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全体進行 教育研究センター 廣瀬 郁雄 

挨拶 

13：00 ～13：05 
学校法人 学文館 理事長 澁谷 朋子          （5 分） 

    

第第第第 1111 部部部部    

学文館医学生理学研究所                司会進行   副学長 澁谷 正史 

13：05 ～13：30 

 

「医学生理学研究所、活動の現状報告」 

医学生理学研究所所長 澁谷 正史 

 （質疑応答含 25 分） 

科研費研究発表 

13：30～13：55 

「経頭蓋刺激と脳波による高次脳機能の検討」   

ビジネス情報学部講師 竹内 成生 

  （質疑応答含 25 分） 

三俣記念研究発表             

13：55～14：20 

「大学教育におけるアクティブラーニングの進め方」 

経営情報学部教授 白井 晴男 

  （質疑応答含 25 分） 

14：20～14：40    休憩 

第第第第 2222 部部部部    

修士課程・学士課程の学生による研究発表         司会進行   学長   鈴木 守 

14：40～15：40 

大学院経営管理研究科 修士課程 

 大学院生発表 ２名        （質疑応答含）（15×2＝30 分) 

 

ビジネス情報学部・経営情報学部・看護学部 学士課程  

 各学部生発表 3 名        （質疑応答含）（10×3＝30 分） 

14：40～14：50    休憩 

第第第第 3333 部部部部    

大学の活動と地域連携             司会進行  教育研究センター 新井 健司 

15：50～16：05 
「産学連携進展の要因と上武大学の取り組み」 

                 大学本部総務課係長 関口 剛 

 

16：05～16：55   

（8 分×6） 

 

「コミュニケーションツールとしての絵手紙の魅力」 

           絵手紙サークル 看護学部 2 年 山本 早紀 

「新町商工会との連携について」 

                 経営情報学部 2 年 荒木 翔平 

「震災復興と地域社会貢献活動」 

      ボランティアサークル 経営情報学部 3 年 渡辺 賢弘 

「第 40 回雑草祭について」 

         雑草祭実行委員   看護学部 3 年 南雲 麻美 

「附属幼稚園の行事撮影」 

       コマーシャル研究会  経営情報学部 3 年 門倉 稔 

「等身大の上武を電波に乗せて」 

         ラジオサークル 経営情報学部 2 年 里村 美穂 

16：55～17：10 質疑応答 

 

総評 

17：10 ～ 17：15 

上武大学 学長  鈴木 守 

副学長 澁谷 正史              （5 分） 
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講演・研究発表 演題 

 演題 所属 氏名 

第 1 部 

 

学校法人学文館医学生理学研究所 

「医学生理学研究所、活動の現状報告」 

上武大学 副学長  

医学生理学研究所所長 
澁谷 正史 

科研費研究発表 

「経頭蓋刺激と脳波による高次脳機能

の検討」 

ビジネス情報学部講師 竹内 成生 

三俣記念研究発表  

「大学教育におけるアクティ

ブラーニングの進め方」 

経営情報学部教授 白井 晴男 

第２部 

学生に

よる研

究・活動

発表  

「運動順応学習課題における脳神経ネ

ットワークの変化」 

大学院経営管理研究科 

修士課程２年 
芦野 大輔 

指導教員 ビジネス情報学部 准教授 関口 浩文 

「わが国における製品保証会計に関す

る考察－IASB/FASB の共同プロジェ

クトとの比較検討－」 

大学院経営管理研究科 

修士課程２年 
髙村 由美子 

指導教員 ビジネス情報学部 教授 石井 明 

「槍投げ動作におけるバイオメカニク

ス的考察」 

ビジネス情報学部  

スポーツマネジメント学科 

学士課程４年 

蔵野 優輝 

指導教員 ビジネス情報学部 准教授 関口 浩文 

「地域メディアのこれから」 

 

経営情報学部 

メディアマネジメント学科 

学士課程 4 年 

神居 辰弥 

指導教員 経営情報学部 教授 栗原 信征 

「病棟における薬に関するインシデン

ト・アクシデント」 

 

看護学部  

看護学科 

学士課程 4 年 

岩月 沙也香 

指導教員 看護学部 教授 一戸 真子 

第 3 部 

大学の

活動と

地域連

携 

「産学連携進展の要因と上武大学の取り組み」 

大学本部総務課係長 関口 剛 

「コミュニケーションツールとしての絵手紙の魅力」 

                  絵手紙サークル 看護学部 2 年 山本 早紀 

「新町商工会との連携について」 

                        経営情報学部 2 年 荒木 翔平 

「震災復興と地域社会貢献活動」 

             ボランティアサークル 経営情報学部 3 年 渡辺 賢弘 

「第 40 回雑草祭について」 

                雑草祭実行委員   看護学部 3 年 南雲 麻美 

「附属幼稚園の行事撮影」 

              コマーシャル研究会 経営情報学部 3 年 門倉 稔 

「等身大の上武を電波に乗せて」 

                ラジオサークル 経営情報学部 2 年 里村 美穂 

 


