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その他報告

江
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齊
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内

萩

勝
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沢

一

藤

統

下

峰

口頭発表

「自律型２足歩行ロボットのためのビジュアル開発環境の構築」

山梨学院大学経営情報学研究会

その他学術論文

「『太田駅北口周辺地域における「人と人をつなぐ街」づくり』」

関東学園大学『経済学紀要』第35集

平成22年3月31日

「太田市まちづくりに関する一考察―受け継がせたいまち―」

関東学園大学『経済学紀要』第36集

平成23年3月31日

『マーケティング・コミュニケーション大辞典』

宣伝会議

向

平成22年3月
平成23年2月9日

平成22年6月11日

平成18年4月18日

その他学術論文（共著） 「情報ネットワークにおける「低エネルギーと高エントロピーの概念フレームワーク」」

日本経営システム学会第44回全国研究発表大会講演論文集

pp.24-27

その他学術論文（共著） 「銚子市の地方活性化と銚子電鉄」

日本経営システム学会第45回全国研究発表大会講演論文集

pp.198-202

その他学術論文（共著） 「情報管理の開放性・分権性フレームワーク」

日本経営システム学会第45回全国研究発表大会講演論文集

平成22年5月23日

pp.222-225

「大都市近郊自治体における観光・経済・環境の間のトレードオフとシナジー－
日本経営システム学会第45回全国研究発表大会講演論文集
三浦市と横須賀市の事例研究」

平成22年年11月20日

平成22年11月20日

明治大学経営品質科学研究所『2009年度

その他学術論文（共著） 「大学教育におけるスポーツ・マネジメントに関する研究」

山梨学院大学『経営情報学論集』第１7号pp. 9-15

その他学術論文（共著） 「情報管理における低エネルギーと高エントロピーの概念フレームワーク」

山梨学院大学『経営情報学論集』第17号pp.17-22

その他学術論文（共著） 「百人一首の統計的分析による一考察」

山梨学院大学『経営情報学論集』第17号pp23-37

その他学術論文（共著） 「大学教育におけるスポーツ・マネジメントに関する研究」

山梨学院大学『経営情報学論集』第17号pp9-15

著書

『万葉歌人田辺福麻呂論』

笠間書院

著書（共著）

『古代文学の創造と継承』

新典社

学術論文

「田辺福麻呂の研究」

東京大学大学院人文社会系博士論文

学術論文

「万葉歌人田辺福麻呂の久邇荒墟歌論」

東京大学『国語と国文学』

「田辺福麻呂の越中歌群」

『高岡市万葉歴史館紀要』第21号

評論・解説

「歌詞に見る深層心理」

カドカワムック『別冊カドカワ

口頭発表

「「印南」考‐風土記と万葉から考える‐」

風土記研究会

口頭発表

「敏馬の浦讃歌」

美夫君志会

口頭発表

「中国擬古楽府と日本万葉集」

東アジア比較文化国際会議日本大会

学術論文（共著）

「3-D Numerical Simulations of the Binary System PSR B1259-63/SS 2883
and High Energy Emission from the Disk-Wind interaction Region」

Astronomical Society of the Pacific Conference Series, Volume 422, pp69-76 High
Energy Phenomena in Massive Stars,Proceedings of a conference held at University of
Jaen, Jaen, Spain 2-5 February 2009,Edited by J. Marti, P. L. Luque-Escamilla and J.
A. Com

その他（共著）

「Cherenkov

CTA-Japan

平 学術論文

一 その他学術論文

健 口頭発表
口頭発表

Telescope

Array

計画」

研究成果報告集』

pp.226-229

平成22年11月20日

その他学術論文（共著） 「山梨県の就業者データによる地域特性の分析」

その他研究ノート
日

発行所・年月日・掲載誌等

山梨学院大学『経営情報学論集』第17号pp1-7

一 その他学術論文（共著）

也

ル

「２足ロボット向け統合開発環境の試作」

熙 その他学術論文

実

ト

財団法人やまなし産業支援機構

その他（共著）

金

イ

『自律型２足歩行ロボットのためのビジュアル開発環境の構築研究報告書』

伊 藤 栄 一 郎 その他学術論文

入

タ

pp.465-481

平成22年12月

平成23年2月9日
平成23年2月9日
平成23年2月9日

平成23年2月9日

平成22年12月24日
平成23年1月17日
平成22年5月20日

平成22年9月号

平成22年8月12日

平成23年3月15日
総力特集山崎まさよし』

第８回研究発表会

平成22年9月11日

平成22年度10月例会

平成22年10月3日

ｺﾝｿｰｼｱﾑ

平成22年10月27日

平成22年10月23日

平成22年8月30日

「企業価値とステークホルダー価値」

山梨学院大学『経営情報学論集』第17号pp39-51

「労働市場について」

山梨学院大学『経営情報学論集』第17号pp113-118

「従業員参加型企業と日本的経営」

経営行動研究学会（於：日本大学経済学部）

「公共圏と日本的経営について」

日本経済政策学会第67回全国大会

平成23年2月9日
平成23年2月9日

平成22年10月16日

（於：京都産業大学）

平成22年5月30日
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発行所・年月日・掲載誌等

その他学術論文

「世界各国の協同組合法制における不分割積立金―G7・G20以外49ヶ国―（上）（下）」 協同総合研究所『協同の発見』第213号、215号

平成22年4月15日、平成22年6月15日

その他学術論文

「先駆的憲法における協同組合規定―メキシコ、ワイマール、スペイン、キューバ―（上）（下）」

協同総合研究所『協同の発見』第216号、217号

平成22年7月15日、平成22年8月15日

その他学術論文

「世界における協同組合の独占禁止法適用除外―各国の独禁法と憲法から―」

（財）協同組合経営研究所『にじ』第631号、2010年秋号

その他学術論文

「主要国の憲法における協同組合規定―G7・G20諸国―（上）（下）」

協同総合研究所『協同の発見』第218号、第219号

その他学術論文

「ヨーロッパ各国の憲法における協同組合規定―G7・G20以外12ヶ国―（上）（下）」 協同総合研究所『協同の発見』第220号、第221号

その他学術論文

「アジア・アフリカ各国の憲法における協同組合規定―アジア10ヶ国・アフリカ4ヶ国―（上）（下）」

協同総合研究所『協同の発見』第222号、223号

昭 その他学術論文

「先駆的憲法における経済規定と協同組合規定―メキシコ、ワイマール、スペイン、キューバ―」

山梨学院大学大学院『研究年報 社会科学研究』第31号pp3-46

その他学術論文

「国際比較・協同組合の独占禁止法適用除外―世界の独禁法と憲法から―」

山梨学院大学『経営情報学論集』第17号pp53-78

その他学術論文

「21世紀協同組合の社会経済的地位：経済的自由・経済的公正・経済的参加と協
（社）JC総合研究所『にじ』第633号、2011年春号
同組合―世界の憲法における協同組合規定から―」

評論・解説

「『レイドロー報告』30年

評論・解説

「共益と公益～生協・協同組合は何をめざすか」

くらしと協同の研究所『協う』第122号

評論・解説

「国際協同組合運動の展開とＩＣＡ原則の変遷」

市民セクター政策機構『社会運動』第371号 平成23年2月15日

口頭発表

「座長問題提起：レイドロー報告30年

口頭発表

「公益性における協同組合の可能性と課題―相互性と協同の契機から―」

くらしと協同の研究所、2010年度研究討論会

著書（共著）

『こんなに違う！世界の国語教科書』

株式会社メディアファクトリー

評論・解説

「中朝国境から北朝鮮を管見する」

株式会社インテリジェンス・クリエイト『インテリジェンス・クリエイト』

評論・解説

「北朝鮮の権力継承」

『朝日新聞』

評論・解説

「北朝鮮の展望、山学大・宮塚教授に聞く」

『山梨日日新聞』

評論・解説

「延坪島砲撃

『世界日報』

評論・解説

「どう動く韓半島

雄

哉 学術論文（共著）

野 村 千 佳 子 その他学術論文

倉

ト

「協同組合不分割積立金の歴史と実態―その原則と法から―」

著書（共著）

長

イ

その他学術論文

也 その他学術論文
誠

タ

貴

敏

その基底にあるもの」

公益財団法人 生協総合研究所『生協総研レポート』No.64

３代世襲・北朝鮮の行方」

平成22年11月15日、平成22年12月15日
平成23年1月15日、平成23年3月15日
平成23年2月15日

平成23年2月9日

（社）日本共済協会『共済と保険』第52巻第5号

平成23年3月15日
平成22年5月15日

平成22年12月

平成22年5月29日

平成23年1月22日

平成22年6月30日
平成23年3月1日

平成22年10月2日
平成22年10月20日

平成22年12月2日

『世界日報』

平成23年1月11日

「科学史における探究の志向性」
山梨学院『山梨学院生涯学習センター研究報告』第24輯pp62-74 平成23年2月28日
「高度成長期の勤労青少年のスポーツ希求はその後どうなったのか―各種調査の
日本スポーツ社会学会『スポーツ社会学研究』第19巻第1号 平成23年3月
再分析を通して―」
学文社 齊藤毅憲、佐々木恒男、小山修、渡辺峻監修、全国ビジネス系大学研究会議編著 平成22年12月20日
『社会人基礎力の育成とビジネス系大学教育』
『中国・広東省の自動車産業』産研シリーズ45

丸紅（広州）貿易

口頭発表

「野村徳七の経営理念と企業倫理――野村證券の創業の理念の研究」

台湾台北市・中国文化大学

調査・報告(共著）

「Jリーグスタジアム観戦者調査サマリーレポート」

社団法人日本プロサッカーリーグ（Jリーグ）

研究ノート

「学生アスリートの学習支援について―山梨学院大学とアメリカの大学の事例―」 山梨学院大学『経営情報学論集』第17号pp109-112

口頭発表（共同）

「Jリーグ観戦者のスタジアム滞留時間の規定要因」

日本フットボール学会

口頭発表

「地域社会における生涯スポーツの可能性」

生涯学習フォーラム

口頭発表

「産学連携事業のこれまでとこれから」

日本スポーツマネジメント学会第12回学会ｾﾐﾅｰ

その他

「ホスピタリティの向上」

第１１回全国ホームタウンサミットin甲府

その他（共著）

「残留飛程分布測定に基づく重イオンCTの高速化の検討」

日本医学物理学会『医学物理』

その他（共著）

「Cherenkov Telescope Array計画書」

CTA-Japanコンソーシアム

その他（共著）

「重粒子線CTにおけるビーム強度モニターシステムの構築」

その他（共著）

平成22年9月15日

平成22年9月15日、平成22年10月15日

協同組合運動におけるその意義と現代性」 日本協同組合学会第29回春季研究大会『報告要旨』

北朝鮮をどう見る」

平成22年4月30日

櫨山健介編

早稲田大学産業経営研究所

平成23年3月

平成22年11月1日
平成23年2月1日
平成23年2月9日

平成22年12月23日
平成23年1月29日
平成23年2月19日

第３分科会講演

平成22年6月6日

平成22年4月9日

平成22年8月30日

日本医学物理学会『医学物理』 平成22年9月23日
放射線医学総合研究所『平成21年度 放射線医学総合研究所 重粒子線がん治療装置等 共同利
「増感紙-EMCCDシステムを用いた重粒子線CTにおける高精度3次元画像収集法の検討
用研究報告書』 平成22年9月24日
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