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上武大学 教育研究センター 

 



平成 21年度 上武大学 学内研究会タイムスケジュール 
 

開 催 日 時 ： 平成 22 年 3 月 16 日（火） 10 時 30 分～17 時 10 分 

開 催 場 所 ： 上武大学 高崎キャンパス 3号館 305 教室 

（分科会 1： 3 号館 204 教室 / 分科会 2： 3 号館 304 教室 / 

 分科会 3： 4 号館 5階コミュニティケアセンター） 

挨拶 

10：30～10：35 
学校法人 学文館 理事長 澁谷 朋子 

学園長 三俣 喜久枝        （5分） 

第 1部 講演         司会進行  教育研究センター 

上武大学 学長 鈴木 守    
「日本の大学教育」                        （30分） 

（質疑応答）                       （5分） 

上武大学 副学長 澁谷 正史  
「私の経験した大学における知的財産の諸問題」      （30分） 

10：35～11：45 

（質疑応答）                          （5分） 

第 2部 産官学連携      司会進行  経営情報学部 教授 西山 賢一 

サンデン(株) 総務本部 群馬総務部  
企画・社会連繋担当 里見 哲也 

サンデンファシリティ(株) 代表取締役  石倉 利雪 
  「環境分野における社会連携と新価値創造」      （60分） 
（質疑応答）                      （5分） 

看護学部 准教授 高橋 ゆかり 
  「事業所の子育て支援対策と 

労働環境の整備に係わる自治体の役割」   （20分) 

13：00～14：30 

（質疑応答）                      （5分） 

14：30～14：40 休憩                         （10分） 

第 3部 修士課程・学士課程修了者による研究発表 
司会進行  経営管理研究科長 柴川 林也 

経営管理研究科（高崎・東京サテライト）修士課程  
成績優秀者  2名 （質疑応答含）      （20×2＝40分） 

14：40～15：50 
ビジネス情報学部・経営情報学部 学士課程 
   卒業研究発表 3名 （質疑応答含）     （10×3＝30分） 

15：50～16：00 休憩                         （10分） 

第 4部 分科会        司会進行  教育研究センター 

分科会 1 分科会 2 分科会 3 

16：00～17：00 シーズに向けた 
研究紹介 

(60分) 

ドラッカー理論の 
実践と予言 

(60分) 

教育力の充実と学士力の

向上に向けた授業改善 
      （60分) 

 
総評 

17：00～17：10 
上武大学 学長  鈴木 守 

副学長 澁谷 正史             （10分）  

 



平成 21 年度 学内研究会 演題 

 
 所属 氏名 演題 

学長 鈴木 守 日本の大学教育 

第 1部 講演 

副学長 澁谷 正史 私の経験した大学における知的財産の諸問題 

サンデン (株 ) 
総務本部 群

馬総務部 企

画・社会連繋担

当 
サンデンファ

シリティ(株) 
代表取締役 

里見 哲也 
 
 
 
石倉 利雪 

環境分野における社会連携と新価値創造 

第 2部 産学官連携 

看護学部 准教
授 

高橋 ゆかり 
事業所の子育て支援対策と 

労働環境の整備に係わる自治体の役割 
～太田市福祉こども部子育て支援室との協働～ 

経営管理研究

科  修士課程
（高崎） 

大井 瑞佳 工事契約会計に関する一考察 

経営管理研究

科  修士課程
（東京） 

遅 軍超 プライベート・エクイティ投資に関する一考察 

ビジネス情報

学部 学士課程 
王 宏宇 
孫 新栄 

中国の不動産市場と日本のバブルの比較 

ビジネス情報

学部 学士課程 
二渡 清志 日本企業の会計基準変更の際の影響分析 

第 3部 修士課程・学士課
程修了者による研究発表 

経営情報学部 
学士課程 

山田 杏太郎 鎌倉の観光地としての発展 

シーズに向けた研究紹介 

ビジネス情報

学部 講師 
宮原 隆行 記述式試験採点作業支援システムの構築 

経営情報学部 
准教授 

植松 盛夫 
地域イベントによる町おこし 

－前橋・高崎商店街の活性化－ 

看護学部 講師 香月 毅史 海外研修の体験が英語学習動機に与える影響 

看護学部 准教
授 

山本 千紗子 
学生のコミュニケーション力向上のための教育方法 

「2分間スピーチ」           

第 4部 分科会 1 
担当 竹内･荒井 

看護学部 教授 一戸 真子 
ヘルスツーリズムを活用した 
健康な街（Healthy City）づくりに関する研究 

分科会 2 
担当 中村(宗） 

経営情報学部 
教授 

谷崎 敏昭 ドラッカー理論の実践と予言 

分科会 3 
担当 牧野･中村(光)･ 

相馬 
各学部 

合同ピアレビ

ュー 授業担当
者他 

平成 21年度全学合同ピアレビュー 
教育力の充実と学士力の向上に向けた授業改善 

 


