3.31

⾦ 早雪 ⾮営利 地⽅公共団
体

松本市 松本市 松本市男⼥共同参画推進委員会委員 H28.6.26  H30.6.25

⼤江 裕幸 ⾮営利 ⼀般財団法
⼈

⼀般財団法⼈⾏政管理研究
センター

東京都⽂
京区

「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係答申・判決分析の

H28.5.10  H29.3.24

真壁 昭夫 ⾮営利 特定⾮営利
活動法⼈

⽇本ファイナンシャル・プ
ランナーズ協会

東京都港
区

評議員 H28.7.1  H30.6.30

丸橋 昌太郎 ⾮営利 地⽅公共団
体

⻑野県警察 ⻑野市 ⻑野県留置施設視察委員会委員 H28.6.1  H29.5.31

関 利恵⼦ ⾮営利 地⽅公共団
体

⻑野県 ⻑野市 地⽅独⽴⾏政法⼈⻑野県⽴病院機構評価
委員会委員

H28.4.28  H30.4.27

古屋 顯⼀ 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

古屋 顯⼀ 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 H28.4.1  H29.3.31

古澤 栄⼀ 営利 株式会社 ⻑野朝⽇放送株式会社 ⻑野市 abnスポーツ⼤賞選考委員会委員 H28.4.1  H30.3.31

丸橋 昌太郎 ⾮営利 地⽅公共団
体

⼤町市 ⼤町市 信濃⼤町ブランド戦略推進委員会委員 H28.5.30  H30.3.31
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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

⻑瀬 ⼀治 ⾮営利 国の機関 ⻑野労働局 ⻑野市 公共調達監視委員会委員 H28.4.1  H29.3.31

⼤江 裕幸 営利 株式会社 第⼀法規株式会社 在宅 「⾃治体法務検定 政策法務」にかかる
問題作成

依頼⽇  H28.7.4

池⽥ 秀敏 ⾮営利 地⽅公共団
体

千曲市 千曲市 千曲市情報公開及び個⼈情報保護審査会
委員

H28.6.1  H32.5.31

池⽥ 秀敏 ⾮営利 地⽅公共団
体

千曲坂城消防組合 千曲市 千曲坂城消防組合⾏政不服審査会委員 H28.4.1  H31.3.31

池⽥ 秀敏 ⾮営利 地⽅公共団
体

六ケ郷⽤⽔組合 千曲市 六ケ郷⽤⽔組合⾏政不服審査会委員 H28.4.1  H31.3.31

丸橋 昌太郎 ⾮営利 教育機関 慶應義塾⼤学 東京都港
区

⾮常勤講師 H28.8.5  H28.8.10

岩崎 徹也 ⾮営利 教育機関 放送⼤学学園 諏訪市 ⾮常勤講師 H28.10.1  H29.3.31

岩崎 徹也 ⾮営利 ⽣活事業組
織

信州⼤学⽣活協同組合 松本市 理事⻑ H28.7.1  H29.6.30

美⽢ 信吾 ⾮営利 ⽣活事業組
織

信州⼤学⽣活協同組合 松本市 副理事⻑ H28.7.1  H29.6.30

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

H28.8.1  H29.3.31

⼤江 裕幸 ⾮営利 地⽅公共団
体

松本市 松本市 都市計画審議会委員 H28.8.31  H30.5.31

武者 忠彦 ⾮営利 地⽅公共団
体

松本市 松本市 都市計画審議会委員 H28.8.31  H30.5.31

⼤江 裕幸 ⾮営利 国の機関 総務省 東京都千
代⽥区

旧姓記載等に関する研究会 構成員 承認⽇  H28.12.31
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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

⼭沖 義和 ⾮営利 国の機関 財務省財務総合政策研究所 東京都千
代⽥区

上席客員研究員 H28.8.1  H30.7.31

⼭沖 義和 営利 株式会社 株式会社⼋⼗⼆銀⾏ ⻑野市，
松本市，

次世代経営者セミナー講師及びコーディ
ネーター

H28.9.15  H29.5.19

広瀬 純夫 ⾮営利 地⽅公共団
体

安曇野市 安曇野市 安曇野市総合計画審議会委員 H28.10.1  H30.3.31

⻑瀬 ⼀治 ⾮営利 特別の法律
により設⽴

全国健康保険協会⻑野⽀部 ⻑野市 ⻑野⽀部評議会評議員 H28.11.1  H30.10.31

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⾂表彰
選考委員会委員

H28.8.15  H29.3.31

増原 宏明 ⾮営利 教育機関 ⼀橋⼤学 東京都国
⽴市

⾮常勤講師 H28.9.29  H29.3.21

武者 忠彦 ⾮営利 地⽅公共団
体

佐久市 佐久市 樋橋地区まちづくり推進委員会運営⽀援
業務

H28.7.27  H29.3.29

都築 勤 ⾮営利 特定⾮営利
活動法⼈

特定⾮営利活動法⼈川崎市
⺠アカデミー

神奈川県
川崎市

政治・社会コース『戦後⽇本の市⺠思想
を読む』ワークショップ講師

H28.9.30  H29.1.27

武者 忠彦 ⾮営利 地⽅公共団
体

⼩諸市 ⼩諸市 ⼩諸市⽴地適正化計画専⾨アドバイザー H28.10.1  H29.3.31

古澤 栄⼀ ⾮営利 地⽅公共団
体

⻑野県教育委員会 ⻑野市 ⻑野県スポーツ推進審議会委員 H28.9.13  H30.9.12

⼩林 寛 営利 株式会社 株式会社国際協⼒銀⾏ 東京都千
代⽥区

環境ガイドライン担当審査役 H28.10.1  H30.9.30

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

都市再⽣整備計画事業評価委員会委員 H28.11.1  H29.3.31

⻑瀬 ⼀治 ⾮営利 特別⺠間法
⼈

⻑野県⾏政書⼠会 ⻑野市 県⾏政書⼠会主催「商法・⺠法講座」講
師

H28.11.1  H29.1.31
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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 地⽅公共団
体

⼤町市 ⼤町市 総合戦略推進委員会委員 委嘱⽇  H30.12.31

武者 忠彦 ⾮営利 地⽅公共団
体

佐久市 佐久市 佐久市⾏政改⾰推進委員会委員 H28.10.17  H30.10.16

武者 忠彦 ⾮営利 地⽅公共団
体

⻑野県 ⻑野市 ⻑野県都市計画ビジョン等検討委員会委
員

H28.12.8  H30.3.31

河崎 祐⼦ ⾮営利 法⼈格を有
さない団体

⽇本⺠事訴訟法学会 京都府京
都市

理事 H28.5.22  H31.5.19

椎名 洋 ⾮営利 ⼤学共同利
⽤機関法⼈

情報・システム研究機構統
計数理研究所

東京都⽴
川市

統計思考院運営委員会委員 H29.1.1  H31.3.31

古澤 栄⼀ ⾮営利 地⽅公共団
体

安曇野市教育委員会 安曇野市 第２次安曇野市スポーツ推進計画策定委
員会委員

H29.1.23  H30.3.31

古澤 栄⼀ ⾮営利 地⽅公共団
体

第72回国⺠体育⼤会冬季⼤
会

⻑野県内 顧問 H29.1.26  H29.2.17

⻑瀬 ⼀治 ⾮営利 地⽅公共団
体

松本市 松本市 松本市⾏政改⾰推進委員会委員 H29.2.1  H31.2.28

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

「新たな⾏政不服審査制度の運⽤に関す
る調査研究」における有識者研究会委員

H29.3.1  H29.3.31

⾦本 圭⼀朗 ⾮営利 任意団体 ⽇本LCA学会 神奈川県
横浜市

第13回エコバランス国際会議実⾏委員会
委員

承認⽇  H31.3.31

※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

H28.9.16
（⾦）
13:00-15:00
120分

松本深志⾼校
松本市蟻ケ崎3-8-1

模擬授業・学部説明 1年⽣
325名
⇒
【経済】61名
【法律】70名

●応⽤経済学科 ⻄村 直⼦
 講義題⽬：ミクロ経済学の最前線

●総合法律学科 ⽟井 克哉，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

H28.7.21
（⽊）
13:30-
講義90分・⽣徒
からの質問30分

伊那北⾼校
伊那市⼭寺2165

模擬授業 2年⽣
241名
⇒⾦12名・丸橋
12名

●応⽤経済学科 ⾦ 早雪
 講義題⽬：「アジアの経済発展」

●総合法律学科 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

H28.10.20(⽊)
14:10-16:10
120分

須坂⾼校
須坂市須坂1518-2

模擬授業 2年⽣
244名
⇒
【経済32名】
【法律27名】

●応⽤経済学科 椎名 洋
 講義題⽬：回帰分析⼊⾨

●総合法律学科 ⼤江 裕幸
 講義題⽬：⼤学で学ぶ法律学- 社会⼈として活躍するために

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

H28.7.8（⾦）
13:00-15:30
150分

松本県ケ丘⾼校
松本市県2-1-1

模擬授業・学部説明 2年⽣
360名
⇒
▼経済
①46②48
▼法律
①31②38

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

●総合法律学科 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

H28.6.20
（⽉）
14:10-15:30
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年⽣約40名
⇒21名

●応⽤経済学科 ⼭沖 義和
 講義題⽬：マイナンバー制度と社会保障制度改⾰：その⽬的
      と⾏⽅

H28.6.11
（⼟）
9:00-12:00
※講義時間は
60-70分

屋代⾼校
千曲市⼤字屋代1000

模擬授業 2年⽣279名
⽂系96名

●応⽤経済学科 柳町 晴美
 地球温暖化から環境と経済を考える

H28.6.15
（⽔）
13:30-15:00
90分

⼤町岳陽⾼校
⼤町市⼤町3691-2

模擬授業 2年⽣約20名
⇒26名

●総合法律学科 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
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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

H28.7.27
（⽔）
13:00-16:00

講義Ⅰ_13:30-
14:30
講義Ⅱ_14:50-
15:50

⻑野⻄⾼校
⻑野市箱清⽔3-8-5

模擬授業 2年⽣
25名の講座を2
回
⇒2年⽣及び1・
3年希望者
講義Ⅰ：23
講義Ⅱ：23

●総合法律学科 ⼤江 裕幸
 講義題⽬：⼤学で学ぶ法律学- 社会⼈として活躍するために

H28.7.26
（⽕）
13:00-15:00
※同⼀内容2コ
マ実施

⻑野市⽴⻑野⾼校
⻑野市⼤字徳間1133

模擬授業 1年⽣
161名
⇒①14名②12
名

●総合法律学科 宗村 和広
 講義題⽬：現代の家族と家族法

H28.10.8
（⼟）
9:00-10:15
10:30-11:45
※同⼀内容2コ
マ実施

⻑野吉⽥⾼校
⻑野市吉⽥2-12-9

模擬授業
（学部学科案内＋模擬授
業）

2年⽣
281名
(⽂系137名)
⇒
【経済】①26名
②26名
【法律】①27名
②28名

●応⽤経済学科 関 利恵⼦
 講義題⽬：会計でコミュニケーション

●総合法律学科 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

H28.6.6（⽉）
16:10-17:10

飯⽥⾼校
飯⽥市上郷⿊⽥450

模擬授業 1・2年⽣中⼼
⇒確定103名

●応⽤経済学科 ⼤野 太郎
 講義題⽬：⽇本財政の現状について
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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

H28.7.7（⽊）
14:20-15:50

愛知県⽴⼀宮興道⾼校
愛知県⼀宮市⼤和町於保
⼗⼆1-1

模擬授業 2年⽣希望者
⇒54名

●応⽤経済学科 桃井 謙祐
 講義題⽬：貿易の⾃由化と経済について

H28.8.2(⽕)
9:00-11:00

愛知県⽴知⽴東⾼校
愛知県知⽴市⻑篠町⼤⼭
18番6

模擬授業 2年⽣80名
1限⽬71名
2限⽬63名
計134名

●応⽤経済学科 ⻘⽊ 周平
 講義題⽬： 経済格差と経済成⻑

H28.11.2(⽔)
①13:15-
14:15
②14:30-
15:30
（講義60分×2

群⾺県⽴太⽥⼥⼦⾼校
群⾺県太⽥市⼋幡町16-7

模擬授業 2年⽣40名程度
⇒①16名
 ②23名

●総合法律学科 ⼤江 裕幸
 講義題⽬：⼤学で学ぶ法律学- 社会⼈として活躍するために

H28.6.30(⽊)
①14:00-
14:40
②14:50-

松商学園⾼校
松本市県3-6-1

学部説明 3年⽣
⇒1回⽬6名／2
回⽬6名

●総合法律学科 ⼤江 裕幸

H28.9.17(⼟)
9:00-12:00
同じ内容2回
（学部紹介10分
+講義60分+質
疑10分）

⻑野⾼校（県⽴）
⻑野市上松1-16-12

模擬講義（学部説明含） 2年⽣
20-40名
⇒①26名・②
26名

●応⽤経済学科 ⽥中 康平
 講義題⽬：経済の数理モデル
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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

H28.10.17(⽉)
14:00-15:30

愛知県⽴江南⾼校
愛知県江南市北野町川⽯
25-2

模擬授業 2年⽣約360名
⇒18名

●応⽤経済学科 ⾦本 圭⼀朗
 講義題⽬：貿易と環境

H28.9.13(⽕)
実施時間
14:00-16:00
講義時間90分
１講座

伊那弥⽣ヶ丘⾼校
伊那市⻄町5703

模擬授業 2年⽣244名・1
年⽣246名
⇒
経済：32名
法律：18名

●応⽤経済学科 海⽼名 剛
 講義題⽬：経済学とゲーム理論
 
●総合法律学科 ⼭代 忠邦
 講義題⽬：Pacta sunt servanda：合意に拘束されるのはな
ぜか

H28.9.23(⾦)
13:55-15:15

⼭梨県⽴甲府南⾼校
甲府市中⼩河原町222

模擬授業 2年⽣約280名
⇒37名

●総合法律学科 栗⽥ 晶
 講義題⽬：⾼校⽣の出会う⾝近な法律問題―契約法への招待
―

H28.8.23(⽕)
13:30-15:00

諏訪⼆葉⾼校
諏訪市岡村2-13-28

模擬授業 2年⽣239名
⇒
経済：25名
法律：22名

●応⽤経済学科 ⽮部 ⻯太
 講義題⽬:統計学とその応⽤について

●総合法律学科 寺前 慎太郎
 講義題⽬：会計不正と役員の責任

H28.10.27(⽊)
13:45-15:15

下諏訪向陽⾼校
下諏訪町7401

模擬授業 1年⽣15名＋2
年⽣15名 計
30名
⇒26名

●総合法律学科 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
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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

H28.10.20(⽊)
1年⽣14:05-
14:55
2年⽣15:05-
15:55

三重県⽴津東⾼校
三重県津市⼀⾝⽥上津部
⽥1470

模擬授業 1年⽣20名程度
2年⽣20名程度
⇒
1年⽣29名
2年⽣36名

●応⽤経済学科 岩崎 徹也
 講義題⽬：⾼校の授業と⼤学の授業 どこがちがう？ ⽇本
史教科書における⽇本の⼯業化を例として

H28.9.30
（⾦）
13:30-14:30

⾚穂⾼校
駒ケ根市⾚穂11041-4

模擬授業 1・2年⽣444名
が18分野に分か
れて参加
→【44名】

●応⽤経済学科 桃井 謙祐
 講義題⽬：貿易の⾃由化について

H28.10.21(⾦)
①9:00-10:00
②10:10-
11:10

松本美須々ヶ丘⾼校
松本市美須々2-1

模擬授業 1年⽣321名
⇒各クラス約40
名
⇒①85名程度
②85名程度

●総合法律学科 橋本 彩
 講義題⽬：⾝近な税法

H28.9.28
（⽔）
13:30-15:00

飯⼭⾼校
飯⼭市⼤字飯⼭2610

模擬授業 2年⽣222名
1年⽣228名
→
経済：28名
法律：6名

●応⽤経済学科 吉村 信之
 講義題⽬：経済学を学ぶ

●総合法律学科 ⼩林 寛
 講義題⽬：
（１）法学の⽴場から環境問題を考える－環境法学への招待－
（２）個別テーマに関する講義（予定テーマ「無過失責任にお
ける免責規定の適⽤要件に関する⼀考察」
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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

H28.10.1
（⼟）
9:30-11:00

諏訪清陵⾼校
諏訪市清⽔1-10-1

模擬授業・学部説明 1年⽣240名
⇒確定
【経済15名】
【法律16名】

●応⽤経済学科 ⼤野 太郎
 講義題⽬：⽇本財政の現状と財政再建への取り組み

●総合法律学科 ⼤江 裕幸
 講義題⽬：⼤学で学ぶ法律学- 社会⼈として活躍するために

H28.10.7
（⾦）
11:30-12:30

愛知県⽴名古屋南⾼校
名古屋市南区東⼜兵ヱ町
5-1-11

模擬授業・学部説明 1年⽣20名 ●総合法律学科 ⼤江 裕幸
 講義題⽬：⼤学で学ぶ法律学- 社会⼈として活躍するために

H28.10.7
（⾦）
12:30-15:30
※講義90分

⻑野東⾼校
⻑野市⼤字⼤⾖島2743-
1

模擬授業 2年⽣10名
1年⽣10名
⇒31名

●総合法律学科 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

H28.11.11(⾦)
16:00-17:00

上⽥染⾕丘⾼校
上⽥市上⽥1710

模擬授業 2年⽣約40名
×9 延360
⇒
【経済】41
【法律】19

●応⽤経済学科 増原 宏明
 講義題⽬：⼤学で学ぶ経済学・経営学―医療の視点から―

●総合法律学科 栗⽥ 晶
 講義題⽬：「⾼校⽣の出会う⾝近な法律問題―契約法への招
待―」
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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

H28.10.22(⼟)
13:30-15:20

篠ノ井⾼校
⻑野市篠ノ井布施⾼⽥
1161-2

学部説明
・学部学科の説明(両学科
で学ぶ内容含む)
・⼊試関連の説明
・学校の宣伝・PR

2年⽣40名
(保護者も対象)
⇒前半32・後半
13
※保護者も若⼲
参加

●総合法律学科 ⼤江 裕幸

H28.10.27(⽊)
14:25-15:55

愛知県⽴⾼蔵寺⾼校
愛知県春⽇井市藤⼭台1-
3-2

模擬授業 2年⽣約40名
⇒【20名】

●総合法律学科 ⼤江 裕幸
 講義題⽬：⼤学で学ぶ法律学- 社会⼈として活躍するために

H28.12.8(⽊)
14:00-15:30

松本蟻ケ崎⾼校
松本市蟻ケ崎1-1-54

模擬授業 2年⽣280名の
うち希望者
20-40名程度
⇒【29名】

●総合法律学科 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

H28.10.17(⽉)
16:30-17:30
(質疑応答含)

諏訪⼆葉⾼校
諏訪市岡村2-13-28

学部説明（模擬授業含
む）⇒
1)経法学部の教育⽬標・教育⼿
法・ｶﾘｷｭﾗﾑについて
2)経法学部各学科で学べる内容や
⽬指せる資格について
3)卒業後に想定される進路につい
て
4)経法学部が求める学⽣像及び⼊
試制度について

3年⽣10名
2年⽣20名
1年⽣5名
計35名

●総合法律学科 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

H28.12.22(⽊)
16:00-17:20

松商学園⾼校
松本市県3-6-1

模擬講義形式ガイダンス 2年⽣
進学希望者
⇒【22名】

●総合法律学科 ⼩林 寛
 講義題⽬：法律学を学ぼう！ 環境法学への招待 

H29.3.16(⽊)
15:20-16:20

栃⽊県⽴栃⽊⾼校
栃⽊県栃⽊市⼊⾈町12-4

模擬授業 2年⽣25名
1年⽣25名
計50名
→2年⽣29名・
1年⽣38名 計
67名

●総合法律学科 ⼤江 裕幸
 講義題⽬：⼤学で学ぶ法律学- 社会⼈として活躍するために
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期⽇
【講義室等】

時間 ⾒学者・来訪者 内容 応対者

H28.6.9
（⽊）
【２講】

10:30-11:30 ⾚穂⾼校
2年⽣23名 引率1名

通常授業⾒学 応対：徳井 丞次
⽊2限「マクロ経済学」授業⾒学（第2講義
室）

H28.6.7
（⽕）
【401演】

13:40-14:30 群⾺県富岡⾼校
2年⽣約22名

模擬授業・学部説明 応対：⼊試・広報委員 ⼤江 裕幸

H28.4.22
（⾦）
【２講】

13:00-13:30 私⽴⽂化学園⻑野⾼校
2年⽣27名 引率1名

通常授業⾒学（13:30途中退出） 応対：河崎 祐⼦
⾦3限「⺠事訴訟法」授業⾒学（第2講義室）

H28.10.4(⽕)
【３講】

10:40-11:20 須坂⾼校
1年⽣49名

通常授業⾒学 応対：⼭代 忠邦
⽕2限「現代社会科学特講（契約法Ⅱ）第３講
義室」

H28.9.23(⾦)
【３講】

13:00-14:30 私⽴⻑野⽇本⼤学⾼校
1年⽣23名 引率1名

概要説明や模擬講義等の実施 応対：⼊試委員 椎名 洋

H28.7.11(⽉)
【１講】

11:00-11:30 富⼭国際⼤学付属⾼校
3年・2年50名・引率2名

通常授業⾒学 応対：⼤江 裕幸
⽉2限「現代法律学特講(⾏政救済法)」授業⾒
学

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

H28.9.2
（⾦）

【3講)】

10:40-11:30 野沢北⾼校
1年⽣38名

概要説明や模擬講義等の実施 応対：広報委員 武者 忠彦

H28.7.29(⾦)
【502演】

①10:40-11:30 新潟県⽴⼗⽇町⾼校
1年⽣35名 引率2名

模擬講義等 応対：⼊試委員 都築 勉

H28.7.22(⾦
)

13:30-14:30 岐⾩県⽴吉城⾼校
1年・2年30名・引率2名

通常授業⾒学 応対： 河崎 祐⼦
⾦3限「⺠事訴訟法」授業⾒学（第2講義室）

H28.7.12(⽕)
【３講】

13:30-14:30 岩村⽥⾼校
1年⽣30名 引率2名

通常授業⾒学 応対：吉村 信之
⽕3限「世界⾦融システム」授業⾒学(第3講義
室)

H28.10.19(
⽔)
【３講】

15:00-16:00 ⻑野吉⽥⾼校
⽣徒40名・教員2名

●模擬授業
講義題⽬：健康の経済学

●広報委員 井上 信宏

H28.11.9(⽔) 10:40-11:20 飯⽥⾵越⾼校
⇒⽣徒40名，引率職員2
名

通常授業⾒学 応対：⻘⽊ 周平
⽔2限「マクロ経済学Ⅱ」授業⾒学(第1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

H28.8.8(⽉)
【401演】

13:00-14:00 諏訪清陵⾼校
2年⽣・1年⽣13名

模擬授業等 応対：広報委員 ⼤江 裕幸

H28.10.25(
⽕)
【1講】

9:40-10:30 屋代⾼校
42名＋引率2

模擬講義等 応対：⼊試委員 ⼤江 裕幸

H28.11.15(
⽕)
【３講】

13:00-14:00 ⻑野東⾼校
1年⽣40名

通常授業⾒学（9:30途中⼊室）または
模擬授業

応対：桃井 謙祐
「第2希望時間帯（13:00-14:00）のみ受⼊
可」
⽕3限「国際経済の理論」授業⾒学(第3講義
室)

H28.11.30(
⽔)
【３講】

10:40-11:20 中野⻄⾼校
1年⽣40名・引率1名

学部・学科の説明 応対：広報委員 井上信宏

H28.9.29(⽊)
【講師室1】

9/29(⽊)11:00-
12:00

伊那弥⽣ケ丘⾼校
教諭２名

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

応対：⼊試委員⻑ 椎名 洋

H28.11.11(
⾦)
【２講】

10:30-11:20 丸⼦修学館⾼校
1年⽣9名＋引率1名

通常授業⾒学 応対：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

H28.10.6(⽊)
【講師室1】

10:00-11:00 ⻘森県⽴⻘森⻄⾼校
教諭１名
2学年担任(進路係)

学部・学科の特徴
⼊試情報

応対：⼊試委員 都築 勉

H28.11.18(
⾦)
【１講】

12:20-13:20 諏訪⼆葉⾼校
1年⽣約41名＋引率2名

学部・学科の説明 応対：広報委員 武者 忠彦

H28.12.16(
⾦)
【２講】

10:40-11:40 豊科⾼校
1年⽣12名＋引率1

通常授業⾒学 応対：椎名 洋
⾦2限「統計学Ⅰ」授業⾒学（第2講義室）

H28.12.9
（⾦）

9:30-10:30 ⽥川⾼校
1年⽣46名引率1

通常授業⾒学 応対：応対：⻘⽊ 周平
⾦1限「マクロ経済学Ⅰ」授業⾒学(第2講義
室)
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９．研究会・セミナー
 スタッフセミナー
⽇時 2016年5⽉25⽇(⽔) 16:30 18:00
場所 研究棟４Ｆ研究会室
報国者 ⾦本 圭⼀朗
テーマ A clustering approach for identification of carbon-intensive supply chains

⽇時 2016年6⽉29⽇(⽔) 16:30 18:00
場所 研究棟４Ｆ研究会室
報国者 増原 宏明
テーマ Statistical Model Selection in Finite Mixture Models using Vuong Test

⽇時 2016年7⽉27⽇(⽔)  16:30 18:00
場所 新棟４Ｆ演習室401
報国者 ⽮部 ⻯太
テーマ ⾮線形⾮定常回帰モデルにおけるノン・セミパラメトリック統計理論について

⽇時 2016年9⽉16⽇(⾦) 13:30 17:20 2016年9⽉17⽇(⼟) 10:00 16:10  
場所 研究棟４Ｆ研究会室
報国者 産業組織・競争政策研究会（スタッフセミナー共催）
テーマ
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⽇時 2016年10⽉26⽇(⽔) 16:00 17:30
場所 研究棟４Ｆ研究会室
報国者 ⼤野 太郎
テーマ 家計の税・社会保険料負担の推計：妥当性の検証と実態の把握

⽇時 2016年11⽉30⽇(⽔) 16:30 18:00
場所 研究棟４Ｆ研究会室
報国者 佐藤 主光（⼀橋⼤学⼤学院 経済学研究科・国際・公共政策⼤学院 教授）

テーマ
Empirical studies on strategic interaction among municipality governments over
disaster waste after the 2011 Great East Japan Earthquake

⽇時 2016年12⽉21⽇(⽔) 16:30 18:00
場所 研究棟４Ｆ研究会室
報国者 篠原 隆介(法政⼤学経済学部 准教授)

テーマ
Inducing self-representation in interregional bargaining over local public
projects: Subsidy schemes with the Lindahl price

⽇時 2016年1⽉25⽇(⽔) 16:30 18:00
場所 研究棟４Ｆ研究会室
報国者 Jeong-Yoo Kim (Editor-in-Chief,Asian Journal of Law and Economics)
テーマ Plea Bargaining with Multiple Defendants and Its Deterrence Effect
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 法学研究会
⽇時 2016年5⽉27⽇（⾦） 16:30 17:30
場所 研究棟４Ｆ研究会室
報国者 ⼩林 寛

テーマ
諫早湾⼲拓地潮受堤防撤去・開⾨請求事件に関する最近の動向
災害による被災者に対する⽀援制度の現状と課題―被災者⽣活再建⽀援法を中⼼に―

⽇時 2016年6⽉3⽇（⾦） 18:00 19:30
場所 ⻑野県弁護⼠会松本在住会弁護⼠会館
報国者 宗村 和広
テーマ 相続法改正の動向

⽇時 2016年10⽉28⽇（⾦） 17:00 18:00
場所 研究棟４Ｆ研究会室
報国者 ⼭代 忠邦
テーマ ⺠法改正と契約の解釈

⽇時 2016年11⽉25⽇（⾦） 17:30 18:30
場所 研究棟４Ｆ研究会室
報国者 ⼤江 裕幸
テーマ 個⼈情報保護に関する法制度の現状と課題

⽇時 2016年11⽉25⽇（⾦） 18:00 19:00
場所 ⻑野県弁護⼠会松本在住会弁護⼠会館
報国者 池⽥ 秀敏
テーマ デジタル遺品について

49



⽇時 2016年12⽉16⽇（⾦） 17:30 18:30
場所 研究棟４Ｆ研究会室
報国者 ⽥⼝ 守⼀
テーマ 改正刑事訴訟法における合意制度の運⽤について－ドイツ合意制度を参考にして－

 
⽇時 2016年1⽉20⽇（⾦） 17:30 18:30
場所 研究棟４Ｆ研究会室
報国者 橋本 彩
テーマ 信託財産にかかる滞納処分の範囲について

⽇時 2016年2⽉8⽇（⽔） 17:30 18:30
場所 研究棟４Ｆ研究会室
報国者 濱⽥ 新
テーマ 不作為による幇助の処罰範囲の限定について

⽇時 2016年3⽉23⽇（⽊） 17:30 19:00
場所 研究棟４Ｆ研究会室
報告者 中根 倫拓
テーマ スイスの親告罪調停制度
報国者 島村暁代
テーマ ブラジルの社会法制 激動の2016年
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