
平成２８年度 上武大学 学内研究会 

 

全体進行  教育研究センター 中村 光一    

挨 拶 

１３：００～１３：０５ 
上武大学 理事長 澁谷 朋子 

第１部 教員報告                                司会進行 植松 盛夫   

１３：０５～１３：３０ 
「明治前期の教育政策と作法教授－復古主義と欧化主義－」 

ビジネス情報学部 教授 平沢 信康 

１３：３０～１３：５５ 
「江戸時代における『延喜式』研究－染色法の復元を中心として－」 

 ビジネス情報学部 教授 中村 光一  

１３：５５～１４：２０ 
「骨折治療における外固定が関節拘縮と骨格筋に与える影響」 

 ビジネス情報学部 講師 西川   彰  

１４：２０～１４：４０ ～休  憩～ 

第２部 学生報告                              司会進行 廣瀬 郁雄   

大学院修士論文発表 

１４：４０～１５：１０ 

（各１５分） 

「中国ブランドの世界戦略についての分析」 

経営管理研究科 ２年 蓋   潤山 

「租税法における遡及立法についての一考察～平成１６年度税制改正に基づく判例を題

材として～」 

経営管理研究科  ２年 渡辺 和彦 

卒業研究発表 

１５：１０～１５：４０ 

（各１０分） 

「窒素循環の現状と問題点」 

ビジネス情報学部 ４年 瀬川 亜樹  

「公民館における定期利用団体と若年層との新たなる関わり方について～渋川市伊香保 

公民館フラダンスサークルを事例として～」 

経営情報学部 ４年 栁澤 大祐  

「小児がん患児への病名・病状告知について～患児の思いと保護者・医療者の戸惑い～」 

看護学部 ４年 今井 一穂   

１５：４０～１５：５０ ～休  憩～ 

研修事業発表 

１５：５０～１６：２０ 

（各１５分） 

「パリ海外研修」 

                   ビジネス情報学部 ３年 高橋 優香 千葉 夏鈴 

 中島野々花 

「ハワイ看護研修報告」 

看護学部 １年 高山 萌果  遠藤 晃平 

地域連携事例発表 

１６：２０～１６：５０ 

（各１０分） 

「『真田丸』に沸く沼田市商店街の賑わい創出に向けた域学協働実践報告」 

経営情報学部 ４年 植木 良憲 

ビジネス情報学部 ３年 田村   誉 小林 朱梨 

中鉢 莉奈 

「市民スポーツ大会におけるボランティアトレーナー活動」 

ビジネス情報学部 ２年 渡辺さくら 黒岩 美広 

１年 山田 博武 

「高崎市新町商工会との連携活動」 

ビジネス情報学部 ３年 小川 凌平 小林 朱梨 

中鉢 莉奈 吉原 雄也 

  

総 評 

１６：５０～１６：５５ 
上武大学 学長 澁谷 正史 

開 催 日 時 ： 平成２９年２月２７日（月） １３時００分 ～１６時５５分 

開 催 場 所 ： 上武大学  高崎キャンパス３号館 ３０５教室 



研究発表演題 

 演     題 所 属 等 氏  名 

第
一
部 

教
員
報
告 

明治前期の教育政策と作法教授－復古主義と欧化主

義－ 
ビジネス情報学部 教授 平沢 信康 

江戸時代における『延喜式』研究－染色法の復元を

中心として－ 
ビジネス情報学部 教授 中村 光一 

骨折治療における外固定が関節拘縮と骨格筋に与え

る影響 
ビジネス情報学部 講師 西川   彰 

第
二
部 

 

学
生
報
告 

中国ブランドの世界戦略についての分析 
大学院経営管理研究科 

修士課程 ２年 
蓋  潤山 

指導教員  ビジネス情報学部 教授 栗原 信征 

租税法における遡及立法についての一考察～平成１

６年度税制改正に基づく判例を題材として～ 

大学院経営管理研究科 

修士課程 ２年 
渡辺 和彦 

指導教員  ビジネス情報学部 教授 田地野 幹雄 

窒素循環の現状と問題点 
ビジネス情報学部スポーツマネ

ジメント学科 ４年 
瀬川 亜樹 

指導教員  ビジネス情報学部 教授 花田 哲郎 

公民館における定期利用団体と若年層との新たなる 

関わり方について ～渋川市伊香保公民館フラダン 

スサークルを事例として～ 

経営情報学部経営デザイン学科 

４年 
栁澤 大祐 

指導教員  ビジネス情報学部 准教授 森下 一成 

小児がん患児への病名・病状告知について ～患児の

思いと保護者・医療者の戸惑い～ 
看護学部看護学科 ４年 今井 一穂 

指導教員  看護学部 准教授 高野みどり 

パリ海外研修 
ビジネス情報学部国際ビジネス

学科 ３年 

高橋 優香 千葉 夏鈴 

中島野々花 

指導教員 ビジネス情報学部 教授 藤田  輔 

ハワイ看護研修報告 看護学部看護学科 １年 
高山 萌果 

遠藤 晃平 

指導教員 看護学部 教授 世喜 利彦 

『真田丸』に沸く沼田市商店街の賑わい創出に向け

た域学協働実践報告 

ビジネス情報学部国際ビジネス

学科 ３年 

植木 良憲（経営情報学

部経営ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 4年） 

田村   誉 小林 朱梨  

中鉢 莉奈 

指導教員 ビジネス情報学部 准教授 森下 一成 

市民スポーツ大会におけるボランティアトレーナー

活動 

ビジネス情報学部スポーツ健康

マネジメント学科 

渡辺さくら（2年） 

黒岩 美広（2年） 

山田 博武（1年） 

指導教員 ビジネス情報学部 講師 二橋 元紀  西川   彰 

高崎市新町商工会との連携活動 

 

ビジネス情報学部国際ビジネス

学科 3 年 

小川 凌平  小林 朱梨 

中鉢 莉奈  吉原 雄也 

指導教員 ビジネス情報学部 教授 植松 盛夫 

 


