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経営学部経営学科  教授  畦地 真太郎  Azechi Shintarou 

e-mail ： az@alice.asahi-u.ac.jp 

電  話 ： ０５８－３２９－１３１９ 

大阪大学大学院人間科学研究科博士後期課程単位取得退学 修士（人間

科学） 

郵政省通信総合研究所 特別研究員 

北海道東海大学国際文化学部コミュニケーション学科 講師 

主な担当科目：社会心理学、地域表象論、コミュニティ心理学、異文化理解 

主な所属学会：日本心理学会、日本社会心理学会、行動経済学会、人工知

能学会、異文化経営学会、観光学術学会、日本うどん学会 

・インターネット調査に基づく「はっとう」と「ひっつみ」の呼称と形態の分

析（2017） 

・地域相互理解実践における地域ステレオタイプの変容（2016） 

・地域間交流と相互理解に果たす地尊心（ちそんしん）の役割（2015） 

 代表的な 

 著書・論文 

朝日大学大学院経営学研究科 社会心理学研究室 教授 

・ 国家資格キャリアコンサルタント，産業カウンセラー 

・ 専門社会調査士，認定心理士（心理調査），学芸員資格 

・ グローバル・ホスピタリティ・コーディネーター 

→様々な課題に対して，多様な角度・方向からの取り組みが可能です． 

 

一言アピール 

・地域に対する自尊感情（地尊心）の研究 

・地域表象構築要因に関する研究 

・伝統的小麦粉食に関する技術要因の研究 

・役割構成体領域検査を用いた認知構造の分析 

 

 

・他地域の人が求め，自地域の実情と齟齬がない

資源の発掘 

・イメージの三相三元データの収集と分析による，

個人選好性の展開（対象は地域に限らない） 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

住民によるあるいは外部の人間による特定地域のイメ

ージ（地域表象）が、どのような要因によって規定されて

いるかを実証的に研究している。地域外の他者と交流

の際に、自己の説明を簡単にするためにステレオタイプ

を用い、さらにそれが自地域の表象に強く影響して強化

されてしまうことがある。ステレオタイプに基づく説明は

簡便であり、他者から理解されやすい側面もあるが、地

域の実像を覆い隠す地域表象が他者による地域理解、

地域の自己理解の双方にネガティブな影響を及ぼして

しまうことがある。その全体的な心理システムを“地尊

心”という言葉で表し、解明することを目指している。 

研究の概要 
 

地尊心，地域表象，伝統的粉食文化，岐阜県， 

瑞穂市 

キーワード 

・岐阜の地域性を活かし，選ばれる地域および産業となるために必要な要件を

分析・適用する． 

・「岐阜だからこそ住みたい，働きたい」と思われるような地域づくりに役立つ，

実際的な場面への心理学的な知見・調査法を適用する． 

・地域を支える人材に対する聞き取り調査による，地尊心の実像の探索． 

 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 

 企業・地域団体との共同研究および人材育成のための（修士号取得まで視野

に入れた）教育に幅広く対応します．現在、瑞穂市職員を対象に科目等履修生

制度を利用した大学院講義を行うことにより、知識と技能の向上にお役立てい

ただいている実績があります。企業に対しては授業を通じ「なぜ岐阜で営業し

ているのか」という企業アイデンティティを構築するお手伝いを行います。 

企業への期待 

研究テーマ 

経
営
学
研
究
科 

経

営

学

科 
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経営学部経営学科  教授  荒深 友良   Arafuka Tomoyoshi 

e-mail ： arafuka@alice.asahi-u.ac.jp 

電 話 ： ０５８－３２９－１３１３ 

名古屋大学大学院経済学研究科博士後期課程単位取得退学､経営学専

攻､修士（経済学） 

本学以外の主な教育歴 岐阜県立看護大学大学院（非常勤講師） 

主な担当科目：経営組織論、経営戦略論 

主な所属学会：日本経営学会、組織学会 

 

 

著書：『組織論から組織学へ：経営組織論の新展開』（共著）文眞堂 

著書：『現代経営組織論』（共著）有斐閣 

著書：『経営学要論：現代の経営』（共著）白桃書房 

 

 代表的な 

 著書・論文 

成功している組織に見られる共通の特性は、経済環境をはじめとしてさまざま

な環境要因に対する適応能力にあるといわれます。その能力には、現在の環境

への適応と将来の環境への適応可能性が含まれます。組織デザイン論の観点か

ら組織を成功に導く要因を明らかにすることができればと考えています。 

 

 

 

一言アピール 

・組織理論とその経営実践への応用に関心のある企業との共同研究 

・さまざまな組織問題に取り組んでいる企業との共同研究 

・組織の史的考察から経営のヒントを得たいと考えている企業との共同研究 

 

企業への期待 

 

・組織の本質と形成過程 

・組織デザインに関する研究 

・組織の環境適応に関する研究 

 

 

・組織の成長とマネジメント 

・変化とマネジメント 

・企業組織以外の組織への知見の応用 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

人間社会は、組織的活動によって成り立っている。

組織社会と言われるようになって久しいが、政治，

経済あるいは医療・福祉等のさまざまな場面におい

て、組織は必要不可欠な存在になっている。組織は、

私たちを豊かにする手段であるが、反面、組織の失

敗は時に大きな災禍をもたらす。こうした組織の諸

側面について、組織の本質と形成過程、組織デザイ

ン、組織構造及び組織過程のあり方、そして組織の

戦略と環境適応を中心に研究を展開している。 

 

 

研究の概要 
 

組織デザイン、組織構造、組織過程、組織形態、環

境適応 

キーワード 

研究テーマ 

経
営
学
研
究
科 

経

営

学

科 

 

・組織の中の人間行動と成果との関連についての研究 

・組織慣性と組織活性化・組織再生に関する研究  

・経営の成功事例と失敗事例の研究 

 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 
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経営学部経営学科  教授  板谷 雄二   Itaya Yuji 

e-mail ： itaya@alice.asahi-u.ac.jp 

電 話 ： ０５８－３２９－１３３６ 

豊橋技術科学大学工学部電気・電子工学課程卒、東北大学大学院工学

研究科修了、電気及通信工学専攻、工学博士 

宮城工業高等専門学校電気工学科助手・講師・助教授を経て、本学助

教授・教授 

主な担当科目：情報Ⅰ・Ⅱ、経営数学入門、経営科学特論、 

社会シミュレーション特論  

主な所属学会：情報処理学会、日本教育工学会、日本地域学会、応用

地域学会、日本数式処理学会、日本物流学会 

 

 

 

・データマイニングによるデータ分析 

・モバイルデバイス用の教材開発 

 

 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 

著書：見てわかる C 言語入門、講談社(2001)  著書：世界一わかりやすい Microsoft 

Office Specialist 問題集 Excel 2003、講談社(2006) 論文：都市における住宅立地分

布とその時間的変化、地域学研究、第 14 巻、pp. 111-126(1984) 論文：Analyzing and 

simulating economic systems, with applications to urban economics、Innovation in 

Mathematics、pp. 255-262、Computational Mechanics Publications(1997) 

 代表的な 

 著書・論文 

数式処理を用いた経済分析パッケージは国際学会で発表し、インターネット

上で公開されています。また、コンピュータを用いた教材は、シミュレーショ

ン手法を用いていて、著書（20 冊以上）として公開しています。 
一言アピール 

経
営
学
研
究
科

経

営

学

科 

 

・社会システムのモデル化に関する研究 

・システムの動的分析に関する研究 

・コンピュータを用いた教材の開発 

 

 

・シミュレーション分析 

・情報メディア分析 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

システム科学の手法を社会システムに適用してい

ます。社会システムは複雑ですので、モデル化が重

要になります。モデル化には様々な手法があります

が、それらを改良したり、新たな手法を開発したり

しています。特に、時間的に変化するシステム（動的

システム）について、コンピュータが自分で判断し

て分析結果をだすような数式処理システムの開発を

目指しています。また、システム科学の手法を適用

した、コンピュータを用いた教材を開発しています。 

 

研究の概要 
 

数式処理、Mathematica、シミュレーション、 

e-Learning、動的システム 

キーワード 

研究テーマ 

・最適処理についての解法を模索中の企業との共同研究 

・シミュレーション技法に関心のある企業との共同研究 

・コンテンツのデジタル化を推進しようとしている企業との連携 企業への期待 
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経営学部経営学科  教授  神谷 真子 Kamiya Masako 

電 話 ： 058-329-1343、mkamiya@alice.asahi-u.ac.jp 

名古屋市立大学薬学部薬学科卒、同大学大学院薬学研究科博士前期課程修了、 

薬品生物化学専攻   

薬学博士 

主な担当科目：自然科学・化学 I,自然科学・化学Ⅱ， 

社会貢献・ボランティア論 

主な所属学会：日本生化学会、日本癌学会、歯科基礎医学会、日本薬学会 

       日本スポーツ栄養学会，日本歯科薬物療法学会 

・癌免疫抑制機構を担う因子を同定し、これを標的とした間葉系間質細胞の

機能を制御する新たな癌免疫療法の開発へと発展させたい。 

・癌手術の術中に用いる麻酔薬が，患者の予後にいかなる影響を与えるの

か、麻酔薬による宿主免疫改変作用と癌再発リスクとの関連性をサイトカイ

ンネットワークの改変機構を中心に検討・評価していきたい。 

 

 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 

著書：スタンダード生化学・口腔生化学 第 3 版 学健書院 共著 「第４

章 代謝と調節 E～I」 分担執筆  

論文：Immunomodulatory aspects in the progression and treatment of oral 

malignancy,  Kondoh N., Mizuno-Kamiya M, et. al, Jpn Dent Sci Rev. 

55(1),113-120 (2019) D10.1016/j.jdsr.2019.09.001. 

 代表的な 

 著書・論文 

 

同大学歯学部・口腔生化学、口腔外科学など多くの分野との交流をはかりな

がら、研究を進めています。 

 

 

一言アピール 

経 

営 

学 

科 

 

・悪性腫瘍の進展過程における宿主免疫応答性の変化と口腔

癌関連遺伝子の機能解析 

 

 

癌免疫療法、分子標的薬の開発 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

癌の悪性化の分子機構と宿主免疫系の関与につ

いて研究している。 

悪性腫瘍の増殖、転移過程にはさまざまな因子

が関与するが、その過程では癌組織を取り巻く微

小環境や、患者の免疫応答能が重要な役割を果た

している。そこで、口腔扁平上皮癌（OSCC）組織を

取り巻く間葉系細胞（MSC)と癌組織との相互作用

に着目し、それが宿主免疫系をどの様に変化させ

悪性化に影響するかを、マウス OSCCと MSC とを組

み合わせた動物実験系を作出して検討している。 

 

研究の概要 
 

悪性腫瘍、癌微小環境、免疫抑制、麻酔管理 

キーワード 

研究テーマ 

 

口腔癌の治療薬・治療法の開発に関心のある企業 

基礎研究に興味をもち，臨床応用への可能性を提案していただきたい。 企業への期待 
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経営学部経営学科  教授  亀谷 みゆき KAMEGAI Miyuki 

e-mail ： mkamegai@alice.asahi-u.ac.jp 

電 話 ： ０５８－３２９－１２１２ 

南山大学大学院人間文化研究科言語科学専攻 博士前期課程修了 修士 (言語

科学） 

岐阜県立高等学校教員として 27 年間の勤務を経て現職 

主な担当科目：英語 

主な所属学会：大学英語教育学会・全国英語教育学会・中部英語教育学会・中

部教育学会・英語授業研究学会 

 

 

・認知科学の理論に基づいた言語習得の研究 

・初等中等教育・高等教育における英語教育の連携の在り方の調査・研究 

・学習への動機づけと第二言語習得の研究 

・学習スタイル、学習ストラテジー、コミュニケーション・ストラテジーと 

言語習得の関係を生かした授業デザイン 

 

 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 

外国語を学ぶということは国際社会への扉を開けることであり、外国語を学ぶ

ことでより多くの人々とコミュニケーションができるようになり、お互いの文

化を尊重し立場を思いやることは、母語が共通でない人々との共生も可能にす

る。英語をコミュニケーションツールとし、お互いを尊重しながらより良い社

会を創り出す英語教育を目指したい。 

 

一言アピール 

経 

営 

学 

科 

・高等教育における英語教育に関する研究 

・初等中等教育における英語教育に関する研究 

・英語科教育法の研究 

・教員研修に関する研究 

・第二言語習得の研究 

 

 

 

・認知科学と教育実践の関係 

・課題解決能力の育成 

・グローバル人材の育成 

 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

 

英語科教育において、言語習得プロセスのメカニズ

ムを研究し、それを踏まえた上での英語によるコミ

ュニケーション能力育成のための有効な指導法の研

究や教員研修を行っている。学習スタイル、学習ス

トラテジー、コミュニケーション・ストラテジーと

言語習得の関係に関する研究。言語教育研究の観点

からの言語教師認知の研究。 

 

 

 

研究の概要 
 

応用言語学・英語教育・英語科教育法・言語教 

師認知・教員研修 

 

キーワード 

研究テーマ 

著書（共著）：「高等学校新学習指導要領の展開 外国語科英語編」明治図書 

文部科学省「高等学校学習指導要領解説外国語編・英語編」作成協力者 

国立教育政策研究所「評価規準，評価方法等の工夫改善に関する調査研究」研究協力者 

Active learning in the Japanese high school English classroom: How far have 

teachers already come? 「アカデミア」文学・語学編 

中等教育資料「目標・指導・評価の一体化による４技能の総合的な育成を目指した授業と評

価の改善」No.952  

 

 代表的な 

 著書・論文 

・リカレント教育に興味のある企業との連携 

・英語を使うことのできる人を求めるような企業との連携 

・英語を公用化することに関心のある企業との共同研究 

・英語教育に対する産業界の期待 

 

企業への期待 



２６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

経営学部経営学科  准教授  児玉 靖明 Kodama Yasuaki 

e-mail ： ykodama@alice.asahi-u.ac.jp 

電 話 ： ０５８－３２９－１３２７ 

愛知県立大学外国語学部スペイン科卒、 

カナダ・アルバータ大学大学院教育心理学部英語教授法専攻（教育学修士） 

三重県立高等学校 英語科教諭（～２０２２年３月） 

主な担当科目：英語、英語コミュニケーション、外書講読、基礎演習 

主な所属学会：大学英語教育学会、全国英語教育学会、中部地区英語教育学会 

 

経 

営 

学 

科 

・外国語習得 

・英語教授法 

・初等中等教育機関の英語授業に関する研究 

・「指導と評価の一体化」に向けた指導法と評価法の研究 

 

・小・中・高における英語授業の改善 

・適切な評価方法の確立 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

学校教育において、一斉授業を通して学ばれる英語

の習得レベルは個人差が非常に大きい。その要因

は 、 学 ぶ 側 （ 生 徒 ） の も の （ intelligence, 

motivation, aptitude, personality, the first 

language, age など）と教える側（教師）のもの

（teaching methods, teaching skills, classroom 

atmosphere and environment など）に分けられる。 

学ぶ側の要因は容易に変えられないが、教える側の

要因は変えられる。この観点から、より良い英語の

指導法と評価方法を研究している。 

 

研究の概要 
 

言語習得、外国語教授法、英語教授法、学習指導要

領、指導と評価、TESOL/TESL 

キーワード 

研究テーマ 

・新学習指導要領に基づいた「指導と評価の一体化」の参考例の提示 

・海外研修（長・短期の語学留学や交換留学等）と言語習得の関連 

・英語の各種検定試験の分析（validity と reliability） 

 

 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 

論文：Japanese students' contact with native English speakers during a study abroad 

experience（アルバータ大学大学院教育心理学部英語教授法専攻 Capping Project） 

論文：「主体的・対話的で深い学び」による「思考力・判断力・表現力」の育成を目指した英

語の授業づくり‐グループ・ディスカッションを通して‐（朝日大学教職課程センター研究

報告 pp.9-16） 

 

 代表的な 

 著書・論文 

社会が絶えず変動しているわけですから、当然その社会で求められる能力（英

語力を含む）も変化します。その時々に求められる力を生徒が身に着けられる

よう、指導する教員が指導方法を研究し実践していくことが大切です。そうい

った先生方の手助けを少しでも担うことができれば幸せです。 

一言アピール 

・海外進出を考えているような企業と連携 

・海外とビジネスのやり取りを日常的に行っている企業とのインターンシッ

プ・プログラム開発 

・社員の英語力向上を目指す企業との社員向け英語教育プログラム開発 

企業への期待 



２７ 

      

 

経営学部経営学科  教授  小畠 信史   Kobatake Shinji 

e-mail ：ｓｋ@alice.asahi-u.ac.jp 

電 話 ： ０５８－３２９－１３１１ 

信州大学経済学部経済学科卒、中京大学大学院法学研究科修了、商法専攻、 

法学修士 

税理士 

主な担当科目：会計学入門、簿記原理 

主な所属学会：日本会計研究学会、税務会計研究学会、日本管理会計学会、

日本経営分析学会 

 

実務の経験もありますので、これを活かして、財務諸表・申告書等の問題点の

発見、改善、さらには、いわゆる“計数に強い”人材の育成などの役に立てれ

ばと考えています。 

 

 

 

 

一言アピール 

・国際財務報告基準への対応策の検討 

・財務諸表分析による問題点の発見、改善 

・物流コストの問題点の発見、改善 

・海外進出にかかわる経理、税務情報の提供 

企業への期待 

・引当金・交際費等に関する研究 

・中小企業会計基準についての研究 

・物流コストにかかわる調査、分析 

・国際財務報告基準についての研究 

・移転価格・タックスヘイブン等に対する調査、分析 

 

 

・財務諸表の分析 

・税務申告書の分析 

・物流コストの改善 

・税務戦略の策定 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

税法を会計学的に論究する学問である税務会計の

伝統的な論点や、中小企業会計基準・物流コスト等

にかかわる諸課題の研究を行っています。また、近

年注目を集めている国際財務報告基準、国際税務な

どにも目を向けています。 

 

 

 

 

 

 

研究の概要 
 

税務会計、中小企業会計、物流費、国際財務報告

基準、国際税務 

キーワード 

研究テーマ 

 
経
営
学
研
究
科 

経

営

学

科 

・新会計基準の研究 

・中小会社の経理実務の考察 

・組織再編税制、グループ法人税制などの研究 

・国際的租税回避の探究 

 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 

著書：「税務会計の論点」（税務経理協会）、「要説簿記論[新訂第二版]」（創成社）、「地

域物流市場の新課題」（成文堂）など。 

論文：「移転価格税制の問題点」（『経営分析研究』第 12 号、110-115 頁、1996 年）、「リ

ストラ費用に関する研究－米国基準・ＩＡＳ・日本基準―(1)・(2)」（『朝日大学

経営論集』第 19・20 巻、第 1・2 号、15-27・1-11 頁、2004・2005 年）など。 

 

（多数ある場合は数点を選んでください） 

 

 代表的な 

 著書・論文 



２８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

経営学部経営学科  教授  櫻木 晋一 Sakuraki Shinichi 

e-mail ： sakuraki@alice.asahi-u.ac.jp 

電 話 ： ０５８－３２９－１３０９ 

慶應義塾大学商学部卒、慶應義塾大学大学院商学研究科修了、産業史学専攻、 

博士（史学） 

下関市立大学名誉教授 

主な担当科目：キャリア形成、基礎演習 

主な所属学会：社会経済史学会、日本考古学協会 

 

・近世における日蘭関係のひとつを明らかにするため、オランダ国内で所蔵さ

れている日本貨幣のデータベース作成。 

・環シナ海における中近世の貴金属や貨幣の交流実態を解明すること。 

・研究者がほとんどいなくなった日本の鉱山史・鉱山業を研究するためのプロ

ジェクトづくり。 

 

 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 

著書：『貨幣考古学序説』(慶應義塾大学出版会,2009 年)『貨幣考古学の世界』(ニ

ューサイエンス社,2016 年)『Catalogue of the Japanese coin collection (pre-

Meiji) at the British Museum』(編著: The British Museum,2010 年) 

論文：「出土銭貨からみた中世貨幣流通」『貨幣の地域史』(岩波書店,2007 年) 

「貨幣考古学と経済史研究」『貨幣の統合と多様性のダイナミズム』(晃洋書房 2021

年) 

 代表的な 

 著書・論文 

貨幣は人間生活に欠くことのできないもので、電子マネーや仮想通貨の時代に

なっても、歴史から学べることはたくさんあると思われます。その点で、モノ

資料に基づく貨幣史研究は基礎的研究ですが、重要であると考えています。 

 

 

一言アピール 

経 

営 

学 

科 

・日本貨幣史に関する研究 

・貨幣考古学に関する研究 

・出土貨幣についての調査、分析 

・海外博物館所蔵日本貨幣についての調査 

 

・銭貨に対するディープラーニングを使用した画

像解析の研究 

・博物館学の中に貨幣を位置づける 

・日本学の一分野として貨幣を位置づける 

・鉱山学や金属組成分野の発展に寄与 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

 これまでの日本貨幣史研究は、おもに文献史料を

使用した研究でしたが、私は考古資料である出土貨

幣を史料とした研究をしています。古代から近世ま

での日本で、どのような貨幣が実際に造られ、流通

していたのかについて研究しています。近年は、ベ

トナムでの出土銭貨や中国・朝鮮などでの海外調査

も実施しています。また、ヨーロッパの博物館が所

蔵している日本貨幣の調査をおこない、データベー

スを作成して、多くの人が利用できるように資料化

をすすめています。 

 

研究の概要 
 

日本貨幣・貨幣政策・貨幣考古学・出土銭貨・ 

データベース・博物館資料・古銭学 

キーワード 

研究テーマ 

・デーブラーニングによる貨幣画像解析ソフトの開発、 

・博物館資料のデータ化と公開に関心ある機関、 

・出土貨幣のデータ収集と位置情報などを加味した学術情報のビジネス化、 企業への期待 



２９ 

     

 

経営学部経営学科  准教授  佐納 康治   Sanou Yasuharu 

e-mail ： sanoo@alice.asahi-u.ac.jp 

電 話 ： ０５８－３２９－１３８０ 

京都大学理学部卒、京都大学大学院理学研究科修了、地球物理学学専攻、 

博士（理学） 

主な担当科目：数学、物理 

主な所属学会：地球電磁気・地球惑星圏学会 

 

他分野については専門外なので特に考えていない。 

 
 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 

著書：永野宏・佐納康治、『長谷川万吉と地球電磁気学』、開成出版、2002 年。 

  代表的な 

 著書・論文 

南極観測隊員の経験あり。 

 

 
一言アピール 

経 

営 

学 

科 

・惑星磁場生成理論に関する研究 

・地球電磁気学史に関する研究 

 

超高層物理学、惑星間空間物理学、惑星系電磁気

学などと関連が深い。 

 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

天体、特に惑星が持つ固有磁場の発生機構に関す

る理論的研究を行っている。 

また、日本における地球電磁気学の発展史につい

ても科学史的観点から調査研究している。 

 

研究の概要 
 

地磁気、惑星磁場、科学史 

キーワード 

研究テーマ 

私の研究分野は純粋な基礎研究、しかも理論研究であり、企業との関係性は

残念ながら薄いと思われる。 

 企業への期待 



３０ 

 
 

経営学部経営学科  教授  朱京偉  Syu kyoui 

e-mail: zhujw@alice.asahi-.ac.jp 

電 話：058-329-1308 

北京外国語大学日本語学部卒業，北京日本学研究センター修士，日本関西

大学博士（文学）。北京外大日本語学部講師、助教授，現在同学部教授。 

主な担当科目：中国語ⅠーⅣ、中国語と文化、中国語と社会 

主な所属学会：漢日対照言語学学会、東アジア漢字文化圏近代新語研究会 

 

経 

営 

学 

科 

 

・明治期に日本語で創出された新漢語と訳語 

・中国語に移入され定着している日本語からの借用語 

・日本語と中国語の語彙の対照研究 

 

・日中両国の文化交流の歴史を語彙・専門語の側

面から明らかにする。 

・人文科学と自然科学にわたる広範な分野に調査

を広げていくことが可能。 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

 

明治期では，近代科学の基盤を構築するため，大

量の新漢語と訳語が創出された。その中の多くが 19

世紀の末から 20 世紀初頭にかけて，借用語として

中国語に移入され定着している。明治期における日

本語の新語の創出および中国語側の受容の歩みを

探ってみるのが長年続いた研究テーマである。 

 

 

 

 

研究の概要 
 

明治期における日本語の新語創出、清末期にお

ける日本語借用語の受容 

キーワード 

研究テーマ 

 

・新たに明治期軍事用語や動物学用語の成立に関する調査に着手する。 

・中国における清末期の軍事用語と動物学用語の資料を収集し，日本側資料と

の関連性を探ってみる。 

 

 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 

・『近代日中新語の創出と交流―人文科学と自然科学の専門語を中心に―』 

日本：白帝社，2003（日本語） 

・《日本語語彙学教程》北京：外語教学与研究出版社，2005（日本語） 

・《近代中日語彙交流の軌跡——清末新聞紙にある日本語の借用語》 

北京：商務印書館，2020（中国語） 

 

 代表的な 

 著書・論文 

 

明治期に築かれた高度な文化遺産をいろんな領域から掘り起こし，言葉の側

面から日中文化交流の歴史を実証していきたい。 

 

 

 

一言アピール 

 

日中両国の近代史や中国語に関する基本的な知識を有する大学生をより多く受

け入れてほしい。 

 

企業への期待 

mailto:zhujw@alice.asahi-.ac.jp


３１ 

 

 

経営学部経営学科  准教授  曽我部 雄樹   Sogabe Yuuki 

e-mail ： ysogabe@alice.asahi-u.ac.jp 

電 話 ： ０５８－３２９－１３４０ 

朝日大学経営学部情報管理学科卒、朝日大学大学院経営学研究科修了、情報管

理学専攻、情報管理学博士 

主な担当科目：データ分析、ソフトウェア演習 

主な所属学会：電子情報通信学会、情報処理学会、日本バーチャルリアリティ

学会 

 

専門研究分野で培った仮想空間の知識や、ネットワークや動画配信などのマ

ルチメディア技術を活かせると思います。また、コンピュータの 3R により、

廃棄コンピュータを減らすことができると思います。 

 

一言アピール 

経 

営 

学 

科 

・仮想空間の記述に関する研究 

・携帯電話ネットワークの調査・分析 

・無線 LAN の調査・分析 

・動画配信に関する研究 

 

 

・異なる仮想空間同士の相互接続 

・大容量データの送受信 

・高画質でリアルタイムな動画配信 

 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

今日の仮想空間は複雑化し、その構造は容易に理

解することができません。このような仮想空間を

要約して記述することによって、容易に理解・構築

する研究を行っています。 

また、携帯電話ネットワークや無線 LAN 技術の調

査・分析、動画配信に関する研究も行っています。 

 

研究の概要 
 

マルチメディア、仮想空間、無線 LAN、携帯電話

ネットワーク 

キーワード 

研究テーマ 

・高速・長距離無線ネットワークの構築 

・仮想空間の構築 

・携帯電話ネットワークの活用 

・修理・高速化によるコンピュータの 3R 

企業への期待 

著書：Windows プログラミング逆引きクロス大辞典, 秀和システム, 2007. 

Java でカンタン はじめて学ぶプログラミング, 秀和システム, 2009. 

論文：Design and Construction of Virtual Spaces for Communications, 

 Advanced Information Networking and Applications Workshops, 2007. 

 代表的な 

 著書・論文 

 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 

・携帯電話ネットワークの高速化 

・高速・長距離無線ネットワーク 

 



３２ 

 

 

経営学部経営学科  教授  常川 良史  Tsunekawa Yoshifumi 

e-mail ： tunekawa@alice.asahi-u.ac.jp  

電 話 ： ０５８－３２９－１３６４ 

早稲田大学法学部卒 

大手シンクタンク勤務、朝日大学マーケティング研究所所員 

主な担当科目：プレゼンテーション論、コミュニケーション技法、マーケティ

ング戦略論、基礎演習 

 

経 

営 

学 

科 

・消費者行動の分析 

・メディア視聴に関する調査分析 

・商品や広告に関する調査分析 

 

 

・消費者行動の類型化 

・メディアコンテンツの開発、改善 

・商品コンセプトの開発、改善 

 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

マーケティング関連の科目の教員活動を行いつつ、

民間企業から依頼される市場調査とその分析に携

わっています。実務の経験が豊富です。 

マーケティングリサーチやグループインタビュー

などを通じて得られる定量、定性のデータを分析

し、消費行動などの背景にある要因を探ることを得

意としています。 

 

研究の概要 
 

マーケティング、リサーチ、消費者行動 

 

キーワード 

研究テーマ 

・消費者行動の分析 

・メディアコンテンツの評価因子の分析 

・商品の選択行動の分析 

 

 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 

・ビデオ通話アプリに関する調査分析 

・平日朝の情報番組に関する調査分析 

・書店に関する調査分析 

・世代間の意識の違いに関する調査分析 

 代表的な 

 著書・論文 

消費者の行動は絶え間なく変化しており、スピーディな対応が求められます。

一方で消費者のニーズを把握するには消費者から得たデータを分析するのが

一番です。集めたデータを分析して、仮説を構築し、アイデアを発想して具体

的に行動を起こすことが求められます。そのためのノウハウを提供し、実績を

着実に積み上げていくことを目指します。 

 

 

一言アピール 

・目的意識や問題意識が明確なマーケティング活動の推進 

・マーケティング思考に基づいた戦略の構築 

・ゼロベースでのアイデア発想 

 

企業への期待 
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経営学部経営学科 教授  土井 義夫 Doi Yoshio 

e-mail ： ydoi@alice.asahi-u.ac.jp 

電 話 ： ０５８－３２９－１３２９ 

朝日大学経営学部経営学科卒、東京商船大学大学院商船学研究科修了、

海洋情報システム工学専攻、博士（工学） 

主な担当科目：流通システム論、産業論 

主な所属学会：日本物流学会、日本航海学会、日本交通学会 

論文：「企業間連携がトラック運送の生産性向上に与える影響に関する研究」,日

本物流学会誌 No29, pp.117-124,2021 年 6 月 

「物流現場における現状を踏まえた人材マネジメントに関する研究」, 

日本物流学会誌 No23, pp.113-120,2016 年 5 月 

著書：「地域物流市場の新課題」、成文堂、 2017 年 3 月 

 代表的な 

 著書・論文 

物流に係わるトップ・本社スタッフにおける管理力の高度化や、センター長・

ドライバー・庫内作業における現場力の分析について、企業経営の視点から

物流システムの在り方を考察する意義があろうかと存じます。 

 

一言アピール 

・ 地元物流企業との連携（事業計画の立案） 

・ 配送計画や共同物流に関心のある企業との共同研究 

・ 運送事業における現状の問題把握 

・ 事業者支援事業といった物流政策への対応 

企業への期待 

経
営
学
研
究
科 

経

営

学

科 

・事業内容からみた物流事業に関する研究 

・地域物流市場についての調査・分析（共同研究など） 

・国際化・情報化・環境問題の視点からみたロジスティクス研究 

 

・ 物流に関する経営統計の展開 

・ 物流管理（供給連鎖メーカーと小売業国内外

の事例分析） 

・ 物流の歴史・概念 

 

 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

企業効率化と環境保全に対応する物流体系に関す

る研究が基本となる。そのためには、経営環境の変

化や、実務レベルの改善課題や経営戦略全般との折

衝など、多くの経営課題と対峙していくスタンスが

不可欠である。特に物流活動は、経営主体ごとに課

題が山積しており、経営の職能レベルに応じた課題

設定と、対応策に必要な手法の開発を進めている。 

研究の概要 
 

物流、トラック運送、港湾運送、運送事業者、 

ロジスティクス SCM・連携、物流政策 

キーワード 

研究テーマ 

・ 生産や販売活動を追及するための物流に係る意思決定に係わる課題 

・ 拠点戦略や物流改善のデータについて分析 

・ 地域物流からみた荷主側のメーカーや量販店等の事例の分析 

・ 地域物流市場の高度化策に関する調査･研究 

・ 国際流通に関するマネジメント研究 

 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 
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経営学部経営学科  講師  中垣 勝臣   Nakagaki Katsuomi 

e-mail ： nakagaki@alice.asahi-u.ac.jp 

電 話 ： ０５８－３２９－１３２６ 

早稲田大学商学部卒、早稲田大学大学院商学研究科修了、修士（商学） 

主な担当科目：欧米経営史、近代日本経営史、産業史 

主な所属学会：経営史学会、日仏経営学会、日仏経済学会 

 

著書：「フランス経済社会の近現代」（共著）関西学院大学出版会、2009 年。 

  代表的な 

 著書・論文 

古いもの、伝統的なものを破壊することによって新しいものが生まれるわけ

ではなく、古いものを大切にし、保存することで価値は継承され、そこから

新しい価値も生まれる。フランスやヨーロッパにはそれがある。もちろん日

本にもあるが、歴史や伝統がもつそうした価値をうまくアピールする必要が

ある。 

 

一言アピール 

ブランドの誕生と継承に関する研究。 

観光資源やその魅力に関する史的研究。 

リゾートと地域社会に関する研究。 
企業への期待 

経 

営 

学 

科 

 

・フランスの奢侈品産業に関する歴史 

・フランスの観光産業に関する歴史 

・現代フランスの産業企業 

 

ブランド戦略 

観光学 

フランス社会史 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

フランスは先進工業国として諸産業が発展している

が、他方で伝統的産業が継承され成長している。例え

ば皮革や香水にみられる高級ブランド製造、あるい

はワインなどの食品や観光業などがある。２０世紀

は大量生産を基盤とする重工業、高付加価値組立産

業の時代であったが、全球化の進展により厳しい国

際競争を強いられている。他方で、伝統的な産業は、

独自性やブランド力をもち、競争力を維持している。

こうした伝統産業分野を中心にフランスの特殊性と

独自の競争力の源泉を史的に探求している。 

 

研究の概要 
 

フランス、奢侈品、香水、ブランド、観光、歴史、

世界遺産 

キーワード 

研究テーマ 

・産業遺産（世界遺産）と現代観光業を結び付けた地域産業史（ヨーロッパ） 

・フランスのリゾート産業史（タヒチ、ニューカレドニアなど） 

 

 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 
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経営学部経営学科  教授  中畑 千弘   Nakahata Chihiro 

e-mail ： nakahata@alice.asahi-u.ac.jp 

電 話 ： ０５８－３２６－１１７３ 

信州大学経済学部経済学科卒 

株式会社富士銀行（現、株式会社みずほ銀行）、株式会社富士総合研究所（現、

株式会社みすほ総合研究所）経営戦略研究部研究員を経て、株式会社メディア・

マーケティング・ネットワーク取締役代表研究員 

主な担当科目：マーケティング論、社会調査法、商品開発論など 

主な所属学会：地域活性学会、日本マーケティング学会など 

・テレビ視聴行動に関する調査研究（生体観測、行動観察など） 

・共分散構造分析による顧客ロイヤリティ構造の解明 

・デザイン思考による商品開発、ＳＮＳを利用した販売促進 

・魅力ある個店作りのサポート 

 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 

著書：「Ｇ感性で『流行の法則』がわかる」（PHP研究所 1993.6 共著） 

「できる子が育つ黄金の時間割」（ダイヤモンド社 2008.8）、 

「メディアの循環「伝えるメカニズム」(法政大学ＩＭ研究センター叢書 14 生産性出版 2017.2 共著)  

特許：「テレビ番組の視聴質測定方法」（2010.6 特許第 4536558 号） 

受託研究：「わが店ならではの逸品開発から、個店の魅力向上を目指して」 敦賀商工会議所 

寄稿論文：「ソーシャルメディア時代のテレビ視聴（上､下）」（日経広告研究所報 2013．共著） 

 代表的な 

 著書・論文 

一般企業、商店街などの商品開発サポート、広告、販売促進などマーケティン

グにおける課題解決のお手伝いをさせていただけると思います。テレビ局、広

告代理店などテレビに関わる業界の方とは、テレビ視聴時の視線計測分析、広

告効果の測定、番組改善における共同研究が可能と考えます。店舗の顧客評価、

サービス満足度評価などリサーチ設計・分析サポートもいたします。 

 

 

一言アピール 

経 

営 

学 

科 

・テレビ視聴行動に関する研究 

・小中学生をもつ親の学習関与行動に関する研究 

・顧客満足、媒体の広告効果測定に関する研究 

・消費者洞察、商品開発、アイデア発想の事例研究 

・地域活性化に関する調査、分析 

 

 

・店舗販売における消費者行動分析 

・通信販売における顧客コミュニケーションに 

関する研究 

・新市場創造型商品開発に関する研究 

・広告と販売促進における企業事例研究 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

消費者行動の中でもテレビ視聴行動を中心に、録画

視聴、視聴時コミュニケーションなどの研究を行っ

ている。視線計測装置を使ったテレビ視聴時の視線

停留データ等、生体観測データの解析、流行の時系

列を「見える化」する新しい消費者類型の構築、顧客

満足構造の解明などに興味を持っている。 

また、魅力ある個店作り、特産品開発など地域と連

携した活性化の取り組みを行っており、個店へのマ

ーティングメソッドの活用を促している。 

研究の概要 
 

テレビ視聴行動、視線計測、顧客満足、商品開発、

アイデア発想、消費者リサーチ、地域活性 

キーワード 

研究テーマ 

テレビ視聴行動研究におけるテレビ局との研究連携、番組評価サポート 

ＢtoＣにおける新商品開発サポート、アイデア発想サポート 

広告、ＰＲの効果測定サポート 

地域活性化に取り組む商店街の調査・分析、コンサルティング 

企業への期待 
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経営学部経営学科  教授  野畑 伸芳 Nobata Nobuyoshi 

e-mail ： nobata@alice.asahi-u.ac.jp 

電 話 ： ０５８－３２９－１３４９ 

南山大学外国語学部英米学科卒、岐阜大学大学院教育学研究科修了、英語教育

学専攻、修士（教育学） 

岐阜県立高校教諭、岐阜県立池田高校校長、ビジョンネクスト情報デザイン専

門学校副校長 

主な担当科目：英語 

論文：「A Study of Textbook Evaluation」(1990) 

「Developing a verb lexicon for high school English classes」(1999) 

     「生徒一人一人を大切にし、ESD（持続可能な開発のための教育）を推進す

るユネスコスクールの取組」（2017） 

 

 代表的な 

 著書・論文 

中学・高校時代に真面目に英語の勉強をしたけれど、英語を聞いたり話した

りすることは苦手だと感じる人は多いと思います。単語や文法規則、語法を

学習するとき、ネイティブスピーカーが英語を使うときの心理や意識まで理

解し、それを暗記して実際に使ってみる。そんな学び方をしませんか。 

 

一言アピール 

経 

営 

学 

科 

・英語教科書の評価及び効果的な活用に関する研究 

・英語授業における主に動詞語彙の効果的な学習法

に関する研究 

・中学校、高校及び大学の英語学習者を対象に語彙力

を増強する学習材の開発 

 

・第二言語（母語の他に二番目に日常よく使う言

語）を持つための言語習得理論の構築 

・英語における音韻習得、形態素習得、語彙習得、

統語構造習得及び談話構造習得 

・言語習得の教授・学習ストラテジー 

 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

中学校、高校及び大学の英語学習者を対象に、主と

して語彙力を増強する学習材の開発について研究

する。外国語教育の目的及び学習者の興味・関心、

生活体験に即した教材開発を目指し、主として動

詞を系統的、効率的に習得させるため、自動詞と他

動詞における意味と統語の相互関係及び動詞と共

起する名詞（主語・目的語・補語）の素性による分

類を活用する。また、英語教科書に使用される動詞

等の語彙の使用頻度を分析することにより教科書

の効果的な活用を研究する。 

研究の概要 
 

英語教育、英語科教育法、第二言語習得、言語学、

統語論、意味論、語用論、言語心理学 

キーワード 

研究テーマ 

・英語を社内公用語とするような企業と英語研修に関する連携 

・社員の英語「学び直し」に関心のある企業と教育方法に関する共同研究 

・やさしい英語スピーチやビジネス英語スピーチの力を高めるための社内

研修会の開催 

企業への期待 

・第二言語を習得していく過程の研究による言語習得理論の構築 

・第二言語における音韻習得、形態素習得、語彙習得、統語構造習得及び談話

構造習得の研究 

・教室での外国語・第二言語習得のための教授・学習ストラテジーの研究 

 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 



３７ 

 

 

経営学部経営学科  教授  服部 徳秀   Hattori Norihide 

e-mail ： hattori@alice.asahi-u.ac.jp 

電 話 ： ０５８－３２９－１３３９ 

名古屋工業大学工学学部情報工学学科卒、名古屋工業大学大学院工学研

究科修了、電気情報工学学専攻、 

博士（工学） 

主な担当科目：コンピュータ概論、情報科学概論、ソフトウェア演習 

主な所属学会：情報システム 

 

・プログラミングサポートシステムに関する研究 

・Webアプリケーションの開発環境に関する研究 

・人工知能 

 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 

”An Extended Educational System for Programming and Its Evaluation” 

Information and Software Technology,1999,Vol.41,No.8, pp.525-532 

論文：「ソースコードのバリエーション除去システム」電子情報通信学会論文

誌 D-1,1997, Vol.J80-D-1, No.1, pp.50-59 

 代表的な 

 著書・論文 

生時代の機械語から始まり、これまでに多くのプログラミング言語を利用し

てきました。様々なプログラミグ言語・開発環境に興味を持っています。 
一言アピール 

経
営
学
研
究
科 

経

営

学

科 

・アセンブリ言語プログラムのメンテナンスに関する研究 

・C 言語のプログラミング学習サポートシステムに関する研究 

・情報システムの動向についての調査 

 

・プログラムのメンテナンスに関する研究 

・プログラミング学習サポートシステムに関する

研究 

・各種情報システムの将来性 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

１）アセンブリ言語で作成されたプログラムを C 言

語風に変換し、制御構造などを分かりやすく表示す

ることにより、メンテナンスをサポートする。 

２）学生のプログラミング学習をサポートするため

に、課題を出してプログラムを入力させ、その正誤

を判断する Web アプリケーションを開発した。ソー

スコードの書き方には多くのバリエーションがある

ため、そのバリエーションを除去する点がポイント

である。 

 

 

研究の概要 
 

プログラムのメンテナンス プログラミング教育 

情報システム 

キーワード 

研究テーマ 

・プログラミング環境に関心のある企業と共同研究、 

・情報システムの実態についての共同調査 

・人工知能を組み込んだ情報システムについての研究 

 

企業への期待 
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経営学部経営学科  准教授  藤田 裕一郎 Fujita Yuichiro 

e-mail ： fujita@alice.asahi-u.ac.jp 

電 話 ： ０５８－３２９－１３０６ 

南山大学大学院言語科学研究科修了（修士） 

愛知大学国際コミュニケーション研究科 非常勤講師 

名古屋外国語大学留学生留学生別科 非常勤講師 

主な担当科目：日本語（文型文法、総合演習、読解など）、キャリアデザイン 

主な所属学会：日本語教育学会、日本第二言語習得学会、第二言語習得研究会 

経 

営 

学 

科 

・第二言語習得に関する研究 

・文処理レベルの言語転移 

・教室活動におけるコーパスの開発 

 

・幼児の言語獲得 

・言語心理学 

・教育心理学 

 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

私たち人間は文を理解するために、語順、助詞、語

彙意味、イントネーション、文脈、相手の表情などさ

まざまな手がかりを利用しています。ですが、どの手

がかりを優先して使用するかは言語によって異なり

ます。そのため、外国語を学ぶ際は、母語で優先して

使用する手がかりと学習言語で優先して使用する手

がかりの強さを調整しなければなりません。 

 第二言語を学習する際に、母語の手がかりの影響は

あるのか、文のタイプによって使用する手がかりが異

なるのかなどを調べています。 

研究の概要 
 

第二言語習得、競合モデル、言語転移、母語の影響 

 

キーワード 

研究テーマ 

・グループワークにおける第二言語習得 

・日本語教育に生かせる第二言語習得 

・教師の発話コーパスの作成 

・日本語教師の養成 

 

 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 

著書：「新日本語能力試験 予測問題例（N4・N5）」（共著）2012 

   「新傾向 日本留学試験対応読解トレーニング（改訂版）」（共著）2013 

論文：「教師の訂正フィードバック選択-訂正フィードバック選択に最も強く影 

響する要因とフィードバックの提出順」2011 

   「教師の発話コーパスの作成」（www.corpus-ft.com）2015 

 代表的な 

 著書・論文 

自分が学生のときは授業が面白いと思ったことがあまりありませんでした。 

ですので、また明日も授業に行きたい！って思ってもらえる、そんな教室活動を目

指しています。 

 

一言アピール 

・コーパスの開発 

・外国人の雇用と日本語 

・外国人生活者の日本語の使用 企業への期待 



３９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

経営学部経営学科  教授  正村 達裕 Masamura Tatsuhiro 

e-mail ： masamura@alice.asahi-u.ac.jp 

電 話 ： ０５８－３２９－１３７５ 

立命館大学経営学部経営学科卒、 

前職 岐阜県立高等学校教諭、岐阜県立岐阜城北高等学校長、関市立関商工高等学

校長、岐阜県立土岐商業高等学校長 

主な担当科目：簿記原理、基礎演習、専門演習、商業科教育法 

主な所属学会：日本商業教育学会 

 

経 

営 

学 

科 

・簿記会計に関する研究 

・商業科教育法の研究 

・商業教育の研究 

 

・キャリア教育 

・教員養成 

・アクティブ・ラーニング 

 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

企業会計に関する法規と基準に基づき、適切な会計

処理を行い、利害関係者に会計情報を提供する力、会

計情報をビジネスに効果的に活用する力を育成する

ための指導方法の研究を行っています。 

また、教職科目をとおして、教科商業において、「主

体的・対話的で深い学び」を目指した授業づくりの研

究を行っています。 

 

 

研究の概要 
 

簿記会計、商業教育、商業科教育法 

キーワード 

研究テーマ 

 

・高大接続教育の在り方の研究（高校・大学の７年間を見通した商業教育の在り方） 

・キャリア教育 

 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 

 

論文等：「就職問題並びにキャリア教育を巡る課題と方策」 

 

 

 代表的な 

 著書・論文 

次代の商業教育を担う教員養成に貢献したい。 

ドイツの詩人ゲーテも、「簿記こそ人間の精神が生んだ最も美しいもののひとつ

であり最高の芸術である。」という言葉を残しています。 

ビジネスの世界共通言語である簿記を一緒に学んでみませんか？ 

 

 

 

一言アピール 

 

・企業と大学が連携した経営に関する体験的・実践的な学習プログラムの開発 

企業への期待 



４０ 

 

 

 

 

 

 

 

経営学部経営学科  教授  村橋 剛史 

e-mail ： murahasi@alice.asahi-u.ac.jp 

電 話 ： ０５８－３２９－１３５９ 

東京大学法学部卒、産能大学大学院経営情報学研究科修了 

修士（経営情報学） 

主な担当科目：財務諸表論、監査論、中小企業論、会計学入門 

主な所属学会：日本産業経済学会（会長）、日本経営診断学会、日本簿記学会、 

       日本マネジメント学会、中小企業会計学会 

経 

営 

学 

科 

・中小企業の会計に関する研究 

・クラウドファンディングを含めた資金調達に関する研究 

・事業承継を含めた中小企業の総合的な経営診断に関する研究 

・財務情報、非財務情報の開示とコーポレートガバナンスに関する研究 

 

 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 

論文：「道の駅における地場加工食品の販売」産業経済研究 2019 年３月 

「経営診断における財務諸表の意義」産業経済研究 2011年 3 月 

  「経営再建における財務上のボトルネック」産業経済研究 2010年 3 月 

著書（共著）「地域産業のイノベーションと流通戦略」第 6 章 富有柿の産

地・岐阜における流通戦略」千倉書房 2020年 10 月 

   

 代表的な 

 著書・論文 

・会計科目担当の教員として、会計情報が実際の経営、特に中小企業の経

営にどのように活用するかを中心に研究、指導しています。 

・また、実際の中小企業の経営改善の指導を行いながら経営の現場感覚を常

に養い、実務への適合妥当性を考慮して研究を行っています。 

 

一言アピール 

・中小企業における経営改善策の策定および改善策の実施における会計情報

の活用状況についての調査、あるいは経営改善の協力 

・主に会計事務所を対象に、中小企業における会計処理実務の勉強会の開催 

・クラウドファンディング、事業承継、産学官連携等の事例紹介 

企業への期待 

・中小企業の会計に関する研究 

・クラウドファンディングに関する研究 

・中小企業の経営診断における診断手法の研究 

・統合報告書に関する研究 

 

・中小企業における会計データを利用した経営

管理、および経営改善の実施 

・中小企業の事業承継、経営革新計画における有

効なデータの管理 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

国際会計基準とのコンバージェンスが進む中、

中小企業においても会計情報をどのように報告、

活用するかが課題となっています。 

その中で特に、中小企業診断における会計情報

の活用、経営計画の策定方法に重点をおいて研究

を行っています。 

単に研究を行うだけでなく、中小企業診断士と

しての実務の中で、実際の再建支援や事業承継な

どの問題解決に役立つものをめざしています。 

研究の概要 
 

中小企業の会計、クラウドファンディング 

バランススコアカード、統合報告書 

キーワード 

研究テーマ 



４１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

経営学部経営学科  教授  山田 雄治 Yamada Yuji 

e-mail ： yuji-ymd@alice.asahi-u.ac.jp 

電 話 ： ０５８－３２９－１３３５ 

福島大学経済学部経営学科卒、愛知大学大学院経営学研究科修了、経営学専攻 

修士（経営学） 

（前職）岐阜県立大垣商業高等学校 校長 

主な担当科目：簿記原理、基礎演習 

主な所属学会：日本商業教育学会 

 

論文：「「知識創造経営と情報技術」～知識創造を支援する集団のメカニズム

と情報技術の可能性～」 

論文：協働学習における評価基準の組織的知識創造論からの一考察 

研究発表：「新たな時代と地域を創造するぎふの商業教育」～グローカルコ

ンシャスで持続可能な商業教育へ～ 

可能な商業教育へ～ 

 代表的な 

 著書・論文 

 新型コロナウイルスの世界的な蔓延は 100 年に一度の世界的危機であるとさ
れています。この世界的な危機以前の世界は、自国の利益を擁護するナショナ
リズムの推進が進む一方、世界的規模での環境破壊が進み、それでなくても人
類滅亡の危機が進んでいました。今回のパンデミックを契機に私たち人類は、
新たな社会の構築に向けてリスタートするチャンスが与えられたと私は考えて
います。これらの課題解決の一助となる社会システムの構築に向けた研究を進
めていきたいと考えています。 

 

 

一言アピール 

経 

営 

学 

科 

持続可能な社会構築に関心のある企業や自治体等との共同研究 

・高齢者向けビジネス 

・地域密着型医療ビジネス 

（かかりつけ医、オンライン診療、調剤薬局、宅配サービス） 

・会計研究部の学生と連携した地域会計サポートサービスの提供 

企業への期待 

・新型コロナウイルス蔓延による急速な社会の変化に対応するためのＩＣＴ

の効果的な活用や急速な社会の変化に伴う課題解決についての研究 

・日本の少子高齢化社会に対応したビジネスの在り方についての研究 

・新型コロナウイルス蔓延後の日本の観光ビジネスの在り方についての研究 

 

 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 

・簿記会計に関する研究 

・高大連携についての調査、分析 

・経営学に関する研究（知識創造論、経営組織論） 

・マーケティング（商品開発）に関する研究 

 

・観光ビジネス 

・知識創造論 

・ＩＣＴの活用（遠隔教育） 

・人工知能（AI） 

・持続可能な社会の在り方 

 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

 本学の会計研究部の活動を通じて、これまで岐阜

県商業高等学校校長会との連携をさらに深め、より

効果的で成果の上がる連携の在り方を模索したい。 

 また、現在進められているマーケティング分野で

の高大連携についても、これまで岐阜県商業教育研

究会長としての経験を活かしながら、（商業）高校で

学ぶ生徒や本学で学ぶ学生が連携を深めながら、社

会科学的なアプローチで、地域に根ざしたグローカ

ルな人材育成を推進できるよう研究を進めていき

たい。 

 

研究の概要 
 

高大連携、地域連携、グローカルコンシャス 

ＳＤＧｓ 

キーワード 

研究テーマ 



４２ 

        

 

経営学部経営学科  教授  矢守 恭子   Yamori Kyoko 

e-mail ： kyamori@alice.asahi-u.ac.jp 

電 話 ： ０５８－３２９－１３４２ 

朝日大学経営学部情報学部卒、朝日大学大学院経営学研究科修了  

通信工学専攻、博士（情報管理学） 

主な担当科目：情報社会論、ソーシャルデザイン特論、経営統計学 

主な所属学会：電子情報通信学会 

 

・高山の産業世界に紹介するソーシャルデザインの実践 

・人工知能を用いた観光マーケティング 

 

 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 

K.Yamori,H.Ito and Y.Tanaka,”Optimum Pricing Methods for Multiple 
Guaranteed Bandwidth Service”,The 2005 Networking and Electronic 
Commerce Research Conference(NAEC2005), Riva Del Garda, Italy, 
pp.349-355, October2005.●エリクソン・ヤング・サイエンティスト・アワード
受賞論文。 
岡本司、三宅功、矢守恭子、田中良明、“最低帯域条件を有する企業ユーザに対
する帯域確保サービスの効用”、電子情報通信学会論文誌（ B）、 V
ol.J94-B,No.3,pp.423-435,2011 年 3 月 

 代表的な 

 著書・論文 

モバイル、デジタル、ネットワークを活用した新しいビジネスを支援します。 

一言アピール 

経
営
学
研
究
科

経

営

学

科 

 

・新世代情報通信基盤技術の研究 

・新サービスと通信料金に関する研究 

・ソーシャルネットワークのレコメンデーション技

術に関する提案 

・無線通信網の輻輳回避に関する研究 

 

 人に優しい通信サービスの提案とその品質並

びに料金の提案。 

 ソーシャルデザインを用いた、地域活性化並

びに産業育成。 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

 複雑な社会的課題の解決のために，課題となる

問題点を見つけ，情報技術を用いたアプローチを

しています．モバイル、ネットワークなど技術的視

点に基づく解決案を示し，プロトタイプを作成し．

実際に利用してもらうことで新たな解決法を見つ

けていきます，学際的な視点アプローチで取り組

むことから始め, 過疎や高齢化といった地域の社

会的課題に取り組むための実践的な課題発見・課

題解決能力を身につけることを目指しています 

研究の概要 
 

人工知能、IoT、情報通信、データ解析、モバイ

ル、データ解析、観光マーケティング 

キーワード 

研究テーマ 

情報通信ネットワーク技術を応用した、新しいコミュニティの形成。例えば、

大学と企業との連携など。 

地域の総合力を育成するコミュニティの作成。 

地域を問題を解決したい！という社会貢献を視野に入れた取り組み。 

企業への期待 



４３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

経営学部経営学科  准教授  横井 祐一  Yokoi Yuuichi 

e-mail ： yokoi@alice.asahi-u.ac.jp 

電 話 ： ０５８－３２９－１３６９ 

朝日大学大学院法学研究科修了 修士（法学） 

主な職歴：名古屋鉄道（株）（関連事業部、管理部、総合開発部、経営企画部

等）     プローグ・リスクマネジメント（株）取締役社長 

主な担当科目：企業と法令、目標管理、事業計画 

主な所属学会：日本経営実務法学会、失敗学会、日本経営診断学会 

 

経 

営 

学 

科 

・経営戦略に関する研究 

・リスクマネジメントに関する研究 

・危機管理に関する研究、支援 

・新規事業のビジネスモデル構築 

 

・国際的政治経済等に関するリスクマネジメント及

び交渉戦略 

・事故・不祥事調査の検証 

 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

 組織全員が価値の優先順位を明示的に共有し、愚直

に実践していく揺るぎない経営戦略によって有事・平

時ともに組織の力を最大に発揮を発揮させ、成長へ導

く仕組みを研究しています。 

 常に大きなリスクと闘う鉄道各社でご採用いただ

いている危機対応のシステムは、状況をありのままに

受け止め、考える力を引き出し、ぶれない行動へ転換

する仕組みでもあります。これを、幅広い業種企業様

でご活用いただくことに取り組んでいます。 

 

研究の概要 
 

（経営）リスク管理、内部統制、戦略、初期対応、

新規事業、危機、事故、不祥事 

キーワード 

研究テーマ 

・情報の偏重や不足から、事故・トラブル等の発生の背景要因や経営システム上の課

題を分析する方法 

・各種の企業における、コーポレートプライオリティーの確立と成長戦略との関連性 

・国際経済に依存している我が国のリスク分析に基づく、今後の国家的戦略 

 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 

論文：「株主の権利とリスク管理 − 株主総会における株主質問を中心に」 

論文：「ベビーカーの鉄道利用と法的責任」 

論文：「戦略型初期対応の二元的整理」 

論文：「初期対応における人道的対応費用の意義」 

論文：「鉄道自殺による輸送障害の短時間化に関する一考察」 

 代表的な 

 著書・論文 

 自社の強みを活かしつつ、発展を図るためには、ときには大胆な発想力が必要です。

ただし、無謀な戦略は、会社を危機に陥れます。 

 条件の変化に応じて、将来の具体的な映像イメージも柔軟に変化させることができ

れば、実現性の高い構想が練られる状態となっているといえるでしょう。不確実性の

中でも有効な思考力を磨きませんか。 

一言アピール 

・得意分野を伸ばして、事業を発展させたいと熱意を持っている企業 

・リスクをコントロールし、自社の強みとして位置ける仕組みづくり 

・顧客や地域社会と協調して危機対応力を高める仕組みづくり 

・社員の創造的・戦略的な思考力を磨く教育 

企業への期待 



４４ 

 

 

経営学部経営学科  教授  米田 真理   Yoneda Mari 

e-mail ： yoneda@alice.asahi-u.ac.jp 

電 話 ： ０５８－３２９－１１１１（代表） 

名古屋大学大学院文学研究科修了、国文学専攻、博士（文学） 

日本学術振興会 特別研究員（ＰＤ） 

主な担当科目：日本語表現法基礎、外国人留学生向け日本語科目 

主な所属学会：日本文学協会、中世文学会、能楽学会、藝能史研究會 

 

・地域の歴史や文化に関心のある企業との共同研究を行いたいと思います。 

・特に、明治期以前に創業した企業に関して、その企業史自体に興味があり 

 ます。 企業への期待 

著書：『能・狂言を学ぶ人のために』（共著、2102、世界思想社刊） 

論文：近世後期大垣の町衆と謡曲－谷九右衛門家と「京観世」－、彦根藩井伊家にお

ける能面購入の経緯―能面売買に関わるヒト・モノ・カネ」（『能と狂言』9 号、

2011 年） 

論文：豊橋安海熊野神社蔵狂言伝書について（『名古屋芸能文化』21 号、2011 年） 

 代表的な 

 著書・論文 

・地域環境と文化との関わりについて。特に、揖斐・長良・木曽の、いわゆる 

 木曽三川によって区切られた地域の、文化的特色について考えてみたい。 

・他の学問領域と連携することで、日本文化の有する特色について多角的に分 

 析し、海外に向けてアピールしていきたい。 

 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 

・能や狂言について、文献を通した研究だけでなく、より多くの方に親しんで 

 いただけるよう、普及活動にも関心を持っています。名古屋能楽堂が主催す 

 る公演の企画や、市民の方を対象とした講演の経験があります。 

・難読の古文書がお手元にございましたら、解読にうかがいます。 

一言アピール 

・日本伝統芸能、特に能楽に関する研究 

・家元制度に関する考察 

・文化・芸能に関する古文書の調査 

・地域と芸能の関係についての調査研究 

 

・日本の諸地域における、地理的、政治的、経済 

 的諸要因と、文化との関わりについて考察する。 

・日本の企業や労働に関する諸傾向について、文 

 化史的観点から分析する。 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

日本の伝統文化の一つである、能や狂言に関して、

家元制度の形成に関する研究を行っている。 

具体的には、 

・演出や台本の移り変わり 

・時代背景との関わり（将軍など権力者が演出に 

 及ぼした影響など） 

について、文献の調査研究を軸とした解明を行って

いる。 

近年は、地域社会と密着して行われていた、能楽の

興行に関する調査を中心に行っている。 

研究の概要 
 

日本伝統芸能、能楽、家元制度、興行、地域社会と

芸能、祭礼 
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